
 
 
保護者の皆様 
 
 

                            
～ 連休だからこそ ～  

園 長 中原 道夫 
 いよいよ大型連休が，始まります。近くのスーパーの掲示板には，「当店は，一月一日しか休みません。ご安心

ください。」と，お知らせがされていました。連休の間，食料はどう確保したらよいのかという悩みは，巷ではよ

くある事なのでしょう。銀行も，ＡＴＭは休日並みに稼働すると聞いて，一安心しました。年末年始とはまた異

なった初体験を前に，大人が戸惑っていると言えるのではないでしょうか。 
この機会に，行楽地へ出かけるという連休の過ごし方もよいと思いますが，普段の休日にも出来る事はさてお

いて，この大型連休にしか出来ない事を，体験して戴きたいと希望しています。 
第一には，「親や兄弟姉妹と共に，過ごす時間を長く」のテーマで，この連休を過ごされませんか。 

 
（植物の栽培を始めませんか） 

 球根の栽培などを，始めてみては如何でしょう。観賞用の植物でもいいし，食べる事の出来るトマト・きゅう

り・イチゴなどの栽培を始める絶好の機会ではないでしょうか。種を蒔く事から始めて，植物を育てていくとい

う体験は，命ある物を身近に感じると同時に，写真や動画と言う間接体験ではなく，命を育てる事を手の感触等

で実体験出来る大切な経験です。 
 
（読書を始めましょう） 

まだ字が読めなくても，親が本を読んでいる姿を見る事は，読書習慣への入門的体験です。 
ＩＴ機器を，今は使いこなせなくてもよいでしょう。現在，最新と言われている技術は，この子たちが学生に

なる時には，過去の化石的な存在でしかなく無くなっているのではないでしょうか。ＩＴ危機の技術習得よりも，

文字を読む事，また文字から感情を理解する脳体験を，この機会に始めては如何でしょう。同じ絵本でもよいか

ら，読んであげる事，そして本人が読んでほしい本を，読んであげましょう。音声と文字の一致が，文字の習得

の第一歩となります。 
 
（一緒に食事をしましょう） 

 親との会話は，内面の成長になくてはならない大切な行為です。普段は仕事で，なかなかゆっくり話すことが

出来ない事が多いかと思いますので，このような機会に，親の小さかったときの思い出話をしたり，子どもたち

が話す事を，向かい合って顔を見ながら，訂正しないでそのまま聞き取ったりしましょう。言葉の使い方や時間

の錯誤は，自ら話す事で，親との会話の中で自然に改善されていきます。自分の話を聞いてくれる身近な人が，

親だと言う意識を確立する事は，思春期を迎え，一人で悩んだり閉じこもったりしない青少年に育てる手立てと

して，とても大切な事です。 
 
（生活を整えましょう） 

・普段と変わらない時間に，起きたり就寝したりして，生活習慣を乱さないようにしましょう。連休明けに登園

を嫌がったり，自分で出来ていた事が退行してしまう現象が，普段の連休後に見受けられる事があります。 
生活習慣は，成長段階においてとても大切な教育の根幹です。 
・「おむつ」がまだ取れないお子さんは，はずす練習の良い機会です。初めは失敗するかもしれません。しかし失

敗を叱っては，本人は恐怖を感じ，萎縮してしまいます。親に伝えた事，また一人でトイレに行けた事を，親が

喜んであげる事と褒める事が，成功への第一歩です。 
 
この連休が皆さんにとって，有意義なお休みの時間となりますようにと願っています。そして体調を崩さずに

連休を過ごして下さい。七日の登園の朝，元気な顔の皆さんと会える事を，楽しみにしています。 
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～ 五月は聖母マリア様の月です ～ 
キリストの救いのわざに協力した第一人者・聖母マリアへの崇敬は，初代教会からすでに始まっていました。マ

リア様は神の特別な恵みを受けて救い主・キリストの母となるために選ばれた女性です。マリア様は，神に対す

る心からの従順を示す方として，またキリスト信者の生き方の模範として特別に崇められてきました。 
カトリックの教会では，5 月を「聖母月」，10 月を「ロザリオの月」としてマリアさまに倣って信仰を確認する

