
 

 

 

 

 

１学期の終わりにあたって 
 

le temps passe vite 時は過ぎて行きます。どんどんと過ぎて行きます。けど、神様の言葉は過ぎ去りま

せん。いつまでも存在し、残り、とどまるのです。人間の心のこもった言葉も、親切な行動も、人々を愛し、

赦し、受け入れることも永遠に過ぎ去りません。神様の心に刻まれていきます。 

今日、一学期の終わりを迎えました。神様ありがとうございます。マリア様、児童の皆さん、教職員の皆

さん、小学校に勤めて私たちを助けてくださる皆さんを守っていただいて、ありがとうございます。一学期

を無事に過ごせたことを心から感謝します。 

一学期、いろいろ勉強しましたね。お友達と生活しました。仲良く遊んだ時もあれば、時々ケンカをした

かもしれない。今日、お世話になった友達に「一緒に過ごしてくれてありがとう。ケンカをしたけど、赦し

てください。」と伝えましょう。そして、お父様お母様に、「食べるもの、着るもの、履くものを与えてくだ

さったおかげで、一学期の間こんなに大きくなりました。ありがとうございます。」と伝えましょう。 

コロナがあって、自由がないけれど、苦しいけれど、コロナがこの地球上から、どこかに消えていくよ

うにお祈りしましょう。一日一日を大切に、楽しい夏休みを過ごしてください。そして、９月にまた元気な

姿で会いましょう。 

 

 

◇９月のみことば 『赦しなさい。そうすればあなたがたも赦される。 

          与えなさい。そうすればあなたがたも与えられる。』 

         『Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. 』 

                  『Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez.』 

（ルカ/Luke/Luc 6,37-38） 

◇９月の聖歌 『アーメンハレルヤ』 

◇９月の生活目標 『身だしなみを整えましょう』『Let's make ourselves presentable.』 

『規則正しい学校生活を送ろう』『Let's maintain our daily routines.』 

◇９月の安全目標 『手洗い・うがい・水分補給をしっかりしましょう』 

『Try to wash your hands, gargle, and drink enough water.』 

 

