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「わたしがあなた方を愛したように、あなた方が互いに愛
し合うこと、これが私の掟である。友のために命を捨てる
こと、これ以上の愛を人は持ちえない。」 （ヨハネ 15,12-13）

　6 月 3 日に中高合同の運動会が行われまし
た。暁星中高の運動会の特徴は 4 色対抗と
いう点です。中高はどの学年も 4 つの組で
構成されていますので、A 組は赤、B 組は緑、
C 組は黄色、D 組は青と組対抗で得点を争い
ます。
　大玉送りから始まり、午前中は綱引き・ム
カデ競走・騎馬戦と続きました。ムカデ競走
は中学全学年で行われ、3 学年の中でタイム
が上位の 4 チームはさらに決勝レースを行
いました。決勝レースを制したのは中 3B 組
でした。中 1B 組は決勝レースに進み、上級
生に交じり、健闘していました。
　午後はパン食い競走から始まり、台風の目・
○○取り（タイヤや棒を自分の陣地に入れる
競技）・大玉タッチダウン（大玉を陣地に入
れる競技）・棒倒しと続き、部活対抗リレー
と各学年のリレーで運動会が終わりました。
今年の優勝は緑色（B 組）でした。
　高 3 と幼稚園生がペアを組んで行う障害
物競走「幼稚園競技」は、暁星ならではの競
技と言えるのではないでしょうか。平均台を
ペアで越え、トンネルを抜けて、2 人で手を
つないで走りながら、ゴールを迎えます。ゴー
ル の 後 に は 高 3
が作ったメダル
を幼稚園生に渡
し ま す。 声 を 合
わせながらコー
スを回る様子は、
微笑ましい光景
です。

   運動会を終
えて、多くの
６年生の表情
からは、充実
感や達成感を
読み取ること
が出来たと思
います。実際、当日の彼らの仕事ぶりは評価
するに値し、立派に最上級生としての役割を
果たしてくれました。一日中緊張感の中で過
ごした運動会に、ほっとした安堵の気持ちも
あったかもしれません。
　１０月３日からの２週間を運動会の特別時
間割に当て、朝礼後の全体練習に加え、各学
年ごとに決められた時間内での練習を行いま
した。第１回の全体練習での６年生の真剣な
姿が思い出されます。６年生をお手本に行進
の練習をする場面では、とてもかっこいい姿
を見せてくれました。照れや笑いを捨て、真っ
直ぐ前を見ること、手足や背筋を伸ばすこと。
真剣な姿勢を見せることは簡単なことではあ
りません。６年生にとって運動会は特別な行
事であり、自分たちが率先してやるべき場所
だと認識されていたようです。
　暁星小学校では運動会ではなく、大運動会
と言います。「大」の文字が入るだけで、身
の引き締まる思いを感じます。子ども達と感
動の場を共有できたことを嬉しく思います。
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中高運動会　～高 3 と園児の障害物競走も～

小学校大運動会　～ 感動の場を共有～ 
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教室から

　10 月 26 日の参観授業終了後、４校時と５校時を利
用して、暁星兄弟の活動の一つである暁星兄弟ハイキ
ングを実施しました。暁星兄弟とは、１年から６年ま
で、クラスと出席番号が同じ６人をひとつの兄弟と例
えて、一つの班を作り、一緒に食事をしたり、運動会
前には、クラス競技の作戦を立てたりして交流を深め
る活動です。
　今回は、最初にグランドで、班のバッジを製作しま
した。出来上がった班から、昼食場所である北の丸公
園に向かいました。６人で仲良く昼食を食べ、食べ終
わった班から、チェックポイントで問題に答えてゴー
ルである学校に戻って来ました。
　６年生に今回の感想を聞いてみると、「暁星兄弟の
６人が一緒にハイキングをしたので、いままで以上に
仲が良くなった。」、「みんなで問題の答えを考えたの
が楽しかった。」、「１列で移動するのは簡単だと思っ
ていたが、いつのまにか列が乱れてしまいとても苦労
した。」、という答えがが返ってきました。
　今回の活動では、高学年の児童が責任をもって低学
年の児童の面倒みるという姿勢を特に感じました。

　暁星兄弟の活動を
通して、互いに認め
合い助け合う人間関
係を作る事や、異学
年児童との関わりか
ら、 尊 敬 や 思 い や
りの気持ち持てるよ
うになって欲しいと
思っています。

　四月の入学式から、はや 10 ヶ月が経とうとして
います。一学期はまだ小学生のあどけなさも残り自
由気ままに過ごしていた感の否めない中学一年生
も、夏休みを経て少しずつ青年の顔に近づいてきて
おります。
　夏休みは、中学生として初の宿泊を伴う校外活動

