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The Montessori Program at Marist Brothers International School
マリストブラザース国際学校モンテッソーリプログラム概要
The Objectives and Goals of a Montessori School
モンテッソーリプログラムの詳細及び目標

The main purpose of a Montessori school is to provide a carefully planned, stimulating
environment which will help preschool and kindergarten aged children develop within
themselves an excellent foundation for creative learning.
モンテッソーリプログラムとはしっかりと企画された、刺激のある環境で幼児教育を通して、創造
に満ちた学ぶ習慣を身に付けるものです。
The learning materials in a Montessori school have been designed to provide a wide variety
of learning experiences aimed at the developmental needs of this age group. The activities
involving the handling, manipulating, and working with these materials prove to be intensely
fascinating and absorbing for the young child. When engaged in well-structured tasks, the
child experiences a deep inner satisfaction, which leaves him/her with an overall positive
attitude toward everything connected with school. Therefore, the specific goals for the
children who attend the Montessori school will be:
このプログラムの教材は、幼稚園児の年齢にあった、幅広い教育経験を提供する為に企画され
たものです。モンテッソーリ教材を使用したアクティビティーに参加することによって、子供達は楽
しみながら、より学びやすい環境で成長をして行くのです。子供達が、こういったアクティビティー
に従事する事により自己満足を経験し、自信を持ち、学校を楽しい場所だと実感します。その為、
モンテッソーリプログラムに通う子供達の主な目標とは：
a) Developing in each child a positive attitude towards school.
学校という場を楽しい場所と認識する。
b) Helping each child develop self-confidence.
子供に自信を着けさせる。
c) Assisting each child in building a habit of concentration.
子供一人一人の集中力を養う。
d) Fostering in the child a healthy curiosity in education.
子供の好奇心を引き出す。
e) Developing habits of initiative and persistence.
物事を諦めない精神を養う。
f)

Fostering inner security and a sense of order in the child.
子供の内面的安定・安心感を養う。

g) Helping the child develop his/her sensory-motor skills through activities which call for
the manipulation of a wide variety of specially designed materials.
教育材料により、心身の発達を促す。
h) Helping the child to develop socially.
社会性を養う。
i)

Helping the child develop his/her creative intelligence and imagination.
子供の想像力と思考力を養う。
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A child most easily learns the ground rules of human behavior between two and a half and
six years old.
生活に必要なルール等を容易に習得できるのは2歳半から6歳までとされる。
In conclusion, the purpose of the Montessori pre-school is to help the child develop within
himself the foundational habits, attitudes, skills, appreciations, and ideas that are essential
for a lifetime of creative learning.
結論として、モンテッソーリは幼児の基本生活習慣、生活態度、物の考え方など、将来に必要な
技術を養うプログラムです。

Placement of your child in the Montessori Program
モンテッソーリプログラムでのクラス分け
There are two classes in the Montessori Program, Children’s House 1 (CH1) and Children’s
House 2 (CH2). Each class is staffed with a Montessori Lead Teacher and a Montessori
Teaching Assistant.
モンテッソーリプログラムではチルドレンハウス１（CH１）とチルドレンハウス２（CH２）の２クラス
があり、それぞれのクラスに担任の先生１人とアシスタント１人の大人２人で構成されています。
The School Day 学校生活
Marist Brothers International School follows a 6-day schedule which is detailed on the
school’s calendar. Please refer to the School Calendar each morning to see which day of the
6-day cycle it is. Then refer to the Montessori Class Schedule to find out which lessons your
child will have that day; various ’Specials’ classes such as Library, Music, Japanese, Art and
P.E take place throughout the day. Children should wear the school’s P.E uniform on P.E
days. The School Calendar and the Montessori Class Schedule are sent out on the first day
of school in your child’s Communication Folder.
マリスト国際学校では学校カレンダーに記載されている、6デイズサイクルによって授業が行われ
ます。毎朝学校から配られますカレンダーでその日が６日周期の何日目かを参照していただいて
から、モンテッソーリデイリースケジュールをご覧いただき、お子様がその日に行う授業をご確認
ください。。1日を通して、図書、音楽、日本語、図工、体育など様々な特別授業が行われます。
体育がある日は体操服を着て登校して下さい。スクールカレンダーとモンテッソーリスケジュール
は学年度の初日に連絡フォルダーを通してお配りいたします。
The Montessori Work time is from 8:35am until 11:12am. It includes Practical Life, Sensorial
Education, Language & Literacy, Mathematics, and Culture.
朝のプログラムは午前8：35から11：12です。この時間に含まれる活動は、実践生活実習、感覚
教育、地理、算数、語学習得や文化などを取り入れた活動です。
The children have lunch in their classroom from 11:13am until 12:00pm, after which they
have recess from 12:00pm until 12:46pm.
子供達は午前１１時１３分から午後12時まで教室にて、昼食をとります。その後、お昼休みは午後
12時から12時46分までです。
After recess, the older children (aged five at the start of the school year) of both CH1 and
CH2 leave Montessori to study in the Kindergarten Program for the afternoon. This class
helps the children in their transition to First Grade; more information is available from the
Kindergarten teacher. The Kindergarten class is held in CH2’s classroom.
昼休み後は、CH1とCH2の両クラスの年長児(5歳児グループ)が、キンダーガーテンのクラスに
参加する為、モンテッソーリを離れます。このクラスで1年生に向けての準備が行われます。キン
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ダーガーテンクラスについての詳しい内容はキンダーガーテンクラス担当の先生からお知らせが
あります。キンダーガーテンの授業はCH2の教室で行われます。
The younger children of both CH1 and CH2 also come inside at this time for a rest, followed
by further Montessori lessons which are held inside CH1’s classroom.
CH1とCH２の年少と年中の子供達はCH1の教室にて休憩時間を取った後、モンテッソーリの授
業を続けます。
All children are dismissed at 3:10pm.
全ての生徒の下校時間は午後3時10分です。