月にしています。 
 聖母月の起源については，いろいろな説があります。５月の新緑の美しい季節は，色とりどりの花々が咲き乱れ

る季節です。ヨーロッパでは，古くからこの美しい５月こそマリアさまにふさわしい月と見なされ，「聖母月」と

呼ばれるようになったという説もあります。各地の教会では，聖母マリア様をたたえるいろいろな行事が行われ

ます。 
 ５月の１月間，毎朝，教会でロザリオの祈りをささげたり，5 月末日にその締めくくりとして，荘厳に「マリア

行列」をする教会もあります。マリア様のご像の手に麦の穂を持たせる習慣がある国もあります。それは， 
この習慣の起源は５月の小麦の収穫が豊作であるように祈ることから，生まれたと言われています。 

どのような説も習慣も，イエス・キリストに従い，信仰を守り，従順・純潔で，私たちの母となってくださっ

たマリア様を思い，聖母に倣うように努めていきたいと願う人々の心から「聖母月」が自然に生まれてきたので

しょう。 
聖母月の信心は，１８世紀のイタリアで盛んとなりました。この５月、四季折々の中で春の訪れとともに自然

界の実りをもっとも感じさせてくれ，また主の復活の喜びと希望に満ちた月です。そのような思いをもってこの

月をマリア様にささげ，祈り続ける習慣が誕生したことは当然のように考えられます。 
 
（マリア様を記念する日） 
「神の母 聖マリア（1 月 1 日）」「聖母の被昇天（８月１５日）「無原罪の聖マリア（１２月８日）」などマリア

様に関係のある祝日があります。また，マリア様の出現を記念して（ルルドの聖母の記念日２月１１日）（ファテ

ィマの聖母の記念日５月１３日）を，カトリック教会では大切な日としています。 
 
（マリア様に捧げる祈り） 
この祈りは，ルカによる福音書から作られています。大天使ガブリエルのマリア様への受胎告知の挨拶の冒頭（ル

カ 1:28）。続いてエリザベツがマリアに向かって述べた挨拶の冒頭（ルカ 1:42）から作られています。  
カトリック教会では，「主の祈り」と並んで最も頻繁に唱えられる祈祷文です。このアヴェ・マリアを繰り返し唱

える「ロザリオの祈り」も伝統的な祈りです。  
 

ラテン語 
    Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
     benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. 
     Sancta Maria mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
     nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  
 
    アヴェ、マリア、恵みに満ちた方、主はあなたとともにおられます。 
    あなたは女のうちで祝福され、ご胎内の御子イエスも祝福されています。 
    神の母聖マリア、わたしたち罪びとのために、今も、死を迎える時も、お祈りください。 

 アーメン。  
 
英 語 
     Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee;  
      blessed art thou among women,and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 
      Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, 
      now, and at the hour of our death.   Amen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

５月のねらい 

   年少組  ・戸外でたくさん体を動かして遊ぶ 

         ・マリアさまの存在やお祈りを知る。 

    年中組  ・活動を通して友だちと触れ合う楽しさを知る。 

・いつも見守ってくださるマリアさまの優しさを知る。 

  年長組  ・マリアさまのように優しさを知り，倣おうとする。 

 

 

マリア様の月 ５月に子どもたちがよく歌う聖歌をご紹介します。 

♪ あめのきさき ♪ 

天（あめ）のきさき 天（てん）の門  うみの星と 輝きます 

アヴェ アヴェ アヴェ マリア 

アヴェ アヴェ アヴェ マリア  

  

