
  

 

 

 

 

 

主と共に歩む －回心－ 

 

今日、６年生は卒業式を迎えます。５年生以下も一年間の締めくくりとして、修了式を行います。 

３月のこの時期を教会の暦では、四旬節と呼んでいます。四旬節は、イースターを迎えるための準備の４０日

間のことで、祈りと節制と愛の業を通じて信仰を問い直す「時」のことを指します。 

 

『あなた方を襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずです。 

神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に遭わせることはなさらず、試練と共に、それに耐え

られるよう逃れる道をも備えていてくださいます。』 

コリントの信徒への手紙：1.10～13 

 

イエス様は私たちのために十字架にかかり、苦しみを受け、そして「私についてきなさい」と呼んでください

ました。自分たちの生活や現代の社会を見つめ直し、悔い改め、主の復活をふさわしく迎える準備のためのもの

です。‘イースター’（今年は４月９日）を祝う前に、私たちがより神の御心にかなった生き方へと変えられてい

くことが期待されます。 

締めくくりを迎えるにあたり、感謝の気持ちを忘れずに、より高い目標に向かって全力を尽くしてください。

困難にあっても、打ち破ってその使命を立派に果たしてください。 

（2010年3月「暁」№12より） 

 

 

★ ４月のみことば  

 『あなたがたは地の塩である。－あなたがたは世の光である。』 

 “You are the salt of the earth.－You are the light of the world.” 

 ≪Vous êtes le sel de la terre. －Vous êtes la lumière du monde.≫ 

（マタイ5章13節－16節／Matthew 5:13-16） 

★ ４月の聖歌  

 ♪『マリア様のこころ』  

★ ４月の生活目標  

『すすんで明るく元気のよいあいさつをしよう。』 

“Let’s greet each other with a smile. 

『学校のきまりを守り、けじめのある学校生活を送ろう。』 

“Let’s uphold the school regulations and live properly.” 

★ ４月の安全目標  

『交通規則を守ろう。』 “Let’s follow the traffic rules.”  
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◆ ６年生を送る会  

１６日(木)に６年生への感謝の気持ちを込めて、６年生を送る会を開きました。各学年、メッセージカードや

手作りの花束をプレゼントしたり、クイズや歌を披露しました。６年生は寂しい気持ち以上に笑顔で楽しむこと

ができ、素敵な時間を送っていました。 

◆ 本日配布した書類の確認  

 本日、以下の書類を配布しました。ご確認ください。 

（１） 通知表  →保護者印の欄がありますが、４月に提出していただく必要はありません。 

（２） 学力検査結果  → 通知表ファイルの中に入っています。各自、診断結果をよく読んで、進級に備えてく

ださい。 

（３） 古い『家庭調査票』と 新しい『家庭調査票』用紙（転出児童は除く）  

      →新しい家庭調査票に記入していただき、４月８日(土)の始業日に新担任へ提出してください。 

※自宅への地図欄は古い調査票のものをコピーして貼り付けていただいても構いません。 

※緊急連絡先を記入する際は、『誰の連絡先』か記入してください。(『父職場』『母携帯』『祖父母宅(姓)』など） 

（４） 証明写真の残り  →残っている枚数に個人差があります。 

（５） 新年度年間行事予定表  →ご確認ください。※コロナ禍前のように学校行事を行いたいと考えています。 

（６） 新学期の学用品について   →ご確認ください。 

(７)  一斉メールpass mobileメールアドレス削除と再登録のお知らせ  →１年生～５年生へ配布。 

（８）-１ 保健室の緑のファイル（保健調査票と結核に関する健康診断問診調査）   

→1年生～５年生は４月８日(土)の始業日に新担任へ提出してください。 

（８）-２ 保健室の緑のファイル（保健調査票、健康カード、その他(該当児童のみ)）  

→６年生へ配布。ご家庭で保管をお願いします。 

（９） ほけんだより  →緑のファイルの中に入っています 

（10） 生活だより  

（11） 給食だより  

◆ 春季休業中について  

 春季休業中における緊急時のご連絡は、9：00～15：00（月～金）9：00～12：00（土）に小学校（TEL0438-52-

3851）までご連絡ください。春季休業中は、新学期準備中のため、学用品類の荷物を運び入れることはできませ

んのでご了承ください。 

また、マリアブティックは休業することがありますので、お越しになる際は、あらかじめお電話でご確認くだ

さい。＜聖マリアブティック直通電話0438-52-2510、営業時間：9:00-15:00＞ 

◆ 新年度／始業日４月８日(土)について  

  新年度の始業日は４月８日(土)です。在校生は通常登校です。新学年の下駄箱に靴を入れて、新学年の教室へ

それぞれ入室してください。その後、第二体育館に移動し、始業式と入学式に参加します。 

下校は、給食後１２：３０です。 

持ち物：上靴・靴袋・連絡帳袋・筆記用具・家庭調査票・保健調査票・結核健康診断に関する問診票 

   ※連絡帳は、学校で用意し、始業日に配布します。 

※ サブバック登校でも構いませんが、教科書類を配布しますので、帰りの荷物が多くなります。ランドセル

登校の方が確実で安全です。 

 