The Curriculum
The Areas of the Montessori Prepared Environment
5

モンテッソーリ教育分野、カリキュラム内容
The Marist Pre-School Program for 3-5 year olds follows the Montessori Curriculum and
covers a 3-year period. It is arranged into the following subject areas: Practical Life,
Sensorial Education, Mathematics, Language & Literacy and Cultural.
3歳から5歳児の為の、モンテッソーリプリスクールプログラムはモンテッソーリカリキュラムを使用
した3年間の指導プログラムです。実践生活実習、感覚教育、算数、語学習得や文化などを取り
入れた指導を致します。
Practical Life 実践生活実習
Practical Life aids in the development of skills that allow the child to effectively control and
deal with the social and physical environment in which he lives. There is a growing pride in
being able to "do it for myself" as the child develops both independence and concentration.
Practical Life begins as soon as the young child enters the school and continues throughout
the curriculum to more and more advanced tasks appropriate to the oldest students.
実践生活実習を通して、日常生活の中で必要な社会性や実践能力を養います。また、自分で出
来ると言う自信を高める事により、自立心と集中力が身に付きます。この実践生活実習は入学し
て直ぐに始まり、年を通して実施し続け、年齢を重ねる毎に、だんだんと難しい内容にも取り組ん
でいきます。
The exercises of Practical Life are those essential, simple, ordinary tasks that we do to
prepare, maintain and beautify our environments. To children, they are constructive
activities and serve an internal, developmental purpose. Activities such as sweeping,
dusting, preparing food, washing dishes, and tying shoelaces assist children to achieve
independence and help children to coordinate their movements. As a result of the Practical
Life exercises, children develop concentration as they perform their work, especially if they
repeat the activity.
実践生活実習では、美しい教育環境を整え、維持していくために必要不可欠な、シンプルで日常
的な作業の実践を行います。掃除、食器洗い、靴紐を結ぶなどは、子供の自立を促し自分自身
の動きに幅が出ます。実体験を通じて、反復しているうちに集中力が養われます。
Practical Life Fee 実践生活実習の為の集金
A fee will be charged at the beginning of the school year to cover the cost of the various
Practical Life items. Please see the Appendix for more information.
新年度の初めに、いろいろな実践生活実習のアイテム購入の為に、プラクティカルライフ代をお
支払いただいております。詳しくは別表をご覧下さい。
Sensorial Education 感覚教育
This area of the curriculum focuses on the refinement of the senses. The Sensorial materials
provide exercises in perception, observation, fine discrimination, and classification all of
which play a major role in helping children to develop their sense of logic and concentration.
Sensorial materials are the keys to the world where an even greater variety of colors,
dimensions, volumes, and textures exist. The materials help children to organize all of the
impressions that they have unconsciously absorbed earlier in life.
感覚教育は五感を刺激する事に集中したカリキュラムです。
それぞれの教材は子供達の、認知力、観察力、識別力、分類力などの力を養います。感覚教育
は色、量、大きさや感覚、などのすばらしい世界への鍵となる分野です。感覚教材は子供達が事
前に無意識に得た感覚を整理し養う働きをお手伝いいたします。
Mathematics 数字・算数
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Numeracy and mathematical concepts are presented to children using a variety of specially
designed didactic materials. Concepts are kept as concrete as possible until the child is well
prepared to accept the symbolic. As children progress through the series of specially
designed materials, they move towards abstraction. Eventually, children can use their skills
to solve problems in everyday life.
数の勉強を通じて後に出てくる算数の理論を理解する事ができるようになります。特別な教材で
の指導法です。色々な材料に触れることにより、子供達は成長します。最終的に子供達はこう
いった経験を通して日常生活で起こってくる問題も解決できるようになります。
Language and Literacy 言語と読み書き
The Montessori Children’s House offers a rich environment of language. Pre-literacy games
are followed with a phonics-based approach to literacy. Children are prepared for writing with
Insets for Design, Sandpaper Letters and Moveable Alphabets. The Sandpaper Letters
isolate the sounds of spoken language and allow children to visualize the letter symbol that
corresponds to that sound. With the Moveable Alphabets, the child is actually writing, even
though his hand may not be ready. Children read when they discover that the sounds, when
combined, make words they already know. Reading is organized into the color-coded levels
Pink, Blue & Green. Children further develop an appreciation of language and literature
through stories, poetry, Book Corner and Author Studies.
チルドレンズハウスでは言葉を話す為の豊富な環境を提供いたします。読み学習に入る前の段
階では、ゲームやフォニックスを通して下準備を行います。子供達は、形どりや、サンドペーパー
文字や移動可能な文字アルファベットなどを使用し、書き練習へと準備して行きます。サンドペー
パ文字はそれぞれの文字の音を区別し、子供達は印字された文字の分別も出来るようになりま
す。移動可能な文字アルファベットを使用する事により、手でまだ文字を書けなくても、教材の文
字を組み合わせて、言葉を作りあげて行く事が出来るようになります。子供達は既に知っている
言葉の音と習った文字の組み合わせが一致した時に言葉が読めるようになるのです。読み学習
は、ピンク、青、緑の三段階のレベルに分けられています。子供達は著者についての学習や、物
語、詩や図書などを通して読む楽しみを養って行くのです。
English Language as part of the Montessori Curriculum
モンテッソーリプログラムでの英語教育
The medium of communication in the Children’s House from adult to child is English. If your
child is not a native English speaker, it will be extremely beneficial to enroll your child in an
English program outside school in addition to their regular school hours. There are many
programs available, and we have an English Language Program at Marist. Classes are held
in the Montessori classrooms after school on Wednesdays and Thursdays and also on
Saturday mornings. Please contact mbisenglishschool@gmail.com directly for details.
チルドレンズハウスでは大人も子供も英語でコミュニケーションを取ります。ノンネイティブのお子
様にとって、学外で開校されている英語プログラムに参加されることは非常に有益な活動となる
でしょう。さまざまなプログラムがある中、本校では水曜日と木曜日放課後と土曜日の朝から、イ
ングリッシュスクールを行っています。ご興味がある方は、mbisenglishschool@gmail.com まで
お問い合わせください。
We will help in all ways possible during the day, but rely on you, the parents, to continue the
learning process in the home. We also ask that parents be models for the children while on
school grounds by making an effort to communicate to each other in English when possible.
学校では教師がお子様のお手伝いをいたしますが、ご家庭では保護者の皆様のフォローが不可
欠です。また学校では、保護者の皆様にも英語を話す見本となっていただけますよう、お願いい
たします。
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As part of the learning process for both native and non-native English speaking children, we
request parents to read a short book or part of a story to your child every day.
ネイティブ、ノンネイティブに関わらず毎日、物語の読み聞かせをしてあげてください。
Note that it is perfectly natural and is part of the learning process for children to
communicate to each other in their mother tongue. We encourage English to be spoken
whenever possible and we try to create a positive environment for English Language
learning. If children are speaking about an interesting material or a book together in their
native language, we will encourage them to use English, but not force it, since we also value
the fact that they are learning something from this material or book. Please encourage your
child to use English outside of school as much as possible and consider enrolling your child
in an English-language program.
子供達がお互いにコミュニケーションをはかるのに母国語で話そうとするのは、ごく自然な事であ
り、語学習得過程のひとつでもあります。私達はできる限り英語を使用するように子供達に働き
かけ、英語習得のための環境を整えています。また、子供達が面白い本についてお互いの母国
語で話している場合には英語での会話を促しますが、むりやり英語を強制し、押し付ける事はい
たしません。なぜなら私達は、子供達が、言葉だけではない他の価値ある何かも同時に習得して
いると考えているからです。学校外でも常にお子様に、できる限り英語を使うように促してあげて
ください。また、マリストサタデースクールなどの英語プログラムに参加される事もご検討くださ
い。
Cultural 文化
Children study the subject areas of Geography, History and the Sciences. The Cultural
curriculum is further supported by an Enrichment Program which includes “specials” classes
in Library, Japanese Language, Physical Education, Art and Music (see below for further
information). We also take Field Trips each Quarter. Through exploring these areas, children
will become more interested and curious about the world around them, developing a lifetime
of creative learning.
子供達は地理学、歴史、理科なども学びます。文化教育は、日本語、体育、図工、音楽や図書
の”スペシャル“（詳しくは以下をご覧下さい。）授業を通しても行われます。また、各学期ごとに遠
足にも出かけます。これらの経験を通じて周りや、世界の事に興味を抱き、学ぶ事の楽しさを見
つけることでしょう。
Japanese 日本語クラス
Children will learn Japanese by singing and dancing to Japanese songs. They will also learn
about Japanese culture by making origami and crafts based on cultural events and
Japanese folk tales. Children will learn numbers 1 to 10, colors, body parts, foods, animals,
and family. They will be able to ask simple questions in Japanese and respond politely. They
will write their names by the end of the school year. Japanese lessons are divided into the
4-year-old and 5-year-old groups. Both age groups will meet twice per six-day-cycle.
4-year-old children learn about Japan and Japanese culture through a lot of activities such
as singing Japanese songs, making crafts or listening to Japanese folk tales. The focus is on
listening and speaking proper Japanese rather than writing. 5-year-old children also enjoy
learning Japanese through lots of activities. Besides the above, they focus on getting ready
for the 1st grade. They should be able to recognize hiragana and katakana, and able to read
some simple sentences. For both classes, let's have fun learning Japanese.
子供達は、お歌や歌に合わせての踊りなどを通して日本語を学びます。また、日本の文化、行事
や昔話に関わる折り紙やクラフトをする事により、日本の文化も学びます。数字の１から10や色、
体の部位、動物や食べ物、家族についても学びます。簡単な日本語での質問や応答が出来るよ
うになります。自分の名前も、年度の終わりまでには、自分で書けるようになります。日本語のク
ラスは４歳児と５歳児のグループに分かれて行います。どちらのクラスもそれぞれ6日間に2度
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レッスンいたします。4歳児は主に日本や日本の文化について歌を歌ったり、お話を聞いたり、工
作を作ったりしながら書く練習よりも、聞く、話すに力をいれて楽しく日本語を学習します。5歳児
もいろいろなアクティビティーを通して日本語を学びますが、それ以外にもひらがな、カタカナの見
分けや、簡単な文章が読めるように指導し、1年生になる準備を致します。どちらのクラスも、楽し
く日本語を勉強しましょう。
Physical Education (P.E) 体育
Children learn about their environment by moving through space often to a rhythmic beat.
This movement includes moving side-to-side, forward-and-back, and upward-and-down
using a variety of pathways and in relation to objects. Children practice locomotor
movements, including walking, running, hopping, skipping, jumping, leaping, galloping, and
sliding, to move in general space at both fast and slow speeds. Children also practice
non-locomotor movements, including bending, curling, stretching, swaying, swinging,
turning, and twisting to move in personal space. Children are also beginning to manipulate
(e.g., strike, toss, kick, bounce) a wide variety of objects.
子供たちはリズムに合わせて動く事により、自分達の環境について学びます。この動きには、さ
まざまな経路と物体とのつながりを使用した横、前、後ろや上下の動きも含まれます。子供達は
走る、歩く、跳ぶ、スキップ、飛び跳ねる、スライディングなどの動きを速度を変えて行う練習を
し、自分の場所（スペース）で、種類の異なる柔軟体操も行っていきます。いろいろな道具を巧み
に扱えるようにもなり始めます。（例：打つ、投げる、蹴る、バウンドなど）
Library 図書
Children will be introduced to the basic services and functions of libraries. Children will learn
the rules of the library and how to check in and check out books. They will
learn where to look for library materials that relate to their interests and how to get
information from these materials. Children will learn how to carefully use and protect library
materials from damage both within and outside the school. Children will be exposed to a
variety of reading materials and learn about the basic format of books. Students will
experience the joy of having books read to them and in reading/looking at books
independently. They will learn how books are created and about the people who create
them. Preschool children will learn how a library can enrich their lives.
図書の基本的な役割と機能について紹介いたします。子供達は、図書室での規則と、本のかり
方、返し方、自分の興味のある本の探し方、本の読み方や本の扱い方を学びます。子供達は、さ
まざまな本に触れ、本の基本的な形式について勉強し、読んでもらうことの楽しさや、本を自分で
読んだり、見たりする事の楽しさを経験します。子供たちは、本がどうしてできるのか、本の作者
についても習い、図書が自分達の生活をどのように豊かにしてくれるかを学びます。

