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ぜひ一度ご覧ください!
随時更新されるPTAからの情報をチェック

PTAを

クリッ
ク！

パワーポイントを使って
の紙面作成、Zoomで自
宅からでも作業に参加
できるようになりました。

A3の用紙を紙面に見立
てて、手書きで作業して
いました。

　12月3日に清教学園PTAクリスマス礼拝が開催されました。ゴスペルソング
『This Little Light Of Mine』『星の光』でイエス・キリストのご降誕をお祝
いしました。
　3年ぶりに結成されたPTA聖歌隊はこの日に向けて練習を重ね、初めは緊張
でいっぱいだったゴスペルソングも次第に笑顔いっぱいの手拍子となり、輝か
しい歌声がチャペルに響き渡り、素晴らしい舞台となりました。
　礼拝では井上チャプレンによる『We will meet again』と
題したお話を聞かせていただき、清教学園PTA OBで結成
された、グレイス聖歌隊による特別讃美、ハンドベル部による
クリスマス曲の演奏等、素晴らしい祝福と讃美に包まれ、
心からクリスマスをお祝いすることができました。

PTAクリスマス礼拝PTAクリスマス礼拝

国際交流委員会は来校されるカーメル
校やキングス校の生徒・先生に浴衣を
着ていただく企画を毎回しています。
体格の良い方がたくさんおられます
ので、大きなサイズの浴衣を募集します。
着払いで郵送か学校事務室に届けて
下さい。（下記の制服と同じ方法です）
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大阪私立中学校高等学校保護者会連合会
主催の大阪私学振興大会に教員、PTA役員
が代表として参加しました。

３年間お世話になった先生方に感謝の
気持ちをお伝えし、みんなで撮った写真
を載せたクリアファイルを先生方と生徒
の皆さんにお配りしました。

今年も心を込めて、
学年委員会で
ラッピング

　広報委員会は各委員会の魅力
ある行事や、学園の行事を支える
活動を掲載するミックスニュースを

発行します。2020年度以後、各委員会が行事を企画しても中止
になったり、内容を変更しなければならないことが続きました。
行事が無くミックスニュースが発行できない時もありましたが、
行事や活動を悩みながら進めていく過程や、委員の尽力を

校長先生のご挨拶校長先生のご挨拶
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❷ ご持参の場合、クリーニング後
　  学校の事務室に預けてください。
●お子さまが事務室にお持ちいただくことも可能です。
●「PTA制服リユース」と表示していただけると
　事務室の方に分かりやすいです。

❶ 宅配便をご利用の場合
　  着払いでご発送ください　

〒586-8585 河内長野市末広町623
清教学園PTA・制服リユース 宛送付先

急募!!清教学園制服!!
卒業される皆さん！！

※制服・体操服どちらも必ずクリーニングに出していただき、クリーニングのタグは付けたままにしておいてください。（体操服のネーム刺繍は、清教キャンパスで直し縫いができるので、刺繍部分はそのままお出しください）

襟章はそのまま
出してください、大人気です 譲り受ける制服は無料です 制服リユースはモノを大切に

使うの精神で始まりました

いつでも
受付中!!

ミックスニュースの紙面はPTAブログでもご覧になれます

PTAに関するお問い合わせはメールで受け付けております。

3年ぶりの聖歌隊結成！

とても情熱的でユニークな
高橋めりー先生に
指導していただきました。

編 集 後 記
～広報委員会～

清教学園中・高等学校 校長

森 野  章 二

会員の皆さまにお伝えしたいと考えました。紙面に楽しい
交流や活動が少なくなりましたが、ミックスニュースにかけ
た思いを、是非知っていただきたかったです。
　ミックスニュースの発行には決まりはありません。柔軟に
その年の委員で考えています。写真撮影だけ、出来上
がった新聞の仕分けだけ、そんな参加でもかまいません。
広報委員として活動しませんか？

以前 現在

　PTA会員の皆さま、平素は様々な方面から
学校の教育活動をお支えくださり、心から感
謝いたします。
　今年度もコロナ禍は収束を見せず、感染症
の拡大もまだまだ続いている状況ではありま
すが、学校においては、with コロナを念頭に、
少しずつ通常の活動を再開し始め、体育大会
や文化祭、宿泊行事等も何とか実施が叶い
ました。
　清教学園の生徒たちは、どのような状況下