（菅平合宿）に赴きました。大部屋で過ごす生活は窮
屈でありながらも楽しそうで、集団・組織に属する
者としての心構えを学ぶ良い機会となりました。今
年度は例年のスポーツ大会・ハイキング（写真）に
加えて新たな試みとして「火起こし」や「サイクリ
ング」などの希望者別の特別講座を設けました。様々
な体験通じて友人・教員との距離をさらに縮めるこ
とができたようです。また例年より宗教講座のコマ
数が増えましたが、みな清水神父様の話に熱心に耳
を傾けておりました。彼らの一つひとつの活動に真
摯に取り組むその姿勢により神父様からもお褒めの

言葉を頂戴することができました。
　文化祭では、この合宿生活で培った主体的に関
わっていく力、自主性が発揮される場となりました。
各クラス（スライム作り・縁日・アロマキャンドル・
入浴剤作り）とも担任があれこれ指示を出さずとも、
クラス内で仕事を上手に差配し、それぞれの役割で
クタクタになるまで来場者をもてなしていました。
千人を超える集客に成功するクラスもあり、充実し
た時間を過ごせたようです。
　人と比べてばかりの、自分本位の行動を繰り返し
がちな生徒達が、こうした学校行事を通じて自主性
と共感力を高め成長していく姿は、頼もしさを感じ
させてくれます。まだまだ未熟な中学一年生ですが、
更なる飛躍に向
けて努力してい
る彼らを温かい
目で見守ってい
ただければ幸い
です。

　子どもたちのキラキ
ラした瞳が、晴れ渡る
秋空以上に一層輝いた
中で運動会が行われま
した。
　 こ の 運 動 会 に 向 け
て、幼稚園では年長児
と年少児のペアが組ま
れます。年長児にとっては小さい組の子どもたちと入
場行進をしたり、ダンスを踊ったりと年上としての優
しさを育む良い機会となります。また、年少児にとっ
ては幼稚園に入園して初めての運動会、緊張や不安な
気持ちもペアのお兄さまやお姉さまがいることで安心
して過ごせます。この様な経験を通して、暁星幼稚園
の伝統を繋いでいます。
　その運動会では、広い中高のグラウンドを使い、体
を十分に動かして日ごろの練習の成果を存分に発揮す
る事ができました。
　例えば、組体操では１人技から最後は７人技まで「心
と呼吸」を合わせて互いを支えあったり、力を出し合っ
たりしながら練習に取り組んできました。初めの頃は

「出来ない」、「足が痛くなっちゃった」などの声も聞
こえてきましたが、毎日繰り返し続けることで「でき
た！」、「頑張って友だちを支えるぞ！！」という気持
ちの変化が見られ、心も体も逞しく成長をしているこ
とを感じる事が出来ました。この様に様々な活動の体
験の中で、自分たちで気づくことができ、最後には本
当の意味での「友だちと力を合わせる」という経験が
出来たのではないでしょうか。
　この運動会という場で「一人が出来てもダメ、出来
なくてもダメ、皆で頑張って始めての成功」という友
だちとの繋がりや助け合う心を学ぶことができ、成長
の大きな助けとなりました。

学校行事を通じての成長（中学1年生）
中高教諭　梅津　壮史

暁星兄弟の活動を通して
小学校教諭　村上　達也

星の子たちの成長が光る運動会
幼稚園教諭　竹ノ脇　あかね
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常に行列、中高図書館から

那須校外合宿の意義

小学校図書室、今日も大にぎわい

　「自ら作り、工夫し、縫い、張り、繕い、洗い、
掃き…かくてこそ真の聖育が達成される」という
言葉を聞きます。寝食を共に過ごし、自らのこと
は自らが行わねばならぬ暁星小学校の「合宿教育」
は、均斉ある人格の育成に不可欠なものであり、
２４時間教育といえます。
　「那須」という大地の中で、放たれたかの如く
伸び伸びと大自然を満喫している様は、子ども達
の大きな可能性を感じさせてくれます。また、不
自由さや思い通りにならない不便さ等、思わず寂
しさや辛さを感じることもありますが、仲間がい
ることを実感する瞬間でもあります。
　子ども達は課題に取り組み、鍛錬していくこと
で師弟関係は深まり、そこには厳しさの中の温か
さが存在します。リュックをきちんと整えられた、
火興しができた、飯盒でご飯が炊けた、雑巾が縫
えた、茶臼岳を登り切った等々、達成感を味わっ
た男児は、その時を境に瞬く間に大きな成長を遂