Music 音楽
Children are introduced to three ways in which to become musical: 1) Tuneful - to have tunes
in their heads and learn to coordinate their voices to sing those tunes. 2) Beatful - to feel the
pulse of the music and how that pulse is grouped in either twos or threes. 3) Artful - to be
moved by music in the many ways it can elicit an emotional response. Students will learn
these aspects through the use of songs and activities that incorporate movement, including
dancing, and various percussion instruments.
子供たちには音楽を楽しめるように3つの方法を紹介しています。
1）チューンフル - 音の調子をが頭に入ることで声を音の調子に合わせる事が出来るようになる。
2）ビートフル - 音楽の波動を感じ、その波動が2もしくは3のグループの仲間かを感じ取る。3）
アートフル - 色々な角度からの音楽によって体を動かすと言うことが、感情の応唱を引き出しま
す。子供たちはこういった諸相をダンスや打楽器を含め、体を動かすアクティビティーや歌などを
使って学びます。
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Art 図工
Children are engaged in activities that introduce art materials and tools and teach practical
skills. These become the means through which children can do creative art work. Children
who do creative work are building the qualities of self-confidence and imagination; these
qualities are valuable in whatever goals the children pursue.
子供たちはアートアクティビイティーを通して、図工の材料や道具、実践スキルについて学び、創
造的なアートワークができるようになって行きます。創造的なワークを行っている子供たちは、自
信や創造力といった、どんな目標や目的を持った子供達にも有益な資質を養っていきます。

Essential Information
必須インフォメーション
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Arrival and Departure 登下校
All children must be accompanied by an adult before and after school. Children will only be
released to an adult authorized on the MBIS Montessori Contact Form. If you need to have
a different person pick up your child on a given day, ie, someone not authorised on the
Contact Form, please provide a signed note stating the designated carer’s name and
relationship to your child.
お子様の送迎は大人が行ってください。モンテッソーリ連絡先記入用紙に記載のある方のみが
お子様のお迎えをしていただくことが出来ます。他の方がお迎えにこられる場合は、代わりに迎
えに来られます方の名前とお子様との関係を明記し、保護者の方のご署名が入ったメモをご提
出下さい。
For example:
例；
September 15th
Ms Mathers,
My child’s babysitter, Mrs. Smith, has my permission to pick up my child
after school today only.
Thank you,
Mrs. Jones
9月15日
ミス マザーズ、
私の許可を得て、ベビーシッターのミセススミスが今日はお迎えに参ります。
本日のみの実施です。
ミセスジョーンズ

Please be aware that the designated carer must provide identification (I.D). The Montessori
Staff will make a copy of the I.D for our records. Children will not be released without
authorization, such as a signed and dated note. In instances where no note is provided,
children will be taken to the main school office, where parents/carers will be telephoned in
order to confirm the pick-up arrangements. In emergencies or instances when a note is not
provided, please contact the school office by telephone to inform of new pick-up plans. If you
require that your child be picked up by a designated carer on a regular basis, please
complete a new Contact Form or talk directly to Montessori Staff who will update your
contact details.
代理でお迎えに来られる方は身分証明証（I.D)を必ずご持参下さい。IDは学校側の控えとしてコ
ピーをさせて頂きますので、ご了承下さい。
保護者の方からの、日付とサイン入りのお手紙がないと、お子様をお渡しする事は出来ませんの
でご注意下さい。お手紙がない場合は、お子様は学校事務室にて、直接保護者の方からの電話
連絡での下校指示があるまで、待っていただく事になります。緊急などの場合は、学校事務室へ
お電話にて、その日のお子様の下校方法をお知らせください。保護者の代理の方が毎日お迎え
に来られる場合は、新しいコンタクトフォームを記入されるか、直接モンテッソーリスタッフまでお
知らせ下さい。
Arrival: 登校
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School begins at 8:35am.
学校は午前８時３５分に始まります。
Entrance to the Montessori area will be only from the gate by the Montessori classroom.
Please do not use the stairs on the hillside of the Montessori playground.
モンテッソーリへの出入りはモンテッソーリ教室横のゲートからのみとします。モンテッソーリ園庭
の階段は使用禁止です。
Your child may enter the Montessori Gate carrying his or her own things when greeted by a
member of the Montessori staff at 8:30am. Please do not leave your child alone before this
time as adult supervision is not available. Encourage independence by allowing your child to
enter the Montessori building alone; please do NOT accompany your child into the
bathroom/cubby area or the classroom. Children who ride the bus are the only children
allowed into the Montessori classrooms before 8:30am. Please see below for more
information about the school bus service.
スクールバスで通学されているお子様だけが8時半前に教室に入る事が出来ます。スクールバ
スについて詳しくは下記のスクールバスの部分をご覧ください。午前8時半に先生に迎えられた
後、お子様は一人でモンテッソーリ教室へ入っていただく事ができます。大人による監視体制が
ととのっておりませんので、校内で8時20分前にお子様を一人にしないでください。お子様にはモ
ンテッソーリゲートから教室への入室は一人で行うように、促してあげて下さい。教室前のトイレ
や子供達のロッカーまでの登園付き添いはご遠慮願います。
The playground is NOT to be used in the mornings, as the children need to be able to enter
the Children’s House rooms calmly and relaxed. Please do not allow them to run around in
the school or outside the gate before entering, and watch your child at all times. If you bring
your child to school by car, please accompany him/her to the Montessori gate.
朝の園庭の使用はおやめください。子供達には、教室に落ち着いて入ってもらいたいと考えてお
ります。また、ゲートの外でも走り回らないよう配慮して頂き、お子様から絶対に目を離さないでく
ださい。もし、車でお子様を送り迎えされる場合は、お子様にゲートまで付き添ってあげてくださ
い。
The most important rule of arrival is to be on time. We try to provide a calm environment for
the children to focus and concentrate on individual and group activities throughout the
morning. It is extremely disruptive for others when children arrive late and may be hard for
the late child to settle into the morning routine. We often begin our day with a collective, and
it is difficult for everyone when a child joins us late. He or she may miss important
information about the day, or come in the middle of a story or song, and it interrupts the
collective. Montessori Staff take the class attendance at 8:35am; if you are late, please
stop by the office for a “late slip” before coming to the Montessori area.
一番重要なルールは定刻に学校に来ることです。私たちは子供達に落ち着いた環境を提供し、
午前中のアクティビティーに集中してもらえるよう心がけています。遅刻をされると、定刻に登校し
てきた生徒たちが気を取られたり、遅れて来た生徒たちも、すぐにアクティビティーに集中できな
いなどの原因となります。朝の出席は午前8時35分にとられ、重要なお知らせも朝に伝えますの
で、是非登校時間をお守りください。やむを得ず遅れられた場合はまず事務室に立ち寄り、Late
Slipをもらってから来てください。
Update: please note that children must arrive at school each morning wearing a clean face
mask.
更新：子供達は毎朝、登園の際に清潔なマスクを着用して下さい。
Departure: 下校
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Dismissal is at 3:10pm.
下校は3時10分です
Please remain outside the Montessori Gate to allow the children to complete their day
uninterrupted. The Kindergarten class is also dismissed at the Montessori Gate at 3:10pm.
お迎えに来られた際はモンテッソーリゲートの外でお待ちください。キンダークラス参加のお子様
も、モンテッソーリゲートにて3：10分下校となります。
For those children leaving at 12:50pm (after lunch recess), staff will be on the playground at
that time unless it is a rainy day. Allow your child time to clean up, gather his or her things,
and then meet you at the gate.
12：50（昼食後の外遊びのあと）で帰られるお子様は雨の日以外は、スタッフが園庭でお待ちして
います。お子様が片付けを終えらて、帰宅準備が整ってから、ゲートで引き渡しを致します。
For children leaving at 3:10pm, a Montessori member of staff will be standing at the gate.
When we see that you are here, we will dismiss your child to meet you at the gate.
3：10下校児童は、教師引率のもと、お迎えの方が来られたお子様から順番に引き渡しを致しま
す。
Children not picked up by 3:20pm will be escorted to the main school office to wait for a
parent to arrive. If you are running late, please call the office so we will know what course of
action to take.
3：20分にお迎えの方がお見えではない場合、お子様をオフィスにお連れします。もし、時間に遅
れられる場合は事務室までご連絡願います。
We promote healthy nutrition at school. If you wish to bring an after-school snack for your
child, please provide one of a healthy nature. Due to requests of many parents, we ask that
you do not bring unhealthy snacks or candy to school, and provide an individual snack for
your child only.
学校では健康に気を配っています。もし放課後のおやつをお考えなら、是非ヘルシーなスナック
をご用意ください。その他、多くの保護者の皆様からのご意向もあり、学校では、健康を損ねるよ
うなスナックやキャンディーの持ち込みを控えていただくようお願いしています。また、スナックは
ご自分のお子様の分だけをご用意ください。
The School Bus スクールバス
Marist School offers bus services for Montessori children, with routes to Shioya, Sannomiya
and Ashiya. Buses stop at various places en-route; please contact the school office should
you require more information about the bus service. We understand that some families
require flexibility with regards to whether or not their child takes the bus home from school,
and plans may change on a daily basis. A transparent card/plastic wallet is available from
the school office which attaches to your child’s backpack; a green card indicates that your
child will take the bus whilst a red card indicates that your child will NOT take the school bus;
please be sure to remove the card which is not needed. Your child’s class (CH1 or CH2) and
name (or initials, if preferred) should be written on both the plastic wallet and the red and
green cards. We also ask that you inform us in writing of any changes to pick-up plans with a
signed note placed inside your child’s Communication Folder. Please contact the Marist
School Office for details regarding the Bus Service.
学校では、塩屋、三宮と芦屋方面へのスクールバスサービスを行っています。バスはルート内
の、複数ヶ所で停まります。登下校にスクールバスを利用されるお子様は、ご家族のご都合など
で、バスを利用して下校しない日などに対応する為に、お子様のバックパックに、プラスチックフォ
ルダーに入った、タグをつけていただきます。緑は通常通りバスで下校、赤はバスに乗らない日
と言う意味ですので、必ず毎日確認をして下さい。使用しない色のカードはケースから外して下さ

