「求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。
そうすれば見出す。叩きなさい。そうすれば開かれる。」
（マタイ 7.7）
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エトワール祭を終えて
今年度も恒例のエトワール祭が、９月 30 日・10
月１日と、月をまたぐ形での二日間で行われました。
2017 年のエトワール祭は、雨に見舞われた昨年と
は打って変わり、両日ともに晴天に恵まれ、7000
人を超える方々に来場して頂けました。
新講堂建築のために、講堂が使えなくなってから
２回目の文化祭となりました。２回目ということで
昨年のノウハウが生かせると思いきや、刻一刻と変
化する工事状況などにより、様々な制約は昨年とは
また違ったものとなり、新しく知恵を絞らねばなら
ないことが山積みでした。しかし、高校二年生の実
行委員を中心にひとつひとつの問題をクリアしてい
き、なんとか文化祭を作り上げることができました。
思い通りにいかない中で、最大限何ができるかを考
えていかなければならないということを学んでくれ
たのではと思います。
そんな中で新しいことに果敢に挑戦しようと奮闘
していた年でもありました。実行委員はもちろん、
多くの企画で流行を取り入れた、いわゆる「ＳＮＳ

映え」のする仕掛けが見受けられたり、「世界旅行」
というテーマに即した斬新な装飾がなされたりと、
努力の跡が確かにちりばめられていました。考えた
ことを形にしていくことの難しさとやりがいを実感
している事と思います。
来年は、また今年度とは違う課題が立ちはだかっ
てくる事と思います。しかし、脈々と受け継がれて
きている実行委員の知恵と心意気で乗り切ってほし
いと思います。

125周年記念事業準備室からのお知らせ
本年 1 月から本格的に工事
が開始して以来、約 11 ヶ月
が経過しました。
この間、建設用地の更地化
～杭打ち～掘削～基礎躯体工
事と順調に工事が進んでまい
りました。この秋からは上部
躯体工事も始まっており、ま
もなく建物の輪郭が次第に姿
を現していきます。また、こ
の 12 月には、下グランドの大銀杏４本を伐採しま
すが、その材を活用して何らかの形を残していき
ますので楽しみにして下さい。
新講堂・体育館の完成は、平成 30 年 10 月を予
定しています。その後は、旧講堂・体育館を解体し、

もくじ

その場所に多目的棟を建設、こちらは平成 32 年 9
月の完成を目指していきます。
なお、本年度学園後援会から寄贈されますご厚志
は、マリア像周りの整備や正門地区の外構整備に充
てさせていただきます。正門門柱にその記念の銘板
を遺します。
この学園創立 125 周年記念事業は、来年には創
立 130 周年を迎え、さらにこのあとのⅡ期以降の
工事（聖堂の移築やグランド整備等）など、全ての
記念事業工事が終わるのは創立 136 年周年の予定
となります。気の長い記念事業ではありますが、今
の不便は明日の暁星の栄光に何倍にもなって繋がり
ます。安全安心確実を前提に、明日の暁星学園の夢
を描けるよう努めていきますので、ご理解とご協力
をお願いいたします。
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教室から ........................Choses vues, Choses méditées en classe
星を仰ぎ、マリアを呼べ

中学高等学校 教頭 光 藤 賢
この４月より、暁星中学高等学校の教頭を務めるこ
ととなりました光藤賢と申します。現在は中学３年生
の２外フランス語と小学校ステラを担当しておりま
す。よろしくお願いします。
職員室の私の手元に一枚の写真があります。暁星学
園を創立した 5 人のマリア会修道士のちょっと不思議
な写真です。皆様もどこかで見かけたかもしれません。
５人の役割を示している写真です。それぞれが、耕し
支える鍬、形作る定規と図面、育み実る食材、見すえ
る双眼鏡、学び習う教本を手に持った写真です。
この写真を見るたびに私は、
「信仰」に裏打ちされて
いたとはいえ、まだキリシタンに対して偏見多い日本
で学校を開くという、彼らの「教育に対する熱心さ」
、
新しいことに挑戦する「フロンティア精神」に感心し
ます。きっとそこには多くの困難があったことでしょ
う。日本語の問題、土地取得の問題、等々。そんな時、
彼らは ”Respice Stellam,Voca Mariam”( 星を仰ぎ、マリ
アを呼べ ) と唱え、
課題に立ち向かっていったそうです。
現在の中学高等学校を取り巻く環境を見渡すと、校
舎の新築、2020 年の高大接続入試改革、2022 年の
指導要録改訂によるカリキュラムの変更など、様々な
課題が山積しています。これらの課題を先輩方の「教
育に対する熱心さ」「フロンティア精神」を見倣い、
克服していく一助になればと思っております。そのた
めには、保護者の方々のご理解、御協力をよろしくお
願いいたします。
学園全体で ”Respice Stellam,Voca Mariam” と唱え
ながら。

