
 

 

 

Plus haut!の精神 

いつもはこの冒頭の言葉を校長先生にお願いしていますが、今月の「暁」には、校長先生がよく話され

ることについての解題を掲載します。 

校長先生は、「一生懸命勉強しなさい。そして、神様に近づきなさい」とよくおっしゃられます。「暁」

の前号でも「あなた方の宝箱に知識をいっぱい貯めなさい」と呼び掛けていました。ずいぶん前のことで

すが、校長先生は、「朝から、夜遅くまで、労を惜しまず勉強しなさい。遠足もクラブ活動もいりません。

クラブは勉強クラブにしなさい」と私たちに語りかけていたことがありました。私はその頃は、ずいぶん

極端だなあと不満げに思っていましたが、最近、校長先生のこの言葉への思いについてよく考えるように

なりました。先日の学校説明会で、校長先生が、マリア会の創設者、シャミナード神父が「救いの道は教

育にある」として、荒廃したフランスの若者への教育に身を捧げるとともに全世界に教育を普及せよと命

じたことについて述べながら、私たちの学園を設立したときのご自分の教育への強い思いや苦労について

語られました。私は、その話を聞きながら、「（天地の主である父は、）これらのことを知恵ある者や賢い者

には隠して、幼子のような者にお示しになりました」という新約聖書の御言葉を思い出しました。マタイ

は、この章の中で、イエス様が「私は柔和で謙遜な者だから、私のくびきを負い、私に学びなさい。そう

すれば、あなた方は安らぎが得られる」と述べたと伝えています。人は、学べば学ぶほど、自分の無知を

知ることになるから、校長先生はあのような極端なことを言われたのだろうと思います。すなわち、私た

ちは、全知全能の神の前に傲慢を捨て、謙遜な者となり、幼子のように素直に神の教えに従う者となると

き、そこに救いの道を見るのでしょう。だから、校長先生は、「親が子供に与えることのできる最高のプレ

ゼントは教育です」と言われたり、モットーである「Plus haut!（より高く）」の精神を大切にされている

のだろうと思います。 

神に感謝。 

教頭 丸山 

 

 

★１０月のみことば  

『一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ。』 

“Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces much grain.” 

《Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruits.》 

（ヨハネ １２章２４節／JOHN 12:24） 

 

◇１０月の聖歌 

『ガリラヤの風かおる丘で』“On the Hill of Galilee” 

 

◇１０月の生活目標  

『登下校の決まりを守って、安全に登下校しよう。』 

“Remember the rules and be safe when coming and going to school.” 

 

◇１０月の安全目標 

 『バスの中では、おしゃべりをしません。』 

 “Let’s keep silent on the bus.” 
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◆ １０月から冬服に衣替えです  