13

い。下校時に子供達がバスに乗る、乗らないは、タグの色を見てスタッフが判断をさせて頂いて
おります。お子様のお名前とクラス名（CH1またはCH2）を緑と赤のカードとカードフォルダーにも
ご記入ください。また、お帰りの方法を変更される場合は、連絡フォルダーにお手紙も入れていた
だきます様お願い致します。バスサービスについて詳しくは学校事務室までお尋ね下さい。
Playground Use After School 放課後の園庭使用
The playground is available after dismissal until 4:15pm, provided that a supervising parent
is present. Please wait until ALL children have been dismissed to their parents before
allowing your child to use the play area. Parents are responsible for the supervision of the
children and must be present with the children at all times. Children must remain inside the
gated area at all times unless leaving with an adult. Please make sure the gate remains
closed at all times. Children may not be in other areas of the school without an adult
present. Children are not allowed into the classrooms unless given permission by a
Montessori Staff member.
放課後の園庭使用は保護者の方の付き添いがある場合に限り、解散より4：15まで可能です。全
員のお子様がお迎えの方に引き渡されるまで、園庭での遊びはご遠慮ください。放課後のお子
様の安全は、あくまで保護者の皆様の責任とします。 モンテッソーリスタッフは3：20分以降は常
駐しておりません。お子様は、大人と一緒に下校する時以外は、必ず園庭内にいるようにご協力
ください。ゲートは常時閉まっていることをご確認ください。校内では大人と一緒に行動をさせてく
ださい。子供達は放課後、モンテッソーリスタッフの許可なく、教室に入る事はできません。
The same rules apply to use of the playground after school as during the day:
学校時間内のルールが放課後も適用されます。
●

Please ensure that children sit down on the slides and only slide down – do
not crawl up the slide.
滑り台では必ず下に滑ること。（逆に登るのは止めましょう）

●

Children should not be permitted to engage in dangerous or rough play.
危険な遊びは禁止です。

●

Please put away any toys that were used and clean up any garbage.
使用したおもちゃは、片付けましょう。ゴミの片付けもお願いいたします。

UPDATE: Please note that the Montessori playground is no longer available for use after
school and will be closed until further notice. We encourage everyone to exit the school
premises promptly.
更新：モンテッソーリ園庭の放課後の使用は今後詳しいお知らせが出るまでは使用していただけ
ません。学校が終わりましたら速やかに下校されます事をお勧めいたします。