百合の花と 気高くも  咲き出にし きよきマリア 

アヴェ アヴェ アヴェ マリア 

アヴェ アヴェ アヴェ マリア 

今月の聖句  
   

マリアは言った。 
「わたしは主のはしためです。お言葉どおり、この身になりますように。」（ルカ １：３８） 
 
この言葉は大天使ガブリエルから，受胎告知を受けたマリア様が答えた言葉です。マリア様は， 

当時 12 歳か 13 歳といわれています。私たちから見れば幼い少女ですが，マリア様の答えから思慮深さ

と，謙虚さ，そして神に対する信仰を感じます。 
1:29「ひどく戸惑って、これはいったい何の挨拶か考え込んだ」 

2:19「心に納めて、思いを巡らしていた」 

大天使ガブリエルに対するマリア様の返事から考えると，マリア様は単に心が素直だということ以上

に，とても思慮深い人物であることがわかります。自分ではよく分からないことに対して早急に意味づ

けてしまわずに，それをそのままに心に納めておくという慎重さもあります。彼女が御使いガブリエル

に語ったことばは，彼女の信仰の深さでもあるといえるでしょう。神様にできないことはない。神様の

意思をそのまま受け入れる純粋な勇気も，この言葉から感じることができるのではないでしょうか。 

 皆さんのご意見を伺うために，図書室入り口横にアンケートボックスを 
設置しました。ぜひ，ご利用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更衣調整期間 ５月７日（月）より 

夏制服への更衣調整期間とします。その日の気候に応じて衣服の調整を行ってください。 

ボレロ，ブレザーの着用は自由です。 

 

男児   ブレザー着用時  → 紺色のネクタイ（ブレザーにつける） 

     ブレザー着用なし → グレーのネクタイ（ブラウスにつける） 

 

※５月３１日（金）より全員，夏制服（麦わら帽子含む）の着用をお願いいたします。 

また，制靴については上記のお知らせとお願いをご覧ください。 

 

 

 

 

親子遠足 ５月１４日（火） 

新しいクラスのお友だちや保護者の皆様の親睦を深めるために，親子遠足を実施いたします。 

詳細につきましては後日，別紙にてご案内いたします。 

持ち物： お弁当，水筒，おやつ 

（アレルギーのお子様もいらっしゃいますので，交換などはお気を付けください。） 

服 装： 体操服（夏・冬体操服どちらでも構いません） 

     白ハイソックス・黒靴 

時 間： １０：００～１３：００（予定） 

 

 

 

 

尿検査 ５月８日（水） 

４月２３日（火）に検査キットを持ち帰っております。詳細記載の手紙と容器をご確認ください。 

５月８日の尿検査日に必ず提出してください。検査結果によってはプール入水できません。 

個人的に病院にて検査を受けていただく必要があります。 

 

 

 

５月連休明けから運動会の練習を始めます。活動しやすいように，毎日体操服を持た

せてください。園で使用後は体操服袋に入れて持ち帰ります。翌日は体操服袋に入れ

て持参してください。よろしくお願いいたします。 

 また，屋内での運動会開催のため，子どもたちが十分に活動できるように夏用靴（白

靴）を運動会当日まで体育館シューズとして代用いたします。運動会までの期間中は

白靴を園で預かりますので，運動会までは黒靴で登降園します。ご了承ください。 

 ※白靴に記名の上，巾着袋に入れて持たせてください。 

また，袋にも大きくはっきりとご記名ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～幼稚園よりお願い～ 

① お仕事用の雑巾を作ってください 

黄色と水色のタオルを袋縫いにして完成サイズが 11㎝×14㎝ になるように作って 

ください。 

提出は 5月 7日（火）にお願いいたします。 

※雑巾への記名の必要はありません。 

※子どもたちが自分で扱うために,このサイズが必要です。机用に黄色，床用に水色と 

色を分けています。 

② お迎えの際に，保護者の方とのお話を。 

家庭との連携を深めるために，お迎えの際に，一言お話するように心がけています。 

順番にお呼びしていますので，お待ちいただくことも多々ありますが，ご協力ください。 

お急ぎの場合は，その旨お伝えください。 

常時預かり保育を利用されている方は，ひまわり連絡帳などを利用してお知らせするよう 

にいたします。 

③ 年長組 

・マーチングで使用するハンガーを，５月１３日までに氏名記入の上お持たせください。 

・運動会総練習・当日とも賢明マークが入った白ソックスを使用しますので、ご準備ください。 

④ 水筒について 

・コップ式のものを自分で開けることができない園児がいますので，ご家庭でも練習をして 

ください。なお，幼稚園で補充するお茶は，麦茶です。 

マリア様をたたえる集い ５月３１日（金）参観９：１５～祈りの集い終了まで 

いつも私たちを見守ってくださる大好きなマリア様にお花を捧げ，皆でお祈りをします。 

保護者の方も一緒にお祈りください。 

 

