「あなたがたは、人からしてもらいたいことを、

人にもしなさい。」

（ルカ 6.31）
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エトワール祭を終えて
2019 年 9 月 28・29 日の２日間でエトワール祭が
開催されました。おかげさまで多くの来場者をお迎え
でき、盛況のうちに無事終えることが出来ました。ご
協力、誠にありがとうございました。
今年は新講堂が使用できる初めてのエトワール祭、
エトワール祭実行委員の生徒たちは、出来ることが広
がった期待と、新しいことをしなければならないとい
う責任を感じながらの準備期間
となりました。昨年までの経験
が通用しない場面に何度も直面
しながらも、決してあきらめず
に解決していく姿勢は、教員の
目から見ても立派で、成長を肌
で感じられる機会となりました。
悪天候に苛まれた昨年でした
が、今年は雨に降られることは
ありませんでした。多くの生徒
がやりがいを感じたことと思い
ます。その証拠に、講堂を使用
した閉会式では、各部門の優秀
企画の表彰が行われ、企画の仲

間達で必死に祈る光景や、受賞時にトロフィーを手に
感極まる生徒の姿が印象的でした。今後、今の中学生
がどう文化祭を作り上げていくのかが楽しみになりま
した。
今年のエトワール祭、生徒の顔つきから見ても素晴
らしいものになりましたが、これを引き継ぐ現高校１
年生の生徒達はプレッシャーに感じていることと思い
ます。彼らには彼らの色があ
り、その色を来年どう打ち出
していくか。彼ら自身が悩ん
でいることであり、我々教員
陣が楽しみにしていることで
もあります。すでに来年のた
めに一部の委員の生徒は動き
出しています。彼らがエトワ
ール祭を作り上げるサポート
を全力でしていきたいと思い
ます。
今年度同様、来年度も応援・
ご協力のほど、よろしくお願
いいたします。

125周年記念事業準備室からのお知らせ
昨年 10 月に新講堂体育館の引き渡しを受け、約 1
年たちました。この間、講堂では、卒業式・入学式、
学校説明会や保護者会、ミサや発表会などで、体育館
では体育の授業は勿論、クラブ活動や対外試合などで
も活用されています。
なかでも、講堂に備え付けられた緞帳（
「暁の星な
る聖母の祈り」を原画にした宗教画緞帳）は、見る人
全てに感動を与え、祝福をもたらせてくれています。
まだご覧になられていない方は、是非一度足をお運び
ください。例えば、毎年 6 月に行われる後援会定期
総会は、保護者の皆さま全員のご参加をお待ちしてい
るものです。そのような機会も是非お使い下さい。
さて、旧講堂体育館跡地では、来年 8 月完成予定
の地下 1 階地上 4 階の多目的棟の建設を行っていま
す。翌 9 月からは、食堂（シダックス）も売店（購買部）
も営業するべく準備を開始しています。