Lunch 昼食
Lunch is eaten in the classroom. All children must bring their own filled water bottle to school
every day, as well as their own cutlery.
昼食は教室にてとります。子供達は全員、水筒と食事用のお箸やフォークなどを毎日持参しなけ
ればなりません。スクールランチの注文は毎日可能です。
School lunch is available to order daily and costs 300 yen. The lunch menu is available on
the Marist website. Each day, there is a vegetarian option as well as a choice of
accompanying bread or rice. A lunch pouch (blue plastic wallet) is sent home at the end of
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each week with two order forms for the following week; please fill out both order forms if you
are ordering school lunch. One copy is for the cafeteria, the other for the Montessori Staff.
Be sure to place the correct, full amount of money in your child’s lunch pouch. If you are not
ordering school lunch, please do not write anything on the order forms; simply return them to
school in the lunch pouch so that we can recycle the papers.
スクールランチの注文は毎日可能です。１食３００円です。スクールランチメニューは学校ウェブ
サイトにてご確認ください。毎日ベジタリアン、ノンベジタリアン、ご飯またはパンのチョイスがござ
います。オーダー用パウチ（ミニフォルダー）は週の最後の日にオーダー用紙が２枚入った状態
で、子供達が持ち帰ります。翌週の最初の日に、その週のオーダー用紙２枚ともにオーダー内容
を記入し、お金をパウチに入れてご注文ください。オーダー用紙の１枚はカフェテリア用、もう１枚
はモンテッソーリスタッフ用です。注文に必要な十分のお金がパウチに入っているか今一度ご確
認ください。もし、スクールランチを頼まれない場合は、同じオーダー用紙を次回に使用いたしま
すので、用紙には何も書かず、そのままの状態でスタッフまでお返し下さい。
Home lunch should be healthy, and provide a variety of foods, including fruits, vegetables
and proteins. Please be conscious of the health risks of certain foods; please do not include
any konnyaku jelly, candy, peanuts or nuts in your child’s lunch. Whole grapes and other
small round foods such as mini tomatoes must be cut in half to reduce the risk of choking.
もし、スクールランチを頼まれない場合は、同じオーダー用紙を次回に使用いたしますので、用
紙には何も書かず、そのままの状態でスタッフまでお返し下さい。お弁当は、果物、野菜やタンパ
ク質を含んだ食品など、ヘルシーな物をご用意下さい。こんにゃくゼリー、キャンディーや、ピー
ナッツなどのナッツ類を含んだ食品は持たせないで下さい。大きな葡萄（ミニトマトなど、その他の
小さな丸い食物）も、そのまま飲み込んでしまうと喉を詰まらす原因となりますので、必ず半分に
切って持たせて下さい。
If you need to make a last-minute school lunch order, please put a note with 300 yen in your
child’s Communication Folder. Please be aware that the cut-off time each day for ordering or
cancelling school lunch is 10:00am.
直前にスクールランチを注文する必要がある場合はメモと300円をお子様の連絡フォルダーに入
れてください。 スクールランチの注文・キャンセルの締め切り時間は、毎日午前 10 時 ですので
ご注意ください。
Marist Brothers International School is a Peanut/Nut-aware school. Please refer to the
Health Policies and Regulation Handbook for complete information.
マリスト国際学校はピーナッツ禁止の学校です。詳しくは学校健康方針のハンドブックをご参照く
ださい。
Lunch Duty ランチボランティア
We welcome all to volunteer for Montessori Lunch Duty. We require parents/carers
(preferably two people) on a daily basis to come into school to help serve the school lunches
to children and to give general assistance. A sign-up sheet is posted on the notice-board by
the Montessori Gate. In the interests of fairness, we ask that each family consider
volunteering for at least EIGHT lunch duties per year/once a month; if you are able to
volunteer more, your help would be most welcome. We understand that due to work/life
commitments, this may be impossible for some families. As always, we are most grateful for
your help.
保護者の皆様全員を、モンテッソーリのランチボランティアとして歓迎しています。毎日、保護者
の方、（できれば）2名のお手伝いが必要です。子供達のスクールランチの用意と、食事中の簡単
なお手伝い、お片づけをしていただきます。ボランティア申し込み用紙は、モンテッソーリ掲示板
に張り出されますので、お子様のお名前を希望日にご記入下さい。たくさんの方のご参加をお待
ちしております。全てのご家族に、平等にボランティア活動をしていただきたいと、考えております
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ので、各ご家族で年間に最低８回のボランティアにご協力いただけますようお願いいたします。8
回以上お手伝いしていただけます方は、是非できるだけたくさんお手伝いをお願いいただけます
と助かります。お仕事や、その他のご事情でボランティアが難しいご家庭もおありかと存じます
が、ご協力の程宜しくお願い致します。年間を通して、数多くボランティアに参加していただける
方々に、感謝いたします。
UPDATE: Please note that due to COVID-19, lunch volunteers are currently not required.
We will inform you if and when the situation changes.
更新：ランチボランティアの募集は現在行なっておりません。状況が変わり、また募集を行う場合
は保護者の皆様にお知らせさせていただきます。
Recess 昼休み
Children spend time outside on a daily basis, weather permitting. Please provide the
appropriate, seasonal outerwear for your child, for example, scarves, hats and mittens in
cooler months, along with an appropriate coat or jacket.
Marist has a “No hat - no play” policy. Children will not be permitted to play outdoors if they
are not wearing a hat. We recommend that children keep a hat at school for use year-round;
it may be stored in your child’s cubby.
マリストには「ノー ハット - ノー プレイ」ポリシーがあります。 帽子を着用していないお子様は、屋
外で遊ぶことはできません。 お子様には学校で一年中使用できる帽子をご準備されますことを
お勧めします。 帽子はお子様のロッカーに保管できます。
Sunscreen is also recommended and should be kept in your child’s backpack, clearly
labelled with your child’s name.
日焼け止めの準備もお勧めです。お子様のバックパックに入れていただき、名前をご記入くださ
い。
In the event of extreme temperatures or heavy rain, recess is limited or held indoors.
極端な気温や大雨の場合は、外遊びを制限するか、屋内での遊びを実施致します。
Update: After recess, children remove their face masks and put on their extra mask. If
recess is held indoors, children change to their extra mask immediately after lunch.
更新：外遊びを行った日は、外遊びが終わりましたら、予備で用意していただいていますマスクに
付け替えます。屋内で昼休みを過ごす場合は昼食後直ぐに予備のマスクに付け替えていただき
ます。
Sickness and absences from school 病気と欠席
Germs spread rapidly amongst young children. To reduce the number of illnesses, please
keep sick children at home until they have fully recovered. Please inform the school office of
any illness, absence or lateness by emailing info@marist.ac.jp by 8:30am. Please include in
the email your child’s name, grade and the reason why he/she will be absent or late. You
may also telephone school between 8:00am and 8:30am at 078 732 6266, leaving a
message on the school’s answering machine if necessary. Please be sure to update the
school for each day that your child is ill or absent. Also, please inform the school office if you
need to cancel your child’s lunch for the day.
小さいお子様の間では病気は瞬く間に広がります。お子様が、完全に快復するまで、ご家庭で過
ごされます様お願いします。学校を欠席する場合または、遅れて来る場合は、午前８時半までに
Eメールinfo@marist.ac.jpでお知らせ下さい。Eメールには、お子様のお名前、学年、休まれる理
由または、遅れられる理由もお書き下さい。また、午前８時からから８時半までに学校事務室０７
８-７３２-６２６６にお電話でご連絡いただくか、留守番電話にメッセージを残していただいても結構
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です。病気などで学校をお休みされます場合は毎日、学校事務室まで最新情報をお知らせ下さ
い。また、ランチのキャンセルの連絡もよろしくお願いします。
Since January 2019, the Marist Infirmary no longer carries or provides any over-the-counter
medications for students. This is to align ourselves with national health policy changes in
Japan, following the latest revision of the Pharmaceutical Affairs Act. Previously, we have
kept some over the counter medicine (Acetaminophen, Ibuprofen, nasal decongestant,
antihistamine, general cold medicine, antidiarrheal/antiemetic, etc.) and provided it to
students in some situations, with parent permission. However, we will no longer be able to
medicate our students (with the exception of medications required to treat life-threatening
conditions, such as use of an epipen for anaphylaxis). Your support is vital in order to make
this change successful. For example, if your child has prescription medicine that needs to be
taken three times a day, we ask that the medication be taken before school, after school,
and before bed.
２０１９年１月を もちましてマリストの保健室では生徒用に市販の薬を常備、及び提供しないとい
う事になりました。これは 近年の薬事法の改正に基づく学校でのヘルスポリシーの変化に沿うた
めのものです。 以前はいくつかの内服薬（アセトアミノフェン、イブプロフェン、鼻炎薬、抗ヒスタミ
ン剤、総合風邪 薬、整腸剤など）を保健室で常備し、特定の場合保護者の了解のもと生徒に与
える事がありました。し かしながら、今後はアナフィラキシー時のエピペンの使用のような命に係
わる事態でない限り生徒への 投薬はできなくなります。 これに伴いまして保護者の皆様のご理
解とご協力が不可欠になってまいります。例として、もしお子様 が処方箋のお薬を一日３回飲ま
なければならない場合、起床後、下校後、就寝前とお家で全て飲んでい ただけるような工夫をお
願いいたします。
Children running a fever of 37.5°C, excessively vomiting or suffering from diarrhea. The
school will contact the caregiver and the student will be sent home. All cases will be
assessed carefully and the school’s health officer will make the decision whether a child is fit
to stay in class. Please refer to the Marist Health Handbook for complete conditions for
sending children home. The Health Handbook is updated regularly and can be found on the
Marist website: https://www.marist.ac.jp/school-life/student-services
お子様に、37.5度以上の熱、激しい嘔吐、下痢などの症状が現れた場合は帰宅して頂きます。
すべてのケースにおいて、学校ヘルスオフィサーがお子様の状態をチェックし、帰宅すべきか否
かの決断を慎重に行います。詳しくは健康ハンドブックをご覧ください。更新されました健康ハン
ドブックは学校ホームページに記載されております。
https://www.marist.ac.jp/school-life/student-services
If your child becomes ill during the day, we will contact you to collect him/her. It will be
important for us to know who to contact if you will not be available at the phone numbers
provided on the Contact Form. Please be sure to keep the School Office and the Montessori
Staff updated of any changes in contact information. If you need to change your contact
information, please fill out a Change of Contact Information Form, available from the school
office and in the Appendix.
学校時間内にお子様の体調が悪くなった場合、保護者の方に連絡をさせていただきます。ご両
親と連絡が付かなった場合に、他に連絡がつく方の連絡先をモンテッソーリ連絡先記入用紙に
必ず記入していただく事が必要です。もし、連絡先に変更が生じた場合は、できるだけ早く新しい
連絡先を学校事務室とモンテッソーリスタッフまでお知らせ下さい。連絡先に変更がある場合は、
別表にある連絡先変更用紙にご記入下さい。
Please indicate on your Child Information Form, and inform all teachers and the health
officer, if your child has any allergies or special medical needs.
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お子様がアレルギー体質、投薬が必要などの場合、お子様情報カードに記載いただき、先生お
よび、ヘルスオフィサーまでお知らせをお願いいたします。
Communication コミュニケーション
We regularly communicate important information via email. Please ensure that both the
Marist school office (mbisoffice@marist.ac.jp) and the Montessori Department
(mont@marist.ac.jp) have your most up-to-date email address(es). If you have problems
receiving the school’s email communication, please contact the Marist office at
mbisoffice@marist.ac.jp or telephone 078 732 6266.
本校では保護者の皆様との連絡のやり取りを頻繁にEメールにて行います。皆様のEメールアド
レスが学校事務室mbisoffice@marist.ac.jpとモンテッソーリ部mont@marist.ac.jpに登録されて
いることをご確認下さい。学校からのお知らせが、登録されているアドレスに届かないなどの問
題があった場合はmbisoffice@marist.ac.jpまでメールでお問い合わせいただくか、
078‐732‐6266までお電話で、お問い合わせ下さい。