「使命感を忘れずに」
小学校 教頭 清水 邦明
この度、小学校の教頭を拝命いたしました清水邦
明と申します。担任教諭として勤務させていただき、
33 年目の今年、新しい職務として校長先生のご統
卒のもと精一杯務めてまいりたいと思います。さて、
教頭職となり半年が過ぎ、子供達からの「教頭先生」
との呼びかけに、ようやく照れくささを感じなくな
り始めてきました。しかし、日々の業務においては、
広範囲で多岐にわたる仕事内容に慣れるまでには、
まだまだ時間がかかりそうです。さて、改めて、教
頭職とは何かと考えたとき、懇意にさせていただい
2

「
（エトワール祭）装飾課」の活動を通して
中学高等学校 教頭 御供 哲夫
「エトワール祭」が無事に終了いたしました。ご覧
になってくださった皆様に、心より御礼申し上げます。
さて、今年の装飾はいかがでしたでしょうか？
私は本校教員となった 20 数年前から文化祭装飾課
として、アーチ作り等にかかわってきました。当初は、
パイプで組んだ骨組みに絵を描いた板を取り付けるだ
けのものが多く、文字通り「門」いう感じでした。近
年では、より立体的で人目を引く「作品」になってき
ました。いつしか私も、生徒達と「作品」を生み出す
ことに「楽しみ」を感じるようになりました。少々無
謀な案を提示され、何度も話し合い、徐々に形ある「作
品」へと作り上げる。この過程で生じる問題点（強度・
材料・予算など）を、工夫しながら乗り越えていく。
ここには、自主性・協調性・発信力・問題解決能力な
どを培うための土壌があると思われます。
【新学習指導要領】では、
「主体的な学び」
・
「対話的
な学び」
・
「深い学び」がキーワードとなっています。
学校行事等の活動は、自然とこれらの資質を育てる場
になっています。学校として大切なのは、こういった
生徒達が活躍できる「場」をいかに用意できるかだと
思います。私自身、微力ではありますが、これからも
全力で取り組んで行くつもりです。
保護者におかれましては、ご子息に、日々の学習は
もちろんですが、部活動や学校行事（文化祭・運動会・
研修旅行など）に真剣に取り組むよう、お声掛けいた
だければ幸いです。
最後に、この 4 月より教頭を務めさせていただいて
おります。何かございましたら、遠慮なくご連絡くだ
さい。宜しくお願いいたします。

ている松山のシスターからのこんなお言葉を思い出
しました。
「カトリック学校の管理職は、やりたいか
らやれるものではなく、逆にやりたくないから、や
らなくて良いものではありません。
」
「神様や周りの
人の力によって導かれるもので、その人は、使命と
考え、次にその場所に導かれる人が来るまで、謙虚
に全力で職務を全うしなくてはなりません。その人
の役割ですから・・・。」今、思いがけず、自分がそ
の場所に導かれて、改めてシスターのお言葉を胸に
留め職務に向き合っていこうと考えています。
最後になりますが、暁星小学校の中で、微力なが
ら「使命感」を持ち、より一層多くの先生方と共に
職務を全うしていきたいと思います。 どうぞよろし
くお願いいたします。

Mouvements .......................................
新栄総括
学園の施設管理並びに警備を担
当しております新栄不動産ビジネ
スと申します。平成２２年４月か
ら本業務を担当させて頂くにあた
り、単なるビル管理業務ではなく、
基本的心得として教育の場である
ことを常に認識し任にあたること
を心掛けております。そのため本来業務であります設
備管理、清掃、営繕及び警備を誠実に遂行すると共に、
次のことを指導しております。
① 清潔な身なり服装、丁寧な言葉遣いでの対応。
② 特定の生徒、児童へ特別な対応はしない。
③ 緊急な場合を除き、生徒たちを直接叱ったり
しない。
今後とも学園、生徒、児童、園児はもとより、来校
頂きます父兄の方々にも安全で清潔な、そして安心し
て頂ける環境作りに邁進してまいります。
（暁星学園担当責任者 渕田 隆大）