もくじ

その後は、Ⅱ期等
工事（特別校舎の解
体、聖堂や修道院の
新築等）になりま
す。この工事の実施
設計は、久米設計の
もと、鹿島建設が技
術協力（優先交渉権
あり）を行う形で進
「多目的棟の完成予想イメージ
めています。この体
（下グランドから）」
制により、明日の暁
星学園を描けるよう努めてまいります。
最後になりますが、125 記念事業に対するご寄付
の受け入れは、本年 12 月 31 日までとなっています。
あと残りわずかです。講堂にある記念銘板に名前も残
ります。一層のご支援もお願い申し上げます。
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教室から ........................Choses vues, Choses méditées en classe
中高校の水泳
9 月 17 日、高校 3 年生と園児が学園プールにて交流
授業を行いました。当初、7 月に実施する予定でいまし
たが、あいにくの天候で 2 学期に延期、9 月に入って
も、天候はあまり安定せず、前後の日程で水泳の授業
を実施しなかった事を考えれば、当日の天候はまさに
奇跡。素晴らしい天気の中で活動する事が出来ました。
6 月の運動会には、毎年ゲストとして、園児達が高
校 3 年生と合同で競技に参加しています。再び、プ
ールで一緒に活動できる機会を得る高校生にとって
は、貴重な学びの場となります。運動会ほど、準備
に時間を費やす事は出来ませんでしたが、わずかな
時間の中で、積極的に園児達と交流してくれました。
「どんな言葉を掛けたらいいだろう」
、
「こんな遊具
で喜んでもらえるのだろうか」
、
「そもそも泳げるんだ
ろうか」など、様々、悩んだ様です。確かに、園児
達の泳力を把握しないままでは困難な状況は変わり
ませんから、園児にアームヘルパーを装着してもら
い、泳力では活動に影響が出ない様にしてみました。
園児とお兄さんの目線が合って、スムーズに意思疎
通し、プールに対しての愛着が深まった、とまでは言
い切れないまでも、無事に終了することが出来ました。
幼稚園の先生方は勿
論 の 事、 様 々 な 方
面から沢山の方々に
支えられて続けられ
ていると実感しまし
た。皆さまのご協力
に、心より感謝申し
上げます。

2019 年７月 22 日～８月 10 日
第 51 回 暁星小学校 水泳実習
水泳実習の目標
①泳力０ｍの児童を無くす。② 5・6 年生の 25 ｍ完泳。
③各学年の目標達成。

～ 子供の作文より ～
いのちのじゅぎょう 小 3 A K . N
「ザブーン！」
宮内先生が、せ中からプールにおちた。うかぶの
だろうか？それとも、しずむのだろうか？どうなる
のだろう。そう、今日は着衣水泳の授業だ。
ふくをきて、プールにとびこむと、びっくり！空
気のかたまりがぼくのふくににげこんだ。ぼくは、
ぽっこりおなかになった。次にクロールを泳いだが、
手が前に出ず思うように泳げない。なので次は、平
泳ぎで泳いだらクロールよりはましだった。
自分は、この体けんでふくをきておぼれた時は、
無理せず、水の上で手を広げ上手にうかぶことを学
んだ。そして、たった一まいのふくが自由をうばう
ことを学んだ。
いのちにかかわる大切な授業をこんなに楽しく学
べてよかった。

幼稚園の水遊び
「裸足になるとくすぐったい。
」
「冷たくて気持いい。
」子供たち
の目が輝く 6 月…。幼稚園で
は、発達段階に応じた水遊び
のできる環境を準備します。
子供たちは、水に親しみ、水
の心地良さを体験します。裸
足で砂場に入り、作った山に
水を流したり高さの違った樋
を組み合わせたりして水の流
れを楽しみ、水を通して想像
的な遊びを見出します。水遊
びは、新たな子供同士の人間関係を強めます。
季節ならではの水遊びは、思い切り遊びこむ姿が
見られ、充実感を味わっているように感じます。夢
中になって水遊びをしている姿は、友だちとの交わ
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りを広げ、心を開放するよい
機会となっています。
高校生と年長児によるプー
ル遊びは、昭和４0 年代の開園
後間もない頃から行なわれて
きている記録が残っていまし
た（天候の関係で未実施もあ
りますが）
。今年度は、安全面
を強化し「アーム」の装着を
行いました。子供たちは、高
校生が準備してくれた「アー
ム」という小さな浮き輪を両
腕に身につけ、プール遊びを楽しみました。高校生
の優しい言葉かけや眼差しを通して、
「相手を思いや
る気持ち」が子供たちの心に伝わったのではないで
しょうか。

学園を支える力

Mouvements .......................................