◆ 通知表について  

通知表は、児童の学校での生活、学習及び種々の活動の様子をご家庭へお知らせする目的を持っていま

す。そして、児童のその後の学校及び家庭での指導に役立て、児童の学習意欲と活動意欲を向上させること

をねらいとしています。 

 １年生は全教科３段階評価になります。２年生以上の評価の内容は、〔Ｂ（できる）〕をより具体的にお知

らせするため５段階評価になります。但し、２年生の生活、２～６年生の体育・図工・音楽については、３

段階評価になります。絶対評価を基本としていますが、相対評価の部分も含まれます。 

 評価は、児童の学習活動の足跡です。あくまでも学習状況やその他の活動、態度と目標への到達度、テス

トや提出物の有無などによって総合的に評価します。また、通知表と一緒に体力テストの結果を同封しま

したので、ご確認ください。 
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◆ 遠足費用について  

 ６月８日に実施した遠足費用を児童小遣い口座から引落しました。以前お知らせしたとおり、欠席者に

も費用が発生しています。 

１・５年生：５，３１４円（欠席者２，６５７円） 

２・６年生：９，２４４円（昼食持参者８，５９４円） 

３・４年生：７，０２５円 

◆ 校内読書感想文コンクールについて  

今回、朝の読書活動や国語の学習活動の一環として、校内での読書感想文コンクールを開催します。対象

は全学年です。選書や書き方の指導は、各学年の国語の時間で行いました。また、提出用の原稿用紙を児童

に配付しました。余った原稿用紙は、今後、国語の時間の作文指導で使用します。 

夏休み中に完成させた作品の提出日は、９月１日(木)です。提出後、教職員による選考を経て、優秀作品

を決定し、表彰する予定です。詳しくは、別途配付する夏休みのコンクールに関するお便りをご参照くださ

い。 

◆ 理科学習発表会に向けた夏休み中の取り組みについて  

 夏休み中、理科学習発表に向けて課題を設定し、観察や実験、記録をとることを予定している児童がいる

と思います。学校全体の夏休み課題として、自由研究または工作どちらか１点の提出が課されますが、理科

の分野で自由研究に取り組んだ際、研究に用いた結果や記録を１１月の理科学習発表会に向けた取り組み

に活用することができます。 

●夏休みの自由研究と理科学習発表会、全く同じ内容の発表はできません。 

●夏休みの自由研究をもとに、応用実験や追加で記録を取り続けたことを理科

学習発表会の制作に利用し、発表することは可能です。 

●理科学習発表会は、今年度も各児童の研究ポスターを廊下に貼り、全児童が

見て歩くことを予定しています。 

●２学期に入り、各学級にて発表に向けた指導が始まります。 

●研究テーマは、各自、自由に設定できます。 

なお、前号でお知らせの通り、児童の夏休みの作品を校舎にて展示します。

１人１点（工作、手芸、自由研究、絵画、書道、作文等）提出できるように準備をお願いします。 

◆ 夏休み中の事務取り扱い時間について  

 学園・小学校共に夏季休業に入ります。平日は９時から１５時、土曜日は９時から１２時まで（日曜祝

祭日を除く）、日直の教職員が出勤しています。緊急時の連絡は、上記時間内でお願いします。なお、８

月１３日(土)～１６日(火)は学園全体が休業になります。 

◆ 聖マリアブティックよりお知らせ  

聖マリアブティック(学園購買部)も夏季休業に入ります。営業時間は平日９時から１５時、土曜９時か

ら１４時です。日によって休業する場合がありますので、来校の際は、必ず事前に電話でご確認ください。 

２学期に入りますと、学用品の注文が増えます。品切れの場合、業者によっては取り寄せに数週間かかる

こともあります。（制靴のブーツタイプはメーカー在庫切れの場合、納品まで３ヶ月かかります。）学用品や

冬服の確認を夏休み中にしていただき、早めのご準備をお願いします。 

また、購入した商品の交換は、１週間以内にお願いします。その際は、伝票の控え（もしくはレシート）

をご持参ください。商品の破損、汚れ、袋やタグの欠損は交換できませんので、予めご了承ください。 

お問合せ先：聖マリアブティック(直通) TEL 0438-52-2510  FAX 0438-52-3846  



◆ 中高学園祭について  

 ９月２４日(土)、２５日(日)に学園祭を実施します。実施についての詳細は、中高のホームページをご確

認ください。なお、後援会によるバザーは中止が決まっています。 

◆ １０月１日(土)は運動会です  

 １０月１日(土)は運動会です。現在、どのような形で実施するか検討中です。

詳細についてのお便りは２学期始めに配布予定です。 

 現時点で決まっていることは以下の通りです。 

・９月２９日(木)は予行練習を行います。 

・９月３０日(金)は準備のため、給食後１３：００下校です。 

・延期する場合は当日の朝５：３０に、一斉メール配信サービスでお知らせします。 

・予備日は１０月２日(日)と１０日(月)です。 

◆ 定期券の購入について  

 夏休み中に通学定期券を購入する場合、「今年度‘初めて’購入(前年度３月以前より継続使用していた

定期券の使用期限終了も含む)」「利用駅変更」の際は、学校で発行した有効期限内の通学証明書が必要と

なります。通学証明書の有効期限は、発行日より１ヶ月となっておりますので、夏休み中の発行になりま

す。通学証明書が必要な場合は、学園事務室(管理棟１Ｆ)に来校し、直接発行するか、下記をコピーして記

入し、８４円切手貼付の返信用封筒を同封の上、小学校宛に郵送してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 保護者の皆様へお願い  

夏休み中にお子様が新型コロナウイルスに感染した場合、必ず学校にお知ら

せください。県への報告義務がありますので、よろしくお願いします。 
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◆ ９月の予定  

 
行       事 

スクールバス

発車時間 

補習／

放課後 

1日(木) 
始業式（通常授業・給食あり） 

避難訓練② 
14:45 － 

2日(金) 
登下校班指導② 

図書貸出開始 
14:45 － 

3日(土)  13:55 － 

4日(日) 休校   

5日(月) 情報授業の日(３年生以上Ｂ組) 14:45 － 

6日(火)  14:45 － 

7日(水) 委員会活動(５年生以上) 15:35 － 

8日(木)  14:45 － 

9日(金)  14:45 － 

10日(土) 第３回学校説明会(入学希望者対象) 13:55 － 

11日(日) 休校   

12日(月) 情報授業の日(３年生以上Ａ組) 14:45 － 

13日(火) 補習・放課後遊び開始（２年生以上） 14:45 〇 

14日(水) クラブ活動(４年生以上) 15:35 － 

15日(木) ＜○保３Ｄスコリオ検査／５年生＞ 14:45 〇 

16日(金)  14:45 〇 

17日(土)  13:55 － 

18日(日) 休校   

19日(月) 休校＜敬老の日＞   

20日(火)  14:45 〇 

21日(水) 委員会活動(５年生以上) 15:35 － 

22日(木)  14:45 〇 

23日(金) 休校＜秋分の日＞   

24日(土) 卒業生子女対象推薦入学試験／中高学園祭(1日目) 13:55 － 

25日(日) 休校                    中高学園祭(2日目)   

26日(月) 情報授業の日(３年生以上Ｂ組) 14:45 － 

27日(火)  14:45 〇 

28日(水) クラブ活動(４年生以上) 15:35 － 

29日(木) 運動会予行練習 14:45 〇 

30日(金) 運動会準備 13:00 － 

備 考 

＊２学期始業式は、９月１日(木)です。通常登下校で、通常授業・給食があります。 

＊２年生以上の補習・放課後遊び開始は９月１３日(火)です。学校行事の関係で実施しな

い日がありますので、上記の予定表をご確認ください。 

＊９月３０日(金)の下校時刻は１３:００です。ご注意ください。 

＊１年生の補習・放課後遊びの開始は、１０月７日(金)を予定しています。 


