
 

 

 

 

 

 

待降節を迎えるにあたって 
 

ある日、聖イグナチオが野心に燃えているザベリオに話をしました。ザベリオはイグナチオの話しに心を打た

れ、全ての野心を捨てることにしました。二人は神の国の拡大のために修道会を設立しようとしました。ザベリオ

はそこで神学を学び、やがて、イグナチオの依頼によって東洋への布教へと旅に出ました。ポルトガルのリスボン

を出た船は嵐の中を進み、やがて、６ヵ月後にインドに着きました。そこから、マレーへ行き、そこで、ヤジロウ

（弥次郎）という日本人に出会い、日本に向かうことになりました。鹿児島に上陸し、それから、長崎、京都へと

布教しました。ザベリオは、日本人の印象について、とても勤勉で礼儀正しく、貧しさを恥としない国民である、

とイグナチオに文書で報告しました。イグナチオはザベリオの東洋での布教に感謝しましたが、ザベリオはその帰

途に亡くなりました。 

 クリスマスにはイリュミネーションを飾って豪華にお祝いするかもしれませんが、この根底には、貧しいうまや

に生まれたキリストの姿があります。キリストの貧しく、清い心です。外的な幸福は幸福を生みません。幼子のよ

うな清い心と思いやりをもって生きるんだよ、というメッセージがクリスマスにこめられています。 

 

（これは2005年12月6日に中学朝礼で話されたものです。） 

 

 

 

◇ １２月のみことば  

 『キリストの平和があなたがたの心を支配するようにしなさい。』 

 “And let the peace of God rule in your hearts.” 

 《Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos coeurs.》 

(コロサイの信徒への手紙 ３章１５節／COLOSSIANS 3:15） 

◇ １２月の聖歌  

『きたれ友よ（アデステ）』  “Adeste Fideles” 

『しずけき』 “Silent Night” 

 

◇ １２月の生活目標  

『学校全体で助けあいの心を育み、親切な行いをしよう。』 

“Let’s help and be kind to each other.” 

≪Soyez gentils de vous aider les uns les autres!≫ 

◇ １２月の安全目標  

『先を予測した行動を心がけ、身の安全を守ろう。』 

“Foresee what will happen to keep yourself safe.” 
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◆ 保護者面談・授業参観にご来校いただきありがとうございました  

お忙しい中、１１月期授業参観と理科学習発表会にお越しくださりありがとうございました。児童一人ひとりの

頑張りを見ていただいたことに感謝申し上げます。 

次回の授業参観は次の日程となっております。同時に保護者会も行います。各学級、４月の保護者会でお伝えし

た子ども達の姿に、今年度どのような変化があったかを報告させていただきます。 

１・２年生…２月２日(木) ３・４年生…２月３日(金) ５・６年生…２月１０日(金) 

◆ マラソン大会について  

 １２月１０日(土)にマラソン大会を実施します。詳細については、本日案内を配布しました。ご確認ください。 

 現在、体育の授業内でマラソン大会の練習を行っています。体調が優れなかったり、身体の箇所に痛みなどがあ

る場合は、必ず保護者の方から学校に連絡をお願いします。 

◆ ３学期実施の検定について  

 ３学期に英語検定と漢字検定を実施します。 

両検定とも申込用紙を本日配布しました。学校で実施する検定の申込締切日は、１２月５日(月)です。受検を希

望する児童は、必要事項を記入した申込用紙を担任まで提出してください。今年度最後の検定です。申込忘れがな

いようにご注意ください。 

漢検の申し込みは、お子様に配布した漢検協会の申し込み案内にある「申込用紙 A」と「申込用紙 B」との両方

に必要事項を記載し、学級担任までご提出ください。 

検定名 級 実施日 申込締切 

英語検定 
２級・準２級・３級 

４級・５級 
２０２３年１月１４日(土) 

１２月５日(月) 
漢字検定 ２級～１０級 ２０２３年１月２０日(金) 