　小学校の図書
室は、五・六年
生の図書委員会
の児童によって
支えられていま
す。活動内容は、
貸出と返却、予
約の受付や入力
のカウンター業務、返却本の書架返却等です。
各組毎に一週間交代で行っていて、当番以外で
も自主的に活動する児童が多いです。一日平均、
百名近い貸出利用があり、いつも混み合ってい
ます。
　今年度は、新着本のお知らせポスターを作成
することに力を入れています。どんな本が図書
室に入ったかを周知させることで、更なる貸出
増に努めています。ポスターを立ち止まって眺
めたり、お知らせした本を目当てに図書室を訪
れる児童がいると、うれしそうです。また、ペー
ジが破損した本を修理し、物を大切に扱うよう
呼びかけています。

　ヘンリックホールとコモンホールに挟まれた図書
館は、天窓から光が射し込む明るい落ち着いた空間
です。
　蔵書数は 39,000 冊。日本の文学・小説が多くを
占めますが、生徒の関心が高い歴史・科学の本も多
数所蔵しています。ミッションスクールの図書館の
特色として宗教関連書籍も充実しています。もちろ
ん雑誌や新聞の閲覧、ＤＶＤの視聴も可能です。特
にＤＶＤは人気が高く、常に行列です。
　生徒の手による図書委員会は、司書の補佐や貸
出、図書館通信の発行など欠くことのできない活動
です。
　館内展示スペースでは年間を通じて、季節や行事
関連の本、図書委員・先生のオススメ本などの特集
を行っています。
　生徒同士が書
評や感想、時に
は進路の話しを
するなど、クラ
スや学年を超え
てコミュニケー
ションの場にも
なっています。

げようとします。２年生から、それこそ背丈ほ
どの蒼いリュックを背負う姿の二泊三日を皮切
りに、４年生からの四泊五日を軽々と熟すよう
になる姿は玄人さえ感じさせます。
　真の知育とは苦しみ、作り、体験し、試み、考え、
行うことによってこそ得られると考えます。那
須校外合宿こそ、暁星学園が求める全人教育そ
のものではないでしょうか…。



　本年度の学校説明会は、
旧講堂が使用できないため、
それぞれ例年と異なる場所
で行いました。
　幼稚園は 9 月 14 日に学園
聖堂、小学校と中学校は 9
月 24 日上智大学 10 号館講堂において、午前と午後
にそれぞれ実施しました。

　幼稚園説明会においては、
予想されていた人数を大きく
超えて 2 階席どころか立錐
の余地もなく、入り口に立つ
人もふくめて約 400 人以上
が足を運ばれました。
　小学校学校説明会において

も、会場の座席数（約 800 席）をはるかに超える熱
心な志願者の保護者が約 900 名、会場にも入れきれ
ず外から覗き込んでいるほどの満員盛況でした。
　中学校入試説明会でも、例年を超える約 600 名の
志願者やその保護者が、合格の狭き門をくぐらんと
一言の説明を聞き洩らさないよう熱心に耳を傾けて
いました。特に、中学校
の説明会では、在校生と
卒業生もお手伝い、将来
の暁星ボーイたちが先輩
たちを眩しそうに見つめ
ていました。