警

備

通常、私たち６名で学園
の警備を担っています。中
高校と幼稚園で５名、小学
校が１名ですが、行事や状
況に応じて柔軟に対応して
います。長いもので７年に
もなります。警備の区分は、中高及び
幼稚園、そして小学校と分かれていま
す。中高あるいは小学校の正門そばの
警備所にいるだけでなく、巡回や不測
事態への対応など、24 時間体制で学園
の安全に気を配っています。いつも一番気をつけてい
ることは、不審者対策です。例えば、小学校ではかつ
て開かれた学校として、門扉から中がうかがえるもの
でしたが、今ではその隙間は塞がれています。同様に、
幼稚園も中高も同じように塞がれた門扉です。ですか
ら、門への出入りだけでなく、外から中を窺うような
人にも注意を向けているところです。
暁星学園の子供たちへの印象ですが、とても素直な
幼稚園生、毎日元気な小学生、ちょっとおませな感じ
がする中高生と様々です。でも皆さん一様に穏やかで
元気一杯、私たちもついつい元気を貰っています。
最後に、私たち警備員は皆、暁星学園の一員と思い、
積極的に挨拶や声掛けを実施しています。生徒さんた
ちには、学校の規則をいま以上に良く守って行動して
いただけると警備もぐんと助かります。警備という仕
事柄、いつも厳しい表情をしていることが多いですが、
是非、気軽に声を掛けて下さい。

学園を支える力
清

掃

通常、私たち８名が学
園の清掃のお手伝いを
行っています。中高校で
４名、小学校で３名、幼
稚園では１名です。この
ほか、落ち葉の多いときなどは特別に増援を頂いたり
もしています。長い人ではもう８年も学園にお世話に
なっています。
中高の清掃では、いつも教室に音が伝わらないよう
に気をつけて行っています。少し気になっていること
は、グランドに置いてあるものが、落し物なのかそう
でないのか、片づけてよいのかいつも判りにくく困っ
ていることです。小学校は、校舎内が土足ではないの
で床に小さなものでも怪我をしないように、すぐに片
づけて危険がないように注意しています。児童の皆さ
んに気をつけて欲しいこと、それは何か見つけたら、
まず連絡して欲しいことです。幼稚園においては、殆
ど一人で全てを行っていますので、いつも目が回る忙
しさです。でも、可愛らしい園児さんたちが少しでも
過ごし易くするため、何かあればすぐに行うことを心
がけています。
私たちは、日本一綺麗な学園を作れるよう頑張って
います。そんな私たちに皆さんから有難うございます
と言われることがあります。そんな日は、一日の疲れ
が全て飛んで行ってしまいます。
何でもいいです、
是非、
私たちに声をかけて下さい。よろしくお願いします。

施設管理
私たちは、大きくは中高
と幼稚園、そして小学校と
別れて、施設の管理業務を
行っています。管理業務と
は、施設の補修、点検、整備、
そして人員管理など、多種
多様にわたっています。空調機や配電盤の管理から、
電灯の交換、鍵の故障、各種工作に至るまで人ができ
ることは全てやっています。何気なく過ごす日々の一
つ一つが、誰にも気づかれずに当たり前に過ぎること
を喜びとして頑張っています。
暁星の子供たちに期待すること、それは日々の勉強
をしっかりやっていただき、諸先輩のような立派な社
会人になって欲しいこと。そのために、私たちは裏か
ら支えさせて頂きます。
何かの機会に暁星 OB の方々の活躍を聞くと、私た
ちのやっていることはやはり意義があるんだといつも
うなずきあっています。皆さん、頑張って下さい。
3

................................................Evènements
さま
ざま

「誕生会」～特別なよろこびの日～

2018 年 1 月～ 2018 年７月（なお、4 月～ 7 月は未確定です）
中学・高等学校

小学校

・始業式
・始業式
・校内実力テスト
（中 1 ～高１）・漢字検定
・学年ミサ（高 2）
・保護者会
1月
・福者シャミナード記念日
・シャミナード・デー
・サッカー大会
・保護者会

3

学期

毎月の誕生会には、その月に生まれた園児の保
護者が招待されます。保護者にとっても、我が子
の今日までの成長を振り返り、感謝する機会と
なっています。
誕生月の園児を祝うために、年長児がホールの
椅子並べなど会場を準備し、司会進行も努めてい
ます。その日に歌われる『お誕生日の歌』にもあ
るように、「お年が一つ増える」園児だけでなく、
参加者全員がお祝いし喜びあう雰囲気に包まれま
す。新たな一年も神さま、マリアさまのお恵みを
いただき自信を持って歩み出せるようにと、清水
神父から祝福とマリア様のおメダイ（小さなメダ
ル）を頂きます。
また、学年に応じたクラスごとのお祝いも行な
われ、担任の先生や友達からも大切にされている
存在であることを実感できるようにしています。

