
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題と緊張の多いこの世を有意義に生き、また、精神と心を豊かにするために、次の６つの秘訣をお伝えしたい

と思います。 

１． Self confidence －自信－ 

子どもの生まれながらの長所を静かに見守り、導く必要があります。一つの長所が伸びるとそれが自信とな

り、他のことも伸び、成長していきます。 

２． Enthusiasm －熱意－ 

熱意とは、もろいもので、軽蔑を受けたり、失敗を繰り返したりすると、簡単に消えてしまいます。しかし、

熱意はすべての行動のエネルギーとなります。 

３． Compassion －思いやり－ 

たいていの子どもは、生き物が傷ついたり、苦しんだりするのを見ると極度に敏感に反応します。それは、慈

しむ愛の心があるからです。思いやる気持ちは愛となります。 

４． Respect －尊敬－ 

尊敬とは、尊重するだけの値打ちがあり、将来にも継続しつづけなければならない価値観があることを確信

することです。 

５． Resilience －立ち直る心－ 

  心の温かさ、好奇心、楽観という気持ちが、傷ついた心を立ち直らせてくれます。子どもは信じられないほど

の柔軟性で回復していきます。周りの人はそれを優しく見守る姿勢を持たなければなりません。 

６． Hope －希望－ 

問題には、必ず解答があると信じ、障害は乗り越えられると信じる能力です。希望に満ちた子どもを育てる

には、導く人自身が希望に満ちていないといけません。希望は、全ての人を高みへと引き上げます。 

 

 

 

 

 

◇  1月のみことば  

 『光の子となるために、光のあるうちに、光を信じなさい。』 

“While you have the light, believe in the light, so that you may become sons of light.” 

《Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière : vous serez alors des hommes de lumière.》 

                                          （ヨハネによる福音書 １２章３６節／JOHN 12:36） 

◇  1月の聖歌  

 ♪『わたしは門の外に立ち』カトリック典礼聖歌集411番 
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◇  1月の生活目標  

 『新年の目標を定め、目標に沿った学校生活を送ろう。』“Live your life following your aim for the new year.” 

 『周りの人に、心をこめてお礼を言おう。』“Let’s give thanks to everyone for everything.” 

◇  1月の安全目標  

 『廊下を走りません。』“Let’s not run in the corridor.”  

 

 

◆ マラソン大会を実施しました  

１２月１０日(土)にマラソン大会を実施しました。たくさんの声援を受け、参加した児童全員が最後まで走りき

りゴールしました。入賞者を校内に掲示しています。 

【マラソン記録会順位】走行距離：1･2年1.5㎞、3･4年1.8㎞、5･6年2.0㎞ 

◆ 校内読書感想文コンクール  

 児童の読書活動の定着を図るべく、読書感想文コンクールを実施しました。校内での選考を経て、最優秀賞と

優秀賞を決定しました。１２月２日(金)の全校朝礼で、受賞者４名の表彰を行いました。 

 最優秀賞      ４年Ａ組 石毛 悠大  

 優秀賞 低学年の部 ２年Ａ組 佐藤 サクラ 

中学年の部 ３年Ｂ組 南 真帆   

高学年の部 ６年Ａ組 児島 大   

◆ 書き初めの出品について  

本校は、第７５回千葉県小・中・高校書初展覧会への参加はしません。民間の作品展へご応募くださるようお願

いします。 

◆ ３学期に学力テストを実施します  

１年間の学習評価として、学力テストを実施します。テストは、例年実施している「教研式標準学力検査」です。

Ａ組は全教科実施します。Ｂ組は国語のみ実施し、その他の教科は学校が作成したテスト（英語による出題）を実

施します。結果は、３学期の通知表と合わせて返却する予定です。 

 実施時期：２月７日(火)～９日(木) 

実施教科：１～４年生・・・国語、算数  ５・６年生・・・国語、算数、理科、社会 

◆ １月の補習・放課後遊びについて  

 ３学期の補習・放課後遊びは、１月１３日(金)から開始します。裏面の月間予定表をご確認ください。 

◆ 第１４回千葉県私立小学校造形展が行われます  

千葉県内の私立小学校１０校が参加する『合同造形展』が２年ぶりの開催となり、児童の作品が展示されます。

先日ちらしを配布しました。充分に感染対策をして、是非ご来場ください。本校の受付当番は、１月１６日(月)１

０：００～１８：００です。 

 【期間】２０２３年１月１５日(日)～２４日(火)  