４

1 月

4 月

2 月

5 月

7 月

3 月

6 月

幼稚園

幼稚園

・始業式

・お餅つき

・保護者会

・福者シャミナード記念日

・一日コックさん

・始業式／入園式

・保護者会

・復活祭の集い

・学級懇談会（年長）

・保護者会（年少）

・親子劇遊びの日

・星の子なかよしの日

・星の子お楽しみの日

・マリア会

・親子遠足

・一日動物村

・保護者会（年長）

・日本丸遠足（年長）

・保護者会

・終業式

・保護者会

・ひなまつり

・修了を祝う会

・修了式／卒園式

・ファミリーデー

・保護者会

小学校

小学校

・始業式

・漢字検定

・保護者会

・シャミナード・デー

・始業式／入学式

・保護者会

・校外学習

・参観日

・音楽会

・修学旅行（6 年）

・スキー教室（5 年）

・校外学習（１～ 4 年）

・イースターデー

・那須合宿

・終業式

・水泳実習（3，4，5，6 年）

・一般サッカー合宿

・ステラ那須合宿

・サッカー大会

・6 年生を送る会

・感謝ミサ

・修了式／卒業式

・聖歌隊チャリティコンサート

・那須合宿

・参観日

中学・高等学校

中学・高等学校

・始業式

・校内実力テスト（中1～高１）

・学年ミサ（高 2）

・福者シャミナード記念日

・サッカー大会

・始業式／入学式

・オリエンテーション（中１）

・保護者会

・校外活動

・中学入学試験

・外部テスト（高 1、2）

・百人一首大会

・保護者会

・生徒会行事・役員選挙

・学年ミサ（高３）

・中間試験

・期末試験

・終業式

・校外学習（中 1）

・学年末試験

・高校卒業ミサ、卒業式

・中学卒業ミサ、卒業式

・終業式

・教科書配布

・運動会

・修学旅行（高２）

・学年ミサ（中３）

3
学
期

1
学
期

................................................Evènements

～学校説明会、満員御礼！～

2017 年 1 月～ 2017 年７月（なお、4 月～ 7 月は未確定です）

さま
　ざま

　今年度のエトワール祭は１日目の小雨にも関わらず、
5000 名を超える来校者をお迎えし、どの企画も大成功
のうちに閉会した。文化祭実行委員会には５年間所属し、
今年度は委員長も務めた。これで文化祭に携われないと
思うと寂しい。
　文化祭実行委員会は１年間文化祭に向けて複数の課に分
かれ、準備をする 100 人程度の委員会の一つだ。僕が委
員になったのは、中一の時に仕方なく立候補
したのがきっかけだった。配属された課では
最年少で、初めは先輩が少し怖かった。しか
し一緒に活動してみると、後輩の面倒を見て、
てきぱき仕事をこなす先輩は優しく、かっこ
よかった。年度が替わっても、そういう先輩
ばかりだった。僕はそんな先輩方に憧れを抱
き、自分もそうなることを目指した。

　文化祭最高学年の高２になり、委員長になった。今年
度はメイン会場の一つだった講堂を使用できなかったの
で、準備がうまく進まないことも多々あった。新たな業
務が加わったため、高校生は夏休み返上で作業した。あ
る時には、一つの課でミスがあり、不満が噴出したこと
もあった。相談をこまめにすることで、委員がバラバラ
になることは防げたが、組織をまとめる難しさを痛感し
た。文化祭を終えると、全員で成功させたんだという達
成感が込み上げてきた。その時、仲間と協力する素晴ら

しさと、いかに自分が周囲の人々に支えら
れているかということを強く感じた。当然
だと思っていた、先生をはじめとした様々
な人のサポートをありがたく思う気持ちも
生まれた。　　
　委員会があったから様々な経験ができた。
５年間でここには書ききれないほど多くの
ことを学べた文化祭委員会に感謝したい。

　　　多くのことを学べた
　　　　　　　　文化祭委員会に感謝
エトワール祭実行委員長　高２A　若尾　和哉 
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Annonces.............................................. お 知 ら せ

　平成 28 年 10 月 6 日（木）暁星学園において、
学園はシダックスフードサービス株式会社と「災
害時における食料等物資の供給協力に関する協定」
を締結しました。同社は、シダックス株式会社（76
卒 志太勤一代表取締役会長兼社長）のグループ傘
下企業です。
　本協定では、東京都内もしくは千代田区内に大
地震、暴風雨等による災害が発生し、または発生
するおそれがある場合において、2 日間は学園の
自助努力で、3 日目以降は学園の要請に基づき同
社が食料等物資の供給協力を行います。具体的に
は、学園内食堂保管在庫及び管理する自動販売機、
もしくは商品センター等からの供給を、さらには
学園までの運搬も要請に基づき同社が行うことに
なります。
　同社も含む、コンビニ各社や大手スーパー等に
おいては、すでに各自治体や自衛隊等と同様な協
定を締結していますが、おそらく学校との協定締
結は全国でも初めてのこととなります。
　本協定の締結により、学園の生徒、児童、園児
に加え教職員への安定した食料等物資の供給が可

能となったほか、保護者
の皆さまへの安心にも大
きく寄与するものと期待
しています。

【締結調印式】
左から：和田事務局長、柿山理事長、
河本シダックスフードサービス株式
会社社長、藤田同社支店長

　高校生に対しては国の就学支援金や都の授業料軽減助成金等がありますが、学校法人暁星学園では、これらに加え
て独自に設けている奨学金の制度があります。あらためてご紹介します。なお、各制度とも審査が行われることと人
数の制限があることをご理解下さい。
　詳細は学園事務室（奥村）までお問い合わせ下さい。