For all day-to-day matters concerning your child, please email your child’s teacher directly at
the email address(es) below:
通常学校生活の中でご心配や、ご相談事がございます場合は直接担任の先生までメールお送り
下さい。
Children’s House 1 (CH1)チルドレンズハウス１
Ms Mathers ミスマザーズ
matherst@marist.ac.jp
Mrs Asai ミセスアサイ
asaim@marist.ac.jp
Children’s House 2 (CH2)チルドレンズハウス２
Ms Hanan ミスハナン
hananj@marist.ac.jp
Mrs Khorana ミセスコラナ
khoranat@marist.ac.jp
Kindergartenキンダーガーテン
ミスハナン
Ms Hanan

hananj@marist.ac.jp

You may also email Mrs Asai in Japanese: 日本語でのご連絡をご希望の方はMrs Asaiミセス
アサイ asaim@marist.ac.jp までご連絡ください。
Alternatively, pass a note to one of the Montessori staff through your child’s Communication
Folder (see below). We will be more than happy to meet with you after school whenever you
have concerns.
もう一つの連絡手段として、お子様の連絡フォルダー（下記参照）にお手紙を入れていただく方法
もあります。放課後などを利用して、保護者の皆様のお力になれれば幸いです。
The Montessori Department (mont@marist.ac.jp) may email you about important information
such as an upcoming field trip. Additionally, in the event of a school closure, the Montessori
Department may implement a Distance Learning Plan (DLP). Please ensure that your email
account is able to receive large messages and attachments such as PDFs and video files. It
is preferable that the email address(es) you use is one that you check regularly/frequently
and can be easily accessed on your cell phone, for example, from a smartphone app. Your
contact information will be kept private. Please let the Montessori Department know if you
change your email address(es) during the school year so we can update our Contact List. If
you need to inform us of a new email address, simply send us an email from your preferred
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email account and include your child’s name and class in the Subject line. We will then add
the new address to our Contact List. Similarly, let us know if you wish us to remove an email
address. The Montessori Department endeavours to communicate in both English and
Japanese.
学校事務室からのメールとは別にモンテッソーリ部mont@marist.ac.jpからも遠足についてなど、
重要なお知らせがあった場合、保護者の皆様に簡単なお知らせメールを送信しております。学校
が休校になった際には遠隔学習（DLP)の提供を実施する場合がありますので皆様のEメールア
カウントがビデオや添付写真などの大きいファイルを受け取れる物である事をご確認ください。皆
さんが毎日、または頻繁に使用されていますメールアドレスをこのメールシステムにご使用され
ます事をお勧め致します。（複数のアドレス登録可）皆様の個人情報は内密に扱われます。もし
メールアドレスの変更をされましたら、新しいメールアドレスより学校側へ、件名にお子様の名前
を入れて送信して下さい。既に登録されていますアドレスを削除されたい場合はスタッフまでお知
らせ下さい。モンテッソーリでは英語と日本語でのコミュニケーションに努めております。
Communication Folder 連絡フォルダー
The Communication Folder is an A4-sized zip file folder provided by the Montessori
Department and is used to convey information between school and home. The
Communication Folder is collected each and every morning when any notes will be read by
a Montessori staff member. Some examples of items that may be placed inside this folder
include:
連絡フォルダーは保護者の皆様と学校との連絡のやり取りをする為に使用する、A4サイズの
チャックが付いた、モンテッソーリより配られるフォルダーです。フォルダーは毎朝回収され、フォ
ルダーに入っているお知らせや手紙などは、モンテッソーリスタッフが毎朝チェックします。連絡
フォルダーの中に入る予定のお手紙の例。
●
●
●
●

レポートカード
Report Card
スクールランチ注文用ミニパウチ
Lunch Money Pouch
許可証
Permission Slip
スコラスティック本
Scholastic Books (information & order)

●
●
●
●
●

Room Parent communication
Special Event information
Letters from the school office
Notes from your child’s teacher
Notes to teachers regarding attendance

（注文用紙とその他の情報）

ルームペアレンツからの伝達
特別イベントのお知らせ
学校事務所からのお手紙
先生からのお知らせ
出席に関する先生への手紙

Emergency Situations: Earthquake, Fire, Keiho (severe weather)
緊急時：地震、火災や悪天候などによる警報の場合
An email from the school office will be enacted in the event of an emergency, depending on
the severity and nature of the situation. If your contact information should change during the
school year, please let the Montessori Staff and the School Office know. A Change of
Contact Information Form is included in the Appendix.
警報発令時や、その他の緊急連絡事項が生じた際には、学校事務室からメールが送信されま
す。学校事務室に登録されていますメールアドレスや電話番号に変更が生じた場合は、直ちにモ
ンテッソーリスタッフと学校事務室までお知らせください。連絡先変更届用紙はモンテッソーリハ
ンドブックの中にありますものをお使い下さい。
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Emergency Dismissal Procedures 緊急時の下校順序
If school is dismissed, parents will be asked to come to school to pick up their child.
Students who ride the bus will be contacted individually to arrange pick up from either school
or the usual drop off location. Staff will stay with children until every child is picked up at
school by a parent or caregiver. If you wish to have your child go home with another parent,
please contact a Montessori staff member directly.
緊急時に、学校側が子供達の下校を予定よりも早めた場合は、お子様のお迎えをお願い致しま
す。お子様がスクールバスを利用されている場合、学校から個々に連絡をさせていただき、バス
を降りる場所と時間の予定を決めさせていただきます。全ての子供達のお迎えが、保護者の皆
様によって完了するまで、学校スタッフが子供達と一緒に過ごします。他の児童の保護者の方に
お子様のお迎えを頼まれる際は、直接モンテッソーリスタッフまでお知らせ下さい。
Field Trips and Special Events 遠足と特別行事
As part of the Cultural Curriculum, each Quarter, the Children’s Houses take part in
educational Field Trips to local scenic or cultural places. Such places may include the beach,
park, aquarium or temple and are a wonderful, real-life learning experience for the children.
On Field Trip days, children should be dressed in the Marist P.E uniform with a sun-hat or
jacket as appropriate for the season and weather. Children may not attend a Field Trip
without permission granted in the form of a signed Permission Slip, which will be issued by
the school in advance of the trip. Please see the Appendix at the back of this Handbook for
more information along with a copy of this year’s Field Trip Permission Form. Also, several
special events are held throughout the school year and we invite and welcome parent
participation. Such events may include the Pumpkin Festival and the Christmas party.
Please check the monthly newsletters for more information throughout the year.
モンテッソーリでは、教育の一環として遠足に出かけます。行き先としては、ビーチや公園、水族
館やお寺など、子供達の実生活に身近な場所などへ出かけます。遠足当日、子供達は体操服を
着用し、気候に合わせて帽子や、上着などを持参いたします。あらかじめハンドブックの別記の
中にあります遠足許可証にサインをし、ご提出いただかなければ遠足に出かけられない場合も
あります。詳しくはハンドブック別記の中の、遠足についての内容をご覧下さい。年間にいくつか
の行事が行われ、保護者の皆様にも、参加していただいております。行事内容としては、パンプ
キンフェスティバル、クリスマスパーティーなどです。詳しくはマンスリーニュースレターをご覧下さ
い。
UPDATE: Please note that due to COVID-19, Field Trips will be to locations within walking
distance of our school. In addition, we may reduce the number of trips to one per Semester.
We will inform you if and when the situation changes.
更新：遠足は学校から歩いて行ける範囲で行き先を決めます。遠足の回数を各学期ごとに１回ま
で減らすかもしれません。状況が変わりましたらその際は改めて保護者の皆様にお知らせいたし
ます。
Assemblies集会
Montessori students attend school assemblies from October and continue for the remainder
of the school year. The schedule is as follows:
モンテッソーリの子供達は１０月より年度が終わるまでの間、朝の集会に参加いたします。スケ
ジュールは以下の通りです。
●