◆ クリスマスミサ・終業式について／献金にご協力ください  

 １２月１６日(金)にクリスマスミサ・終業式を実施します。 

今年もミサを通して、カトリックにおけるクリスマスの意味を学び、感謝と喜びを共に分かち合いたいと思いま

す。県からの通知に従い、人数制限は行いませんが、体調確認と感染症対策を十分に行い、ご来校くださいますよ

うお願いいたします。 

当日は、下校時刻が通常と異なりますので、ご注意ください。下校方法が変更になる場合には、必ず担任までお

知らせください。高速線スクールバスを利用のご家庭は、運転手への連絡もお願いします。 

日 時 ： １２月１６日 （金） ９：３０ ～ １１：００ 

場 所 ： 暁星国際学園 第二体育館 

児童の当日のスケジュール ： 

時     間 内           容 

8:25 
8:25 ～  9:10 
9:10 ～   
9:30 ～ 11:00 

11:10 ～ 
12：00 

登校完了 
ショートホームルーム・読書 
体育館に移動（靴袋持参） 
クリスマスミサ・終業式 
ホームルーム・給食 
スクールバス発車、下校 

また、クリスマスに向け、１２月１日(木)から職員室前のクリスマスツリーの前に献金箱を設置します。献金は

カトリック中央協議会カリタスジャパンを通じて世界中の支援を必要としている方々に届けられます。クリスマス

ミサの手紙と一緒に配布した封筒をご利用ください（糊付けもお願いします）。ご協力をよろしくお願いします。 



◆ 図書室よりお知らせ  

図書室の本の貸出は１２月３日(土)までです。貸出期間は１週間です。１２月１０日(土)までに返却してくださ

い。返却期限は必ず守るようお願いします。 

◆ 学用品の持ち帰りについて  

 １２月３日(土)から、学用品等の荷物を持ち帰ります。持ち帰るものは、担任からの指示に従ってください。大

きく丈夫な袋があると便利ですので、必要に応じてご用意ください。 

◆ 補習・放課後遊びについて  

 ２学期の補習・放課後遊びは１２月２日(金)に終了します。また、３学期は１月１３日(金)から開始する予定で

す。 

◆ フランス文化に親しもう  

 １２月６日(火)、９日(金)、１３日(火)の２時半から、３年生以上の希望者

を対象にフランス人の２名の先生が家庭科室でフランスのお菓子教室を開き

ます。 

◆ 防火ポスターコンクール  

 木更津市消防より、防火ポスター募集の通知がありました。以下の内容をご確認いただき、応募希望の方は、１

２月１４日(水)までに、担当者（唐鎌）までお知らせください。後日、希望者に募集要項および提出時の留意点を

お知らせします。なお、今回の応募は任意です。 

 対象学年：第２学年から第６学年 

 内  容：火災予防に関係したもの（防火標語の記載は必須ではありません。） 

 提出期限：２０２３年１月１１日(水) ※校内締切日は１月６日(金)です。 

◆ 安全指導・安全教育・安全対策について  

学校は施設内の安全点検や児童の安全指導・安全教育に力を注いでいます。ご家庭におかれましても、けがをし

たり、事故に遭うことのないよう、先を見越した行動を取ることができる能力の育成にご協力をお願いします。  

また、安全対策の面から、許可なく校舎内や寮内に入ったり、児童に話しかけたりすることは控えていただきた

いと思います。ご用事がある場合は、必ず事務室にお立ち寄りください。ご理解、ご協力をお願いします。 

◆ マリアブティックより  

 １２月３日(土)は新１年生制服採寸の為、休業します。 

◆ 会計室より  

１０月２６日の校外学習の費用を引き落とします。欠席者にも費用が発生していますので、ご了承ください。来

月末お手元に届きます１１月分の小遣い明細書をご確認ください。 

１年生：４，６２４円、２年生： ８，０２７円、３年生：７，２８０円、４年生： ４，５１４円 

５ Ａ：７，４５２円、５ Ｂ：１０，７５０円、６ Ａ：５，４９２円、６ Ｂ：１１，０３５円 

 

 

 

 

 

 



◆ １２月の予定   

 
行       事 

スクールバス 

発車時間 
補習／ 

放課後 

1日(木) ６年生内部進学判定試験 14:45 ○ 

2日(金) 
全校朝礼 

補習・放課後遊び最終日 
14:45 ○ 

3日(土) 
図書貸出最終日 

（転編入試験／新１年生制服採寸） 
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) クラブ活動最終日（４年生以上） 15:35 － 

8日(木)  14:45 － 

9日(金)  14:45 － 

10日(土) 
マラソン大会 

図書返却最終日 
13:00 － 

11日(日) 休校   

12日(月) 
情報授業の日（３年生以上Ａ組） 

マラソン大会予備日 
14:45 － 

13日(火)  14:45 － 

14日(水) 委員会活動最終日（５年生以上） 15:35 － 

15日(木) 大掃除(５・６校時／体操服・ぞうきん持参) 14:45 － 

16日(金) 
クリスマスミサ・終業式     

※給食後下校(サブバック登校可) 
12:00 － 

17日(土) 
冬季休暇 

２０２２年１２月１７日(土)から２０２３年１月５日(木)まで 
  

1月6日 

（金） 

３学期 始業式 

※通常授業・通常登下校 
14:45 － 

備考 

※２学期の補習・放課後遊びの最終日は１２月２日(金)です。 

※下校時刻が通常と異なる日があります。ご注意ください。 

１２月１０日(土)は１３：００下校 

１２月１６日(金)は１２：００下校 
※３学期の補習・放課後遊びは１月１３日(金)に開始する予定です。 

 