幼稚園
・始業式
・保護者会
・福者シャミナード記念日
・一日コックさん
・学級懇談会（年少）

・中学入学試験
・外部テスト（高 1、2）
2 月 ・百人一首大会
・生徒会行事・役員選挙

・参観日
・豆まき会
・カトリック連合音楽会（4 年）・保護者会（年少）
・修学旅行（6 年）
・親子劇遊びの日
・スキー教室（5 年）
・星の子なかよしの日
・校外学習（１～ 4 年）
・星の子お楽しみの日

・学年末試験
・高校卒業ミサ、卒業式
3 月 ・中学卒業式
・終業式
・教科書配布

・保護者会
・サッカー大会
・ひなまつり会
・6 年生を送る会
・修了を祝う会
・感謝ミサ／修了式
・修了式／卒園式
・卒業式
・聖歌隊チャリティコンサート

中学・高等学校

小学校

・始業式／入学式
・始業式／入学式
・オリエンテーション（中１）・保護者会
4月
・保護者会
・校外学習
・校外活動
・イースターデー

幼稚園
・始業式／入園式
・保護者会
・復活祭の集い
・学級懇談会（年長）

・学年ミサ（高３）
・中間試験

・那須合宿（2，3，4、6 年）・マリア祭
・親子遠足
・保護者会（年長）
・日本丸遠足（年長）

・運動会

・那須合宿（5 年）
・参観日

5月

学期

1

・学年ミサ（中３）

・中高運動会参加（年長）
・ファミリーデー
・保護者会

・期末試験
・終業式
7 月 ・校外学習（中 1）

・終業式
・保護者会
・水泳実習（3，4，5，6 年）・高校生とのプール
（年長）
・終業式
・一般サッカー合宿

6 月 ・修学旅行（高２）

・ステラ那須合宿

～～～～～

～～～ 平成 29 年度

9 月 5 日始業式。気温 25 度、水温 23 度、薄曇り。
水泳大会に向けた児童の水泳練習初日の天気状
況である。さすがにこれだけ条件がそろわない
となかなかプールに入ろうとはならないもので
ある。
もともと水泳大会は夏の水泳実習の成果を発
揮するための大会として夏休み明けに開催され
ていましたが、ここ最近は不純な天候が続き、9
月初旬とは言え、秋雨前線の動きや冷夏の影響
等で予備日を準備していても大会が中止になる
ことが度々起こります。
また、かんかん照りの太陽が高い夏空もこれ
また水泳大会泣かせとなります。それは観覧席
４

校内水泳大会 ～～～

～～～～～

で応援する児童が暑くて見ていられない。とな
るからです。何とも具合が良い気象状況はこの
水泳大会が一番の悩み時かもしれません。
しかし、何とか子供達の熱意が通じたことで、
1 日順延、練習はそれこ
そ 1 回しかできません
で し た が、9 月 8 日 気
温 26 度、水温 25.5 度、
晴れ。無事に水泳大会が
開催されました。
ようやく夏の締めくく
りができた第 2 学期始
まりの学校行事でした。

Annonces..............................................
ネット出願の導入

お 知 ら せ

三越購買部より価格改定のお知らせ

平成 29 年度入学および進学試験の出願において、
いつもご利用を頂きましてありがとうございます。
従来の窓口出願に併用でネット出願を導入しまし
さて、近年の原材料及び輸送コストの高騰、更には
た。このネット出願は、近年、中学校・高等学校受
人件費の上昇等があり、価格改定を行いたくお知ら
験の出願方法としても広まりを見せており、最大の
せ申し上げます。
メリットは、場所や時間の制約がなく出願ができる
弊社が、平成 18 年 8 月のお取引開始以来、制服・
ことです。
体操着等、価格据置をしてまいりましたが、営業努
昨年度、小学校 6 年生から中学校 1 年生、中学校
力では吸収することが出来ず不本意ながら、暁星学
3 年生から高等学校 1 年生への内部進学の際に利用
園様と協議の上、価格改定の運びとなりました。
したところ、約 83% のご家庭の利用がありました。
何卒ご理解賜りたくよろしくお願い申し上げます。
また、その利用の際に混乱することがなかったこと
もあり、今年度行われた平成 30 年度内部進学では、 【改定時期】 平成 30 年 3 月 1 日より新価格で販売を
開始致します。
ネット出願のみでの対応とすることにいたしまし
た。因みに、中学校の入学試験についても、昨年度 【改定要領】 新入生（内進生）は 2 月末までにお届け
（旧価格）
します。
から併用の形で実施しております。
新入生
（外部生）
は、新価格での販売とな
これにより、保護者の皆様のお手間を少しでも削
ります。
減ができたのではと思っております。また、教職員
にとっても事務作業が軽減したことにより、生徒に 【 そ の 他 】 詳細は、下記までお問合せ下さい。
三越購買部 TEL 03-3261-1227
関わる時間を少しでも増やすことができたと思って
おります。