1st Monday of each month: - Montessori attends the Whole School Assembly in the
school cafeteria.
第1月曜日：- 学校カフェテリアにて全校集会に参加。
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●

Every Friday, Montessori attends Elementary Assemblies. These assemblies are held
in the Elementary Lobby area.
第２週目以降は毎週金曜日：-小学校ロビーにて小学部の集会に参加。

School Assemblies commence at 8:30am. Please ensure your child is at school before this
time as Montessori staff may not be available in the Montessori classrooms. If you are late,
please accompany your child to the assembly area. Montessori performances are held at the
Elementary Assembly; parents are welcome to attend. The Montessori Staff will inform
parents/carers in advance regarding such performances – please check the Monthly
Newsletter.
朝の集会は午前８時半に始まります。集会がある日は、必ず８時半より少し早く登校して頂きま
す様お願い致します。８時半以降はモンテッソーリスタッフは子供達と集会に参加していますの
で、教室にはいない場合があります。遅れられた場合は、お子様をその日の集会の場所までお
連れ下さい。モンテッソーリの子供達による発表が小学部の集会にて行われる場合もありますの
で、その際は是非、集会にご参加下さい。発表が行われる場合はスタッフより事前にお知らせが
あります。マンスリーカレンダーをご覧下さい。
UPDATE: Due to COVID-19, assemblies may be cancelled, held less frequently or held
outside, depending on weather. We will inform you if and when the situation changes.
更新：学校集会はキャンセル、実施回数を減らす、野外で行うなどの変更が行われるかもしれま
せん。状況が変わりましたら皆様に変更内容をお知らせいたします。
Birthdays 誕生日会
Birthdays are special events in a child’s life. We have a special way to celebrate together as
a class. Whenever possible, we will celebrate on the actual birth date. It may be necessary
to discuss alternate dates if schedule conflicts arise.
お子様にとって誕生日は一大イベントです。クラスで一緒にお祝いします。なるべく当日にお祝い
したいのですが、違う日になる場合もあります。その際は、ご相談させて頂きます。
You will receive a birthday information sheet close to the date of your child’s birthday.
Please complete it with details so we help the child talk about important events in his/her life.
You are invited to join us for the celebration, and you may read this sheet to us, or ask one of
the teachers to read it for you.
誕生日が近くなりましたら、バースデーシートをお渡しします。スタッフがお子様の記念すべき情
報をお友達にお話できるようにお手伝い致します。もちろん、保護者の方にも一緒にお祝いして
いただきます。保護者の方にバースデーシートを読んで頂いても結構ですし、先生に依頼してい
ただいても結構です。
Children love to show photos of themselves and other children enjoy looking at the photos
as well. We ask you to bring a special birthday book with your child that includes a picture
from each year and perhaps a few special photos of your family or family events.
子供達は自分の写真をお友達に見せたり、お友達の写真を見たりするのが大好きです。是非、
今までの各年齢ごとの写真をご用意下さい。また、家族行事の写真もお願いします。
A small treat may be brought to share with the children and teacher of your child’s class.
Please be sensitive to the fact that some children may have allergies to certain foods. Marist
Brothers International School is a Peanut/Nut-aware school. Simple, small foods that are
not messy such as cookies, fruit, or crackers are best.
お友達や先生と一緒に祝えるように、軽い食べ物をお持ち頂いています。しかし、アレルギーを
持っているお子様にもご配慮ください。マリスト国際学校はピーナッツ禁止の学校です。食べやす
く、手などがベタベタにならない様なお菓子をご用意下さい。クッキー・クラッカー、フルーツなどが
良いでしょう。

21

Please do not bring gifts to hand out. It is not necessary and causes the rest of the children
to focus on receiving gifts instead of wishing the child a happy birthday. Also, please refrain
from handing out gifts or party invitations at school to avoid any hurt feelings that may be
caused by exclusion.
プレゼントの手渡しはご遠慮ください。プレゼントのご用意をしていただく必要はありません。お誕
生日以外の子供達が、誕生日を祝うことよりも、プレゼントをもらうことに気がとられてしまいま
す。また、学校でプレゼントやパーティの招待状を渡したり、交換するのはご遠慮ください。もし一
人でも除外された場合に子供達の心が傷つく原因になります。
UPDATE: The way in which we conduct the Montessori Birthday Celebration may change
this year due to the situation around COVID-19. We will inform you accordingly.
更新：今年度のお誕生日会のやり方が変更されるかもしれません。必要に応じて保護者の皆様
にはお知らせいたします。
The Montessori Newsletter モンテッソーリニュースレター
The Montessori Department’s Newsletter is emailed to you at the end of each calendar
month. Please inform the Montessori Staff if you would prefer to receive a paper copy of the
newsletter in your child’s Communication Folder. The newsletters contain important
information about upcoming events in the Montessori Department, for example, the
Christmas Party, Field Trips, special announcements or requests, changes to schedules and
so on. Please be sure to read and check the newsletter every month.
モンテッソーリのニュースレターは、各月末にメールで送信されます。 お子様のコミュニケーショ
ンフォルダーを通して印刷されたニュースレターを受け取りたい場合は、モンテッソーリスタッフに
お知らせください。クリスマスパーティーや遠足のお知らせなど大切な情報が記載されています
ので、必ずニュースレターの内容を確認して頂きますよう、宜しくお願い致します。
Progress Reports and Parent-Teacher Conferencesレポートカードと個人懇談
Montessori Progress Reports for all children are issued twice per school year, in January
and June. Reports are in English only. モンテッソーリのお子様のレポートカードが年間に2回、
1月と6月に作成されます。英語のみの発行となります。
In addition, Kindergarten Progress Reports are issued twice per school year, in November
and April. Reports are in English only.
また、キンダーガーテンの生徒は１１月と４月に英語のみのレポートカードを受け取ります。
Montessori Parent-Teacher Conferences for all children take place twice per school year, in
November and April. Parents/Carers of Kindergarten children may also consult with the
Kindergarten teacher at this time. Japanese translation is available at the conference, if
required.
モンテッソーリ個人懇談は１１月と４月の年に２回実施され、キンダーガーテンのお子様をお持ち
の保護者の方はキンダーガーテンの担任の先生との懇談も行われます。ご希望の場合、日本語
通訳を付けることが可能です。
Please note that children who join Marist during the school year may not receive the
progress report or attend a conference, depending on the child’s start date.
注：発行時期直前の入園など、入園されます時期によってレポートカードが発行されない場合も
ございます。
Homework宿題
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Although we have a “No Homework” policy in Montessori, reading at home is encouraged
and supported. We are very happy to recommend a variety of educational resources to
families at Parent-Teacher Conferences.
モンテッソーリでは宿題をお出ししませんが、ご自宅での本読みは奨励しています。個人懇談に
て、いろいろな教育材料を保護者の皆様にご提案させていただきたいと思っています。
Taking School Work Home 学校宿題
Your child will do many things at school that he or she will want to take home, including
writing, drawings, sewing work or other activities. These things will be taken home on the
last day of each week only, in the B4 size folder that you provide at the beginning of the
school year. Support learning by having your child describe the contents of their folder and
what they did during the school week.
子供達は学校で、いろんな事に挑戦します。お絵かき、裁縫や書く練習など、アクティビティーで
作成した物を、家に持って帰りたがると思います。これらのワーク“お仕事”を、毎週金曜日に、年
度初めにご用意いただいたB4サイズのフォルダーに入れて持って帰ります。持ち帰った際には、
是非お子様と、フォルダーの中身を見ながら、復習を兼ねて、その週に何を学習したかなど一緒
に話し合って頂き、ご自宅でも学びのサポートをしてあげて下さい。
Observations 参観
Scheduled observations of Children’s House One and Two take place in autumn.
Parents/Carers (adults only) may come to observe during the scheduled time. Information
about dates, times, and observation guidelines will be provided at a later time; please check
the monthly Montessori Newsletters. Parents/Carers are also welcome to observe after their
child’s birthday party. Please see the Appendix for the Observation Guidelines.
授業参観は秋に行います。予約を取っていただいた時間帯に参観していただけますが、大人の
みの入室となっておりますので、ご了承ください。参観についてはマンスリーニュースレターをご
覧下さい。参観の仕方などの詳しい内容は別記セクションのクラス参観ガイダンスをご覧くださ
い。お子様のお誕生日会終了後に参観をしていただくことも出来ます。
Cameras and Videos カメラや写真撮影
We request that parents refrain from using cameras and videos at school, except during
Birthday Celebrations and Special Performances. This is to respect the child’s concentration
during the Montessori morning work cycle.
学校内での写真やビデオ撮影は、お誕生日会やその他の特別なイベントの際以外はお控え願
います。このお願いは、子供達がモンテッソーリの環境でより集中して午前の作業ができるように
お願いしているものです。
Items from Home 家からの持ち物
Toys, candy, or other items from home should not be brought to school. Things can get lost
or broken. These can also be a distraction for other children. For this reason, and for safety
reasons, we also ask that children refrain from wearing jewelry in school. If your child has an
interesting item related to something studied or discussed in class, you may wish to ask if it
is ok to bring to school. Cell phones must be switched off during school hours. おもちゃ、キャ
ンディーなど、私物は学校に持って来ないで下さい。失くしたり、壊れたりする可能性があります
ので、アクセサリーの着用も控えていただきます様お願い致します。また、私物の持ち込みは他
の子供達の気が散る原因にもなります。学校で学んだ事や話し合った事に、関係があり、お子様
がどうしても教室で、みんなに見せたいという物がある場合は、先生に相談してからお持ちくださ
い。携帯電話は学校時間中は必ず電源を切っておいて下さい。
Items from School 学校備品
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We enjoy creating a beautiful atmosphere for your child’s learning pleasure. We have
purchased or hand produced many attractive items in our environments which can, at times,
be irresistible for some children. If you find that your child may have brought unfamiliar
objects home from school, please talk to your child about the importance of returning those
items to the classroom. It will help us to keep track of the many things that accidentally get
taken home.
モンテッソーリでは、子供達が興味を持って、楽しく学べるような環境作りを目指しています。教室
には、購入されたもの、手作りされた物など、子供達にとって、とても魅力的な備品があります。
お子様がもし、学校備品らしき物を、家に持ち帰った場合は、お子様とお話をしていただき、品物
を学校にお返しください。
Toilet Training トイレトレーニング
Before entering the Montessori Program, children must be properly toilet-trained. Children
should be able to pull up their own underwear. Boys should be familiar with using a urinal to
urinate and a toilet to defecate. Children should be able to use toilet paper independently to
clean themselves and also understand that hands need to be washed after using the toilet.
Diapers (pull-ups/nappies) are not permitted at school. Your child must come to school in
proper underwear. If a child has continuous accidents - three times in one week or three
continuous weeks of accidents - the following steps will take place:
モンテッソーリに入学が決まられたお子様は、入学前に完全にトイレトレーニングが終了していな
ければなりません。自分で衣服の上げ下げができ、男児は立ってする、もしくはトイレの便器に
座ってトイレをすることに慣れている必要があります。トイレを済ませた後は自分で拭くことがで
き、トイレの後は手を洗うことを理解している必要があります。おしめ（はかせるパンツなど）を着
用しての学校への登園などはご遠慮願います。もし、お子様が週に３回もしくは３週連続お漏らし
を続けてしてしまう様な事があった場合は、以下の手順で対応いたします。
●