【場所・時間】ニッケコルトンプラザコルトンホール １０：００～１８：００ 

 

 

 



◆ 音楽発表会について  

１２月１６日現在における、音楽発表会の大まかな内容をお伝えします。 

① ２０２３年２月１８日(土)実施 

② ３学年毎、二部構成で行う。 

第一部 １・３・５年 ９：００～１０：１５ 第二部 ２・４・６年 １０:４５～１２：００ 

③ 保護者の入場制限なし。ただし、該当学年のみ。 

④ 当日の発表は、「各クラスの合奏１曲」、各部の「オープニングとフィナーレにそれぞれ合唱１曲」、「音楽

クラブによる合奏」、「１年生と４年生によるフランス語合唱」を予定。 

⑤ 中高音楽部によるゲスト演奏あり。 

★感染症の影響により、変更や中止があることをあらかじめご承知おきください。 

◆ 学用品について  

冬休み中に持ち帰った学用品で、記名が薄くなっているものは書き直しをお願いします。 

 ロッカーのお道具箱、引き出しの青いケースは２学期末には持ち帰りません。壊れていたり、再注文が必要な児

童には学校で購入しますので、ご了承ください。 

のり、はさみ、セロハンテープ、色鉛筆など、学年ごとに必要なものを補充してください。 

名無しの落とし物がたくさん届いています。ベレー帽や赤白帽、セーター、ベスト、水筒などにも必ず記名して

ください。 

◆ 自家用車で来校される際のお願い  

 バスロータリーは一般車両の入場を禁止しています。スクールバスが入場できなくなり、立ち往生してしまい

ますので、バスロータリーへの入場や入口付近に駐停車されませんよう、お願いします。また、駐車場で児童と

合流されましたら、速やかにご帰宅ください。駐車場内で児童が残って遊んだりする様子があり、大変危険です。 

◆ 証明書の発行について  

 １２月２４日(土)～１月５日(木)の間、成績や在籍に関する証明書の発行はで

きません。必要な場合は、余裕をもって申請してくださるようお願いします。 

 

◆ 冬季休業中の問い合わせについて  

 休暇中の電話受付時間は、平日９時から１５時、土曜９時から１２時です。主日以外の守るべき祝日としての１

２月２４日(土)、小学校は閉鎖します。聖マリアブティックの営業時間は、平日９時から１５時です。また、１２

月２９日(木)～１月３日(火)は学園全体が冬季休業となります。お問い合わせの際は、前記以外の日にお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ １月の予定  

 
行       事 

スクールバス 

発車時間 

補習／

放課後 

冬季休暇 ２０２３年１月５日(木)まで 

6日(金) 
３学期始業式 

登下校班指導③            ※通常授業・通常登下校 
14:45 － 

7日(土)  13:55 － 

8日(日) 休校   

9日(月) 休校＜成人の日＞   

10日(火) 
避難訓練③ 

図書貸出開始 
14:45 － 

11日(水) 委員会活動（５年生以上） 15:35 － 

12日(木)  14:45 － 

13日(金) 補習・放課後遊び開始 14:45 ○ 

14日(土) 英語検定③ 13:55 － 

15日(日) 休校   

16日(月) 情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 14:45 － 

17日(火)  14:45 ○ 

18日(水) クラブ活動（４年生以上） 15:35 － 

19日(木)  14:45 ○ 

20日(金) 漢字検定② 14:45 ○ 

21日(土) 第３回入学試験 13:00 － 

22日(日) 休校   

23日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組） 14:45 － 

24日(火)  14:45 ○ 

25日(水) 委員会活動（５年生以上） 15:35 － 

26日(木)  14:45 ○ 

27日(金)  14:45 ○ 

28日(土)  13:55 － 

29日(日) 休校   

30日(月) 情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 14:45 － 

31日(火)  14:45 ○ 

備考 
※ １月２１日(土)は第３回入学試験実施のため、１３：００下校です。 

※ ３学期の補習・放課後遊びは１月１３日(金)から開始します。 

※ スペリングビーコンテストについては別途お知らせします 

 