《参観の観点》こんなふうに子どもを見てください 

・私の子どもの褒めるきっかけを見つける。 

・他者と比較しない  （早い⇔遅い 上手い⇔下手  ではありません） 

 

《お知らせ・お願い》 

○午後保育を行います。保護者の方は祈りの集いの後，お帰り下さい。 

○３１日当日，１束の生花をお子様に持たせてください。（子どもが片手で持てる程度） 

○お花のラッピングは不要です。子どもたちが生けますので簡易な包みでご用意ください。 

○とげのある花はご家庭で処理をしてから，持たせてください。 

○保護者の方の参観場所は２階エントランス，及び２階廊下から静かに参観ください。 

○祈りの集いです。沈黙でお願いします。お子様に声をかけたり，手を振ったりすることは祈りの

場の雰囲気を乱し，保育活動の妨げになりますので，やめてください。 

車登録の方は・・・８時５０分 駐車完了 幼稚園駐車場  きく・ゆり・ばら組 縦列駐車 

                    学院駐車場   ふじ・うめ・もも組 枠停め駐車 

自転車の方は・・・幼稚園正門（ピンク門）前に整然と並べてください 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

４月 おつけものデーにご協力いただき，ありがとうございました 

皆様からお預かりいたしました献金はチャイルド・ファンド・ジャパンを通じて送金させていた 

だきました。        ４月１２日（金）  おつけものデー  ￥21,586 

 

期成会（賢明学院寄付金担当部門）より寄付金のお願い 
  創立１００周年を目指すミッションスクールとして，賢明学院に学ぶ子どもたちの明るく輝く未来のために，

学校施設・学習環境の充実を計っていきたいと思っております。 
 その取り組みの一環として，「６０周年期成会寄付金」の寄付金事業を継続するかたちで， 
寄付金募集を行ってまいります。 
倍旧にも増して皆様方のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
【寄付金募集および名称】 

〇 名  称： 「６０周年期成会寄付金」 
〇 募集期間： 2017 年 9 月 1 日 ～ 2019 年 8 月 31 
〇 一  口： 個人５千円  法人３万円  
〇 目標額 ： ６０００万円 

  【用 途】  ・空調入替（小学校、中学高校） 
・照明のＬＥＤ化，水銀灯のＬＥＤ化（幼稚園、小学校、中学高校） 
・幼稚園の集会室整備 
・その他 

 
【担当部門】 賢明学院期成会事務局 担当（西村・高島） 

ご案内資料及び申し込みにつきましては賢明学院ホームページ「寄付募集サイト」 
もしくは, 期成会事務局（TEL ０７２-２４１-１６７９）までお問合せください。 

おつけものデー ってなあに？ 

賢明学院では毎月第 1 金曜日をおつけものデーとして粗食を行っています。学院に通う園児・児

童・生徒・教職員で取り組んでいます。 

この取り組みは来日されたマザーテレサの話を聞いた賢明学院小学校の児童の発案により 1983

年から始まりました。現在，幼稚園では各学年で里親になっているフィリピンに住む「もう一人の

お友だち」がいます。境遇は様々ですが，そのお友だちを支援するために，おつけものデーの日は，

おにぎりとおつけもののお弁当をいただき，おかずと果物の分の献金（２００～３００円程度）を

します。皆様からお預かりしました献金はチャイルド・ファンド・ジャパンを通じて送金させてい

ただきます。ご協力ください。 

 

★もう一人のお友だちをご紹介します★ 

きく・ふじ組 ジェニヴィ ローレンちゃん  ２００８． ４．１２生まれ（フィリピン） 

うめ・ゆり組 ジェマイ・ブフンガンちゃん  ２００６． ５．３０生まれ（フィリピン） 

ばら・もも・ふたば組  

パウロ・デュレティンくん   ２００８．１２． ６生まれ（フィリピン） 

 

 

 