― 暁星学園食堂から ―
店長

大友せつ子

「人と社会を健康に美しく」を目標に掲げる私たちシダック
ス（シダックスコントラクトフートサービス株式会社）は、
暁星学園から委託されて、学園食堂を運営しています。この
食堂の運営を開始した平成１１年から、すでに 20 年になろ
うとしています。
現在のメニューは、毎日変わる定食に加え日替わりの丼物、各種のカレーや麺類ですが、一番は食べに来
られる生徒さんたちのお腹に満足がいくものを前提に、栄養のバランスを考えて一生懸命に献立を考えてい
ます。料理を食べ終わった後の生徒さんたちの笑顔、これが私たちへの最高のご褒美です。
このようなお昼のメニューに加え、午前中の中休みや放課後には、ポテトやホットドックなどのスナック
類も準備して子供たちを待っています。
実は、当社（食堂）では、このほかに OB の皆さまや保護者の皆さまのお集まりなどでも、ケータリング
を含めてご利用いただいています。軽食からパーティ形式まで、あらゆるニーズにお応えしていますので、
お気軽にお声がけ下さい。
そして来年 9 月の新食堂への移転の際には、これまで以上のサービスとメニューの充実を検討していると
ころですので、楽しみにしていて下さい。
最期に、今回の消費税の引き上げに伴い、一部のメニューの価格改定を行いました。この場を借りてご報
告致します。どうか、今後ともよろしくお願いいたします。

― 三越伊勢丹購買部より ―
店長

川口浩一郎

いつもご利用頂きましてありがとうございます。
私たちが暁星学園様と歩み始めたのが平成 18 年 7 月からで
すので、早いもので 14 年がたとうとしております。
主に制服等及び文具品を販売しております。
生徒・児童・園児の成長には著しいものがあり、サイズが
大きくなるのを事前に計算し、品揃えを考えております。
「サイズ切れ」でご迷惑をおかけするときもありますが常にお買物にご来店した際にお渡しが出来るよう
に心掛けている次第です。
いつでも「欲しいものがある。
」と全生徒・児童・園児・保護者に思われるよう笑顔とともに努めてまい
ります。
又、4 月に価格改定を行います。まことに申し訳ありません。後日、詳細を書面でお知らせ申し上げます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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出 来 事 ...
..................................................Evénements
第４０回フランス語フェスティバル
仏語を第一外国語として学ぶ各私立学校の高校生の発表の場である当フェスティバルは、今年でつ
いに第４０回を迎えました。皆さんの中にも、女装をした暁星男子のあでやかな姿を一目見ようと足
を運ばれた方々も少なくなかったのではないでしょうか。
今年は下町で営む食料品店兼場末のカフェが舞台の作品を選びました。ピエール・グリパリという
作家の『抜け目のない子ブタ』です。新講堂完成後初めての開催ということで、緞帳に輝く星へのオ
マージュの意味も込めて作品を選びました。
主人公は星座になりたいと願う一匹の…子ブタ。このやや破天荒なユーモアの作品では、昨年の『裸
の王様』以来、日々旺盛なエネルギーを漲らせている新高一が主な配役を担いました。ピカピカと光
るものには目がなく、
「ブタ座」になれぬ腹立たしさに北極星を飲み込んでしまう憎まれっ子の子ブタ
君と彼に振り回される個性豊かな登場人物たち。星々の飾りつけと片付けに追われる「暁の少女オロ
ール」
、日蝕の危険を冒しつつも黒衣を身にまとう
謎の男。そう、太陽が正体のこの謎めいた男を相手
に店に匿った子ブタ君を守り通そうとする健気な子
供たち。
台詞回しには大層苦労しながらも皆様の記憶に残
る劇になったと思っています。

【校内美化のために

さま
ざま

－護美箱の設置－】

2020 年 1 月～ 2020 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２）・漢字検定（1，6 年）
・保護者会
1 月 ・学年ミサ（高 2）
・福者シャミナード記念日
・シャミナード・デー
・校外学習（5 年）
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学期