暁星学園における奨学金制度についてのお知らせ

「災害時における食料等物資の供給協力に関する協定」

（規定等抜粋）

暁星高等学校
奨 学 金 規 定
暁 星 中 学 校
奨 学 金 規 定
暁 星 小 学 校
奨 学 金 規 定

暁星学園後援会
奨 学 金 規 定

保 護 者 の 死 亡、
廃疾、倒産また
は破産あるいは
災害等止むを得
ない事由によっ
て経済上、学費
補助を要する者

生徒（児童）の
学費負担者

授業料相当額
1 か 年 限 り と す
るが、引き続き
も可

原則返還義務なし

原則返還義務なし

毎 年 4 月 1 日 ～
20 日に申請。
継続して希望す
る場合は学年末

家計支持者の死
亡、経済的困窮
等により学業を
継続することが
困難になった時

園児、児童又は
生徒

月額 2 万円
4 月 か ら 1 年 間
とし、引き続き
の申請も可

毎年度 3 学期に
選考

制　度 要　件 対　象 支  給  額
及び期間 返 還 要 否 出 願 時 期

125 周年記念事業準備室からのお知らせ

　エトワール祭では、１２５周年記
念事業コーナーを設け、在校生や保
護者、ＯＢ，受験生などに関心をもっ
て観ていただきました。ご来訪あり
がとうございました。
　まずは、準備工事の一つであるマ
リア像ですが、本号が発行されるこ
ろには、お色直しも含め移設が終

了しています。当面は門の中ですが、講堂体育館棟の
完成時には門の外で我々を見守っていただける予定で
す。
　工事の予定ですが、本年末に地鎮祭、年明けから工
事を始める計画で進めております。順調に進んだ場合
の期間は、新講堂体育館棟が 2018 年（30 年）11 月
まで、その後、旧講堂体育館の解体工事が 2019 年（31
年）1 月から 7 月、4 階建ての多目的棟が 2020 年（32
年）9 月までとなります。今の高校１年生の卒業式か
らは、新講堂で行う
予定です。
　引き続き、125 周
年記念事業にご理解
とご支援のほど、よ
ろしくお願いいたし
ます。



６

...................................Echos des Anciens Elèves行動する同窓会

暁星学園報　第 22 号

発行日　2016 年 12月1日

発行者　柿　山　隆

発行所　暁星学園事務局

暁星学園同窓会　副会長　矢郷　生和

エトワール祭における同窓会写真展

　日頃より同窓会にご理解ご協力頂き感謝申し
上げます。また過日はエトワール祭が盛大に開
催されたこと、こころよりお祝い申し上げます。
同窓会もお御堂下の宗教室を借りて、２００２
年よりエトワール祭に参加させていただいてお
ります。その年の末尾と同じ年に卒業した学年
の現役時代や卒業後の思い出の写真と、その学
年に在籍した著名人の紹介を行ってきました。
早いもので、この企画も今年で１５年目を迎え
ました。
　今年は卒業年末尾「６」の学年とアストラ俱
楽部、特別企画として俳優の賀来賢人君 (2008
卒 ) の幼少期からの写真、また今年活躍が著し
かった現役の中学サッカー部、かるた部などの
写真を展示しました。来場者も年々増え今年は
約７００名に上りました。
　この企画の目的は、同窓生には卒業後１０年、
２０年と、ちょうど節目の年に足を運んでもら
うことにより同期会開催のきっかけにしてもら
うこと、エトワール祭に来てもらうことにより
現役の学生の活動を知ってもらうことにありま
す。また現役の学生とご父兄には、過去の暁星
の歴史、また卒業生の活躍などを知っていただ
くことにより、同窓会へのより一層のご理解を
いただければと考えております。何れにしろ、
それが今後の同窓会の発展に繋がればと願って
おります。

　今年は１９４６年卒から２００６年卒の７学
年の写真が飾られました。展示された写真には
人物だけではなく、今と違ったそれぞれの時代
風景や文化が見て取れます。今年で創立１２８
年ですが、当日の学園祭風景を含めその内の約
７０年分の貴重な歴史を見ることが出来ます。
　来年は末尾「７」の学年です。今年赴任され
た飯田雅章校長先生 ( １９７７卒 ) と同窓会浅尾
空人会長 ( １９５７卒 ) の学年です。学生時代
の貴重な写真が見られるかもしれません。また、
同窓会行事として行われている同好会や、お手
伝いをしている成人の集いなどの写真の展示、
特別企画として卒年に関係なく各界で活躍して
いる著名人の紹介など、新たな企画も考案中で
す。ぜひ一度足を運んでいただければ幸いです。
　今後とも同窓会の活動により一層のご理解ご
協力を賜りますよう、宜しくお願いい致します。