でも、明るく元気に、その時その時にできることに
力を尽くしてくれています。そのような生徒たちを
本当に誇りに思います。
　PTAにおかれましても、感染対策に心を砕き
ながら、可能な活動を少しずつ進めてくださいま
した。昨年度も記しましたが、学校における活発な 
PTA 活動は、生徒たちにも良い影響を与えている
と多くのところで報告されています。感染禍はまだ
しばらく続くものと思われますが、今後ともどうぞ
よろしくお願いいたします。
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私学振興大会私学振興大会
髪留め・巾着も
同時募集!!
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Christmas

参加
90名清教学園チャペルにて

14：00～
清教学園チャペルにて
14：00～

学年委員会

聖歌隊委員会

パイプオルガンの演奏は
PTA 会員の皆さまどなたでも
立候補を受け付けています。

ハンドベル部

グレイス聖歌隊

～聖歌隊に参加してみて～
ゴスペルに興味があったので一人で参加してみました。指導してくだ
さった先生がとても明るく楽しい方で、毎回の練習がとても楽しみでした。
来年もぜひ参加したいです！

初めて参加された保護者の方に感想をいただきました!

「先生に感謝を伝える会」「先生に感謝を伝える会」

クリーニング不要！
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留学生を我が家に受け入れ、我が子を留学に送り出した
保護者のお話は興味深かったです。

子ども達が学ぶ聖書に私たちも
ふれる機会になります。

中学の模擬店に参加しました。

スポーツドリンクの
配布をしました。 グルーデコを使ったアクセサリー作りをしました。2022年度の本部役員です。

飾りが取れていたり、傷んでいたりした
リースを修繕しました。

2019年にキングス校が来校してから、着る人のいな
かった浴衣に風を通して整理しました。

子どもの成長を見守る親の姿勢を語り合いました

バスツアーができない今年度は、
２回目の文化教室でフラワー
アロマスタンド作りをしました。

中3、高3のクラス委員が参加し、卒業式に向けての
準備を始めました。

準優勝！準優勝！

研修委員会は「はーとふる軽っちゃ」を6月と10月に開
催し、グルーデコを使ったアクセサリー作りとフラワー
アロマスタンド作りを楽しみました。例年ですと秋に
バスツアーを開催するのですが、コロナ禍で残念ながら
3年連続開催できませんでした。来年度は例年通り春に
「はーとふる軽っちゃ」で文化講座を秋にはバスツアー
を予定しています。開催はコロナの感染状況を見なが
らの判断になると思いますが、皆さまふるってご参加く
ださいますようお願いいたします。

聖歌隊委員会は、7月と2月に「カリヨンの集い（聖書に基づく井
上チャプレンによるお話の会）」と、12月に「PTAクリスマス礼
拝」を開催しました。カリヨンの集いでは、清教学園の建学の歴
史、聖書に基づいた教育を受けたいという学生の意欲等大変興
味深いお話を伺いました。PTAクリスマス礼拝は3年振りにPTA
クリスマス聖歌隊を結成し、マスク着用ながらゴスペルソングで
イエス・キリストのご降誕をお祝いすることができました。多くの
方々のご参加・ご協力をいただき感謝しています。

今年度もコロナ禍が続く中でしたが、少しずつでき
ることが増えた1年でした。
1学期には、中高共にクラス委員会を開催すること
ができ、先生方から貴重なお話をいただく機会を
もつことができました。2学期には、中高合同文化
祭の模擬店に参加し、中学のクラス委員さんと力
を合わせて、文化祭を盛り上げました。また、クリス
マスラッピングの作業は学年毎に行い、クラス委
員同士の親交を深めることが出来ました。

研修委員会

学年委員会

今年度Naviでは、①ゼネラル・コントラクター、
②手術室看護師、③記者、④助産師の4つの職
業紹介をしました。
来年度は、Navi発行だけではなく、電子化や
バックナンバー閲覧機能、職業体験プログラム
などを企画・検討しています。
執筆者も随時募集しています。皆さんの素晴ら
しい職業を生徒のみんなに紹介してください。

Navi委員会

留学生の受け入れ再開に向けての準備期間として、今
年度は1日観光の企画・下見や留学生用の浴衣整理を
行い、『保護者目線で語る、留学とホームステイ受け
入れのあれこれと裏話』と題しハイブリッド講演会を
開催しました。
この夏、４年ぶりにカーメルからの学生をお迎えすると
聞き、私たち国際交流委員はとてもワクワクしています。
留学生も生徒も、保護者も先生方も心に残る楽しい
受け入れとなるように、PTA国際交流委員会として
一緒に活動いただける方をお待ちしております！

国際交流委員会

聖歌隊委員会
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