◆ 児童の持ち物・服装について  

４月から始まる新しい学年に、どの児童も期待が膨らんでいると思います。服装や持ち物のルールなど、各ご

家庭でも今一度ご確認ください。学校生活においても、各担任と生活指導部を中心に指導していきます。新学期

の学用品について、別紙にまとめましたので、ご確認ください。 

◆ キッズ携帯所持届について  

 所持するキッズ携帯の機種や番号が変更になった場合は、その都度、担任を通じて学校にお知らせください。

また、学校の電話番号(0438-52-3851)を受信可能番号リストに登録しておいてください。 

◆ 新年度からの健康観察について  

新型コロナウイルス感染症対策として、デジタル健康観察アプリ「LEBER」を使用し、毎日児童の検温確認と

体調確認を行って参りましたが、新年度からは学校への報告は不要とします。しかし、日常的な健康観察につい

ては引き続きご協力いただき、体調不良の場合はご連絡をお願いします。 

今後、デジタル健康観察アプリ「LEBER」は使用しませんので、保護者の皆様は、ご利用の端末から退会の手

続きとアプリのアンインストールを行ってください。詳細は、本日配布した「ほけんだより」をご確認ください。 

◆ ミマモルメGPSについて  

 ご案内しておりましたミマモルメのGPSサービスは、全児童対象ではなく、任意での加入に変更します。加入

申し込みについては、４月にご案内します。 

◆  NTT一斉メール配信サービスについて  

 ミマモルメGPSサービスと一本化する予定とお伝えしておりましたが、新年度も引き続きNTTテレコン㈱の一

斉メール配信サービスを使用します。３月中にご登録のメールアドレスを削除しますので、再登録をお願いいた

します。再登録方法など、本日配布したお便りをご確認ください。 

◆ 川崎線スクールバス運行会社変更  

 川崎線スクールバスの運行会社が、４月から小湊鉄道バスに変更になります。詳しくは、追ってご案内します。 

◆ 通学証明書の発行について  

 継続使用している通学定期券の有効期限が切れ、年度が変わって初めて定期券を購入する時は、各交通機関

に通学証明書の提出が必要となります。通学証明書は発行日から１ヶ月が有効期間となります。証明書の取り

寄せは担任を通して、余裕を持って行ってください。 

◆ ２０２３信徒調査  

教会典礼に基づく学校行事を行うため、信徒調査を実施します。児童がカトリック信徒のご家庭におかれまし

ては、児童氏名、霊名、所属教会名を学校宛てのメールで教頭宛てにお知らせください。また、児童は未受洗で、

両親の両方または一方が信者の場合にもお知らせください。 

◆ 思い出のアルバムについて  

２０２２年度ＤＶＤ「思い出のアルバム」と「音楽発表会」のご注文ありがとうございました。ＤＶＤのお渡

しは、４月末頃を予定しています。外部中学校に進学する６年生のご注文分は、ご自宅へ郵送します。 

◆ 人事異動のお知らせ  

３月３１日をもって下記の先生方が退職・異動されます。 

４年Ａ組担任 関口 明香先生（退職） 

レギュラーコース英語担当 Sheka Placido先生（退職） 

２年Ａ組担任 荒井 穂高先生（中学高等学校へ異動） 



★ ４月の予定  
 

行       事 
スクールバス
発車時刻 

補習／
放課後 

8日(土) 
入学式・始業式（9:30～11:00）  

※新２年生以上は通常登校で給食後下校します 

新２年生以上 

＜12:30＞ 
－ 

9日(日) 休校〈復活の主日〉   

10日(月) 
情報授業の日（３年生以上Ａ組） 

避難訓練① 
14:45 － 

11日(火) 登下校班指導① 14:45 － 

12日(水) 
委員会活動開始（５年生以上） 

証明写真撮影 
15:35 － 

13日(木) 御復活の集い 14:45 － 

14日(金) ＜○保眼科健診／全学年(スモック着用)＞ 14:45 － 

15日(土) １年生を迎える会 13:55 － 

16日(日) 休校   

17日(月) 情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 14:45 － 

18日(火) 
全国学力・学習状況調査（６年） 

＜○保内科健診／１・２年(体操服着用)＞ 
14:45 － 

19日(水) 全校遠足 15:35 － 

20日(木)  14:45 － 

21日(金) ＜○保内科健診／３・４年(体操服着用)＞ 14:45 － 

22日(土)  13:55 － 

23日(日)    

24日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組） 14:45 － 

25日(火) ＜○保内科健診／５・６年(体操服着用)＞ 14:45 － 

26日(水) クラブ活動（４年生以上） 15:35 － 

27日(木)  14:45 － 

28日(金) 
＜○保尿検査／全学年＞ 

＜○保心電図検査／１年(体操服着用)＞ 
14:45 － 

29日 

(祝・土) 
保護者会・授業参観 ※給食後、一斉下校 13:00 － 

30日(日)    

★５月の予定 

1日(月) 
情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 

全校朝礼 
14:45 － 

2日(火)  14:45 － 

３日(水)～７日(日)休校（６日(土)は４月２９日の代休日） 

8日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組） 14:45 － 

備考 
※ ４月２９日(土)は祝日ですが、登校日です。代休は５月６日(土)です。 

※ ２年生以上の補習・放課後遊びは、５月９日(火)から開始予定です。 

※ １年生の補習・放課後遊びは、１０月の第１週から開始予定です。 

 