校内美化を是非ともお願いしたいとの多数
の保護者からの声を受け、中高内の屋外要所
にゴミ箱（護美箱）を新たに設置しました。
また、小学校グラウンドのゴミ箱も新しくし
ました。
場所により、種別が多少異なり、最大のケ
ースでは不燃（青）、ペット（白）、可燃（赤）
の 3 つの護美箱が並び、フランス国旗を模し
た形となります。
このほか、ゴミなのか判別し難いものをい
れるカゴ状の放置物入れも設置しました。
ゴミの放置は、学園の顔を汚すことにもな
ります。学園でも指導を強化して参りますの
で、各ご家庭でも分別回収と校内美化へのご
指導をお願いします。
なお、校内美化についてのご意見をいつで
もお待ちしています。

・中学入学試験
・初金
2 月 ・保護者会
・百人一首大会
・生徒会行事

・参観日
・豆まき
・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

・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

5月

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）

・那須合宿（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（2，5 年）
・参観日

・中高運動会参加（年長）
・ファミリーデー
・保護者会

学期

6 月 ・修学旅行（高２）
・学年ミサ（中３）

7月

・保護者会
・ひなまつり会
・修了を祝う会
・修了式／卒園式

・学年ミサ（高３）
・中間試験

1

４

幼稚園
・始業式
・保護者会
・福者シャミナード記念日
・学級懇談会（年少）
・観劇会

・期末試験
・終業式
・校外合宿（中 1）
・英・仏 語学研修（高 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）
・一般サッカー合宿
・終業式
・那須体験合宿

Annonce....................................................... お知らせ
【授業料等の改定】

中学入試の新入試について
令和 2 年度の中学入試から、新しい日程で行わ
れます。まず、例年 2 月 3 日に行われていた一
般入試を、第 1 回（2 月 2 日午前）と第 2 回（2
月 3 日午後）で 2 回行います。第 1 回（2 月 2
日午前）の入試は国語・算数・社会・理科の 4 教
科で、第 2 回（2 月 3 日午後）の入試は国語・算
数の 2 教科になります。
また、例年一般入試と同じ日に行っていた帰国
生入試を、12 月 2 日に行います。国語・算数・
外国語の筆記試験を行った後、午後から外国語と
日本語で面接を行います。いずれもネット出願の
みで、合格発表もネットで行います。
変更した経緯は、中学入試において午後入試が
定着し、受験生の負担軽減を考慮して、2 月 2 日
午前に試験を設けました。また 2 月 3 日のイメ
ージを残す形で、3 日の午後に第 2 回の一般入試
を行い、複数回受験を可能にしました。グローバ
ル社会と言われている昨今、仏語と英語の複数言
語を授業で行っている学校として、一般入試と同
じ試験を受けるよりも、帰国生の力がより発揮で
きる形を模索し、帰国生入試の変更を行いました。
これからも暁星学園が
求める生徒像に照らし合
わせ、中学入試のより良
い在り方を考えていきた
いと思います。

令和 2 年度から、授業料と維持費と施設費の納
付金を改定します。ご参考ですが、授業料は、平
成 20 年度、維持費は平成 21 年度、施設費は平
成 12 年度以来の改定となります。
授業料です。最大 6 年間かけて毎年 1 学年ずつ
改定されます。ただし新高１は変わりありません。
新中 1 は一月 2 千円、年間 2.4 万円の改定額。新
小 1 は一月 2.5 千円、年間 3 万円の改定額。幼稚
園の新年少も一月 2.5 千円、年間 3 万円の改定額
となります。そして再来年度であれば、新中 1 と
中 2、新小 1 と小 2、幼稚園は新年少と年長に新
授業料が適用されていきます。
つぎに、維持費です。これは、学園一斉の改定
となります。一月千円、年間 1.2 万円の改定額で
す。因みに今は、小中高とも月 1.6 万円ですので、
月に 1.7 万円となります。幼稚園は、月 1.1 万円
ですので、月に 1.2 万円となります。
そして、年間分を一括でお願いしている施設費
です。これは、幼小中高とも同額の年 10 万円で
すが、これについても学園一斉に 2.5 万円の改定
額、年 12.5 万円となります。
消費税の 10% 化等もあり、大変な時かとは思
いますが、どうかご理解のことお願い致します。
これらの納付金の改定によりまして、学園は教育
環境の充実、教材や行事の充実、そしてさらなる
学内工事の進展などに運用していくつもりです。