学納金収納（口座引落による振替）日の変更について
授業料等学納金収納（口座引落による振替）日はこれまで 20 日でしたが、平成 30 年 1 月から 26 日（金融機関休
業日は翌営業日）に変更されることになりました。保護者の皆さまにはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願
い申し上げます。

新たな奨学金制度お知らせ
昨年発行の学園報 22 号で
「暁星学園奨学金制度」
を紹介しましたが、
平成 30 年 1 月 1 日よりこの制度が見直されます。
これまでの「暁星高等学校奨学金規定」
、
「暁星中学校奨学金規定」及び「暁星小学校奨学金規定」は廃止され、
「暁
星学園奨学金規定」として一元化します。この際、
「幼稚園」にも対象を広げ、学園全体を対象とする「奨学金規定」
として施行いたします。支給要件や要領等に変化はありません。
なお、
「暁星学園後援会奨学金規定」はこれまで通りです。
（各規 定 を 抜 粋 ）

制

度

要

件

( 新 ) 暁星学園
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

暁星学園後援
会奨学金規定

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

対

象

支給要領

期

間

返還要否

出願時期

生 徒、 児 童、
または園児の
学費負担者

学納金を収
納頂き、速や
かに授業料
分を支給

1 ヶ年とする
が、継続も可

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
は学年末まで
に申請

生 徒、 児 童、
または園児

月額 2 万円
3 ヶ月分ずつ
支給

1 ヶ年とする
が、継続も可

原則返還
義務なし

申請に基づき
毎年度 3 学期
に選考

５

行動する同窓会

...................................Echos des Anciens Elèves

暁星ボーイの絆と新講堂への期待
「暁星学園同窓会会長」 浅尾

空人

1888 年ミッションスクール暁星を創立

い思いになった不思議さ、これこそが暁

したマリア会が、今年 200 周年のお祝い

星の良さであり、暁星ボーイの暁星ボー

を挙行されたことを機に、忘却していた

イたる所以ではないかと思います。

60 数年前のことが走馬燈のように蘇って

暁星学園創立 125 周年記念事業もやっ

まいりました。山田政右衛門先生の指導

と昨年末に工事が開始されて、順調に進

の下、友永神父様から洗礼を授かったこ

められておりひと安心しています。同窓

と、そして妻と息子の洗礼、毎日曜日家

会より協力させていただいた資金も新講

族で通った暁星の教会、当時の楽しい思

堂舞台に緞帳として設置されることが決

い出です。

まり、2018 年 10 月完成の暁には同窓会

卒業後は同窓会のお手伝いで、評議委

からの素晴らしい贈り物になると期待し

員会や総会の準備、会誌編集の手伝い、

ています。なお、緞帳の原画は暁星学園

新年会会場への荷物運び等、その際に素

と縁の深い『暁の星なる聖母』を使用す

晴らしい先輩とお話する機会が多々あり

ると聞いています。

ました。どの先輩もミッションスクール暁

同窓生は新講堂の完成を楽しみにして

星の素晴らしさを語っていました。フラ

おります。普段なかなか学校に足を運ぶ

ンスからはるばる日本の青少年教育の為

ことのない大勢

に来日したマリア会の先生方が、フラン

の同窓生にお越

ス語教育や西洋の芸術・文化を伝えてく

し頂いて、母校

ださり、教養も身に付けることもでき、

暁 星 の 良 さ を、

それが人間形成の一助になったとの思い

また生徒の為に

出でした。そして世界中で多方面に亘っ

教育環境を整え

て活躍されている卒業生が大勢いること

良い教育を目指

がその証でも有ると。ある時は突然面識

して努力してい

のない人とお会いし、その方が暁星の卒

る学園の姿を見

業生であることが判った途端、本当に旧

て頂きたいと

知の仲間であったような錯覚に陥り楽し

思っています。
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