１０月から冬服になります。ブレザー、紺ハイソックス、ベレー帽を着用の上、男子は紺ズボン、女子は紺ス

カートを着用します。１日(土)から１５日(土)は、ブレザーを着用してもしなくてもどちらでも構いません。そ

の日の気温をみて、ご家庭で調節してください。そして、１７日(月)からは、全員ブレザーを着用して、登校し

てください。また、スモックも冬用(長袖)になります。ボタンや名札を確認してください。 

帽子を被らずに登校する児童が見られます。自家用車登校でも、必ず着用させてください。 

◆ １０月１日(土)は運動会です  

 案内の手紙を１７日(土)に配布しました。ご確認をお願いします。また、本日プログラムを配布しました。 

・予備日が変更になりました。第 1予備日は１０月１０日(月)です。 

・１日から衣替えです。スクールバスで登下校する場合は、冬服を着用し、登校してください。自家用車で登

下校する場合は、体操着でも構いません。 

・運動会では白ソックスを着用します。登校時のソックスとは色が異なりますので、ご注意ください。忘れ

てしまった場合は、ブティックで購入しますので、後日伝票の提出をお願いします。 

・保護者用のスクールバスは運行しません。また、保護者の方は児童用のスクールバスを利用できませんので、

ご了承ください。 

・お子様と下校方法の確認をお願いします。通常と異なる場合は、連絡帳にて担任までお知らせください。ま

た、木更津線以外のスクールバスの場合、運転手への連絡もお願いします。 

・自家用車の駐停車場所について、ルールとマナーを守っていただきますよう、お願いします。小学校の校庭

も開放しますので、利用してください。 

・学年ごとに使用する用具は、お小遣い口座より購入しています。持ち帰った場合は記名をしてください。ま

た、応援団、リレー等で使用したハチマキは学校の備品ですので、洗濯とアイロンをお願いします。１０月

１５日(土)までに各担任へ返却してください。 

◆ 補習・放課後遊びについて  

１０月４日(火)と１０月６日(木)は、中高中間休暇のため、補習・放課後遊びを実施しません。また、１０月

７日(金)は第１回入学試験の準備のため、実施しません。 

１年生の補習・放課後遊びの開始日を、１０月７日(金)と伝えていましたが、１０月１１日(火)からに変更に

なります。急な予定変更となり、申し訳ございません。 

◆ １０月８日(土)は休校です  

 １０月８日(土)は、第１回入学試験実施のため、休校です。 

◆ １０月２６日(水)校外学習について  

 １０月２６日(水)に各学年校外学習に行きます。詳細は、

各クラスで配布する手紙をご確認ください。 

 １年生…鴨川シーワールド 

２年生…すみだ水族館・プラネタリウム天空 

３年生…日本科学未来館 

４年生…市原ぞうの国 

５Ａ……横浜カップヌードルミュージアム 

５Ｂ……八景島シーパラダイス 

６Ａ……伊能忠敬記念館・佐原散策 

 ６Ｂ……八景島シーパラダイス 



◆ ハロウィーンについて  

１０月３１日(月)に、Ａ組は英語の授業、Ｂ組は各クラスの授業の中でハロウィーンを実施します。 

今年度も感染症予防の為、飲食を禁止します。コスチュームについては全学年（Ａ組Ｂ組とも）、お子様が自

分で着脱できる物を用意してください。ただし、肌の露出が多い衣装や、大きな小物類の持参は控えてください。

用意する際は、ご家庭で工夫していただき、負担のないようお願いします。後日フォトクリエイトから写真販売

があります。６年生は卒業アルバム用に撮影をします。衣装忘れがないようにしてください。 

◆ フランス語検定  

実用フランス語技能検定試験（仏検）の２０２２年度秋季試験の願書がまだ９名分しか提出されていません。

受験者数が１０名を超えないと、本校を準会場としての実施はできません。ご家庭でも積極的な受験を呼び掛

けてくださるよう、お願いいたします。また、仏検直前補習への参加についてもお声がけください。 

◆ 理科学習発表会について  

１１月１９日(土)に予定している理科学習発表会は、今年は保護者の皆様もお招きして、児童のポスター発

表を聞いていただきたく機会を設けます。詳細は、後日配布するお便りをご覧ください。 

なお、当日は５，６年生の授業参観日となっております。 

◆ サブバッグ・ベルト・レッスンバッグについて  

・聖マリアブティックにて黒いサブバッグを販売しています。原則として４年生

以上の児童が使用可能です。（ショルダーバッグを使用し続けてもかまいません。

低学年は、ショルダーバッグを使用した上で、且つ、荷物が入りきらない場合

のみ使用を認めています。） 

・男子の制服ズボンについて、ベルト着用は、原則、５年生以上に許可していま  

す。ベルトは校章入りのスクールベルトのみ許可しています。 

・学校保管用のレッスンバッグは、児童会より１人１個ずつ渡しています。ファ

イル保管や移動教室で使用するため、常に机の右側にかけておくように指導し

ています。紛失や破損してしまった場合には、ブティックで購入できますので、

伝票にてご注文ください。 

◆ 聖マリアブティックからのお知らせ  

・１０月３日(月)から６日(木)は、中高中間休暇のため営業時間が９時から１５時になります。 

・ご購入の商品のサイズが分からない場合は、ブティックにて保護者の方と試着をお願いします。できない場合

は、小学校でも試着は可能です。ただし、商品管理の都合上、いくつかの商品を持ち帰り、自宅で試着すると

いうことはできません。ご理解ください。 

・コートのサンプルが届きました。試着可能ですので、ご来店ください。 

・ランドセルを修理に出す際は、修理箇所を記した小遣い伝票を一緒に提出してください。 

・ジャージ販売の手紙を配布しています。ご注文の際は、１０月７日(金)までに小遣い伝票を提出してください。 

 一緒に名札を注文される際は、別の伝票にしてください。ご協力お願いします。 

◆ 教育相談のお知らせ  

６年生を対象に、今後の進路等を含めた教育相談をお受けします。希望

される方は、担任までご連絡ください。日時等は電話にて連絡いたします。 

 

 

 

サブバッグ【5,500円】 



◆ １０月の予定   
 
 
 

行       事 
スクールバス
発車時間 

補習／
放課後 

1日(土) 
運動会 
衣替え（～１５日まで移行期間） 

＜運動会実施時＞ 

14:45 
＜運動会延期時＞ 

13:55 

－ 

2日(日) 休校   

3日(月) 
情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 
全校朝礼 

14：45 
－ 

4日(火)  14：45 － 

5日(水) 委員会活動（５年生以上） 15：35 － 

6日(木)  14：45 － 

7日(金) 英語検定② 14：45 － 

8日(土) 休校＜第1回入学試験＞                 ＜私学振興大会＞   

9日(日) 休校   

10日(月) 休校＜スポーツの日＞運動会予備日① 
＜運動会実施時＞ 

14:45 
 

11日(火) 
（10日運動会実施の場合、代休） 
１年生補習・放課後遊び開始 

14：45 ○ 

12日(水) クラブ活動（４年生以上） 15：35 － 

13日(木)  14：45 ○ 

14日(金)  14：45 ○ 

15日(土) 算数検定 13:55 － 

16日(日) 休校   

17日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組） 14：45 － 

18日(火)  14：45 ○ 

19日(水) 委員会活動（５年生以上） 15：35 － 

20日(木)  14：45 ○ 

21日(金) ６年生修学旅行（２３日まで ２４日代休） 14:45 ○ 

22日(土)  13：55 － 

23日(日) 休校   

24日(月) 
情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 
６年生代休 

14：45 － 

25日(火)  14：45 ○ 

26日(水) 校外学習 15：35 － 

27日(木)  14：45 ○ 

28日(金) ○保脊柱側弯症二次検査（対象者のみ） 14：45 ○ 

29日(土)  13：55 － 

30日(日) 休校   

31日(月) 
情報授業の日（3年生以上Ａ組） 
ハロウィーン 

14:45 － 

備  考 
※３日(月)から７日(金)は中高中間休暇と入試準備のため、補習・放課後遊びはありません。 
※１年生の補習・放課後遊びは１１日(火)から開始します。 
※３１日（月）のハロウィーンは、飲食禁止です。 

 