奨学金制度の一部改定についてのお知らせ
「暁星学園奨学金制度」
（平成 30 年 1 月 1 日施行）を、令和 2 年度から授業料等の改定に併せて一部改定します。
これまで奨学金額は授業料相当分のみでしたが、これに加えて維持費相当分も対象とします。よって、小中高ですと年間で
約 20 万円程度奨学金が多くなります。もしもの時を考え、より安心につながるものと考え改定させてもらいました。
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

対

象

支給要領

期

間

返還要否

出願時期

（改定後）
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

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
料及び維持費分を
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

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

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

「暁星学園同窓会創立 120 周年を迎えて」
暁星学園同窓会

会長

横山

「エトワール祭」では、皆様が学園の歴史と
伝統を継承しつつ、新時代に向け「スタート
ライン」に立ち、眼前の「輝ける未来」に果
敢に挑戦されようとする、皆様の決意を感じ、
たいへん嬉しく思いました。
さて、同窓会は 1900 年（明治 33 年）に
設立され、お蔭様で、2020 年に「創立 120
周年」を迎えます。学園は 132 年で、1892
年 1 名卒業後、当時同窓生 54 名在校生 162
名でした。
同窓会では、皆様のご協力を得て、本年末
発行の同窓会誌「暁星」を「創立 120 周年記
念特集号」とし、
来年と 2 回に分けて、
「同窓生・
恩師のご紹介」を特集させていただくことと
いたしました。ご協力いただいた皆様に心か
ら深謝申し上げます。これまで、“ どのよう
な諸先輩、先生方がおられたのでしょうか？ ”
マリア会宣教師による学園創立から、“ 建学
の理念 ” の下で、歴代の恩師により育まれて
きた諸先輩の学園生活、その後の人生と数々
のご功績にも接することができました。皆様
の言動に感嘆、感動することばかりでした。
今回特集の「創立からの 60 年間」は、日
本の激動期、大戦を挟んだ極めて困難な時代
に、想像を絶する体験をされながらも、国の

悠喜

内外で、あらゆる分野で、素晴らしい活躍を
され、社会に大きく貢献されてこられた諸先
輩の各証言は、重く説得力があります。
一部をご紹介しますと、
「いかなる過酷な困
難な時でも、卒業生であることは常に大きな
誇りであり、多くの荒波を乗り切ることがで
きた」
、
「世界に通ずる “ 暁星スピリット ” は
人生の指針として私を導いてくれた」
、「仏・
英語に堪能で、ユーモアやエスプリにも富み、
温かい人柄の真の国際人」
、
「困っている不幸
な人々への慈愛の教えに共感し行動する人」。
恩師についても、
「伝統に裏付けされた自信と
揺るぎない使命感による教育への献身は、強
力な説得力を持ち、生徒達はこの “ 精神的な
もの ” に深い畏敬の念を持っていた」、「物を
大事にし、質素な生活態度の先生」
、
「生徒へ
の心づかいの思い出」等、改めて強く感銘と
示唆を与えてくれるのではないでしょうか。
「古き良き時代の思い出」と思われることも
多いかもしれません。しかし、世界も時代も
変わっても、不変なもの、変わってほしくな
いものもきっとあると思います。諸先輩の築
かれた良き伝統を、次世代の皆様に継承する
という使命のもと、同窓会の更なる発展のた
め注力してまいりますので、皆様のご支援の
ほど宜しくお願い申し上げます。
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