Parents/carers will be asked to come to the school for a meeting with the teacher.
保護者の方に連絡し、先生とミーティングを行います。

●

The teachers and parents/carers will agree upon and implement an action plan.
保護者の方と先生達の間で実行していくプランについて同意いたします。

●

The teachers will monitor the child.
先生達のお子様の観察が始まります。

●

The teachers and parents/carers will meet again to report on the child’s progress
and to discuss the next course of action, if required.
先生達と保護者の方が再度話し合い、お子様の進歩状況を確認し合い、次
に必要な手段などを話し合います。
If accidents continue for one month, we ask that you keep your child at home until they are
completely toilet-trained. Your child’s place in Montessori will be retained until he/she is
ready to return; however, reimbursements will not be given.
お漏らしが1ヶ月続くようであれば、完全にトイレトレーニングを終了するまで自宅待機をしていた
だきますようお願い致します。お子様が自宅待機中のクラスでの席は保持されますが、その間の
授業料の返金はお受けできませんのでご了承ください。
Scholastic Books スコラスティック本
Scholastic Books is an English bookseller. It is a useful resource for finding books that are
both interesting and affordable for preschool children. Catalogues and order forms are sent
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home during the school year in your child’s Communication Folder. Books purchased by
parents provide us with points that we can use to purchase books for the classroom.
スコラスティックブックは英語の本を販売している会社です。カタログと本の購入の仕方が書いた
お手紙が年に数回皆さんに配られますので、お子様が読むための楽しい本探しにお役立てくだ
さい。スコラスティックブックを通して本を購入される事により学校側にポイントが貯まり、そのポイ
ントを使って子供達が教室で使用する本を購入させていただいています。
Parent Survey 保護者様アンケート
Improving our program is of the utmost importance to us. To this end, we issue an annual
Parent Survey during the final quarter of school. The information you provide is invaluable to
us in making our program even better and helps us in implementing changes for the future.
We greatly value your suggestions.
私達にとってプログラムの改善はとても大切な事です。このため、各学年の最終学期に、保護者
の皆様にはアンケートをお配りしております。今後もさらに良いプログラムにし、新しい内容を導
入していく為に、保護者の皆様の貴重なご意見、ご感想などをお聞かせいただけましたら、光栄
です。
We look forward to a wonderful year together!
皆様と一緒に、すばらしい年を過ごせます事を、楽しみにしております！
Sincerely, The Montessori Team
モンテッソーリスタッフ一同
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Appendices
別記

Montessori Supply List
モンテッソーリ持ち物リスト
Please label ALL items clearly with your child’s name.
すべての持ち物に名前を書いてください。
The following items are required by ALL children:
以下は全生徒用の持ち物リストです:
●

B4 size (or bigger) zip file folder labeled “Montessori Class Work”. Kindergarten
children only need an additional folder labeled “Kindergarten Class Work”.
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●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

チャックがついたB4サイズ（またはB4以上のフォルダー）フォルダー（キンダーの生徒は
フォルダーを２つご用意下さい。１つにはMontessori Class Workもう１つには
Kindergarten Class work とお書き下さい。）
One pair of shoes for indoor use to be used in both the Montessori classrooms
and for P.E in the gym. They should be easy for your child to put on and take off.
Please be aware that footwear such as Crocs or sandals are not appropriate as
indoor/P.E shoes. Shoes may be labelled “I” for inside shoes and “O” for outside
shoes.
上靴 体育の授業と教室内で履くのに使用します。お子様が脱ぎ履きし易い靴を選んで
あげてください。クロックスやサンダルなどは適しません。上靴には”I”,
外靴には”O”とお書きいただけますと助かります。
Cutlery should be suitable for your child’s home lunch or school lunch. The cutlery is
taken home daily to be washed.
スプーンとフォーク（必要であればお箸） スクールランチを食べる日、お弁当の日にかか
わらず、毎日必要です。毎日持って帰り洗って下さい。
A water bottle (a metal bottle with an adjustable shoulder carry-strap is preferred).
The water bottle is sent home daily to be washed.
水筒（ステンレス製で首からかけれる紐がついている物が理想です。）毎日持って帰って
洗って下さい。
A lunch placemat. A cloth (or other suitable material) as a lunch place mat (not a
paper napkin). The mat is sent home daily to be cleaned.
昼食時に使用するナフキン（ランチマット） 食事の際に使用いたします。
毎日持って帰って洗って下さい。
A comb. Small, flat and plain.
くし 髪をとく時に使用します。ブラシではなく、くしをご用意下さい。
An extra set of clothes in a Ziplock-type bag, labelled with your child’s name.
Please include seasonally appropriate underwear, socks, top and bottoms, making
sure each individual item of clothing is labelled with your child’s name. These items
are stored in your child’s cubby in the Montessori cloakroom area.
着替え用の服 各季節にあった下着、ソックスと上下の服をお子様の名前が書かれたジッ
プロックの袋に入れてください。必ず、全ての服にも名前をお書き下さい。
着替え用の服は子供たちのロッカーに入れておきます。
A backpack. The backpack should be large enough to comfortably carry your child’s
daily necessities such as a water bottle and a home lunch (when necessary). Each
child has a small cubby space in which they may store their backpack and an extra
set of clothes. Your child’s backpack should fit comfortably inside the cubby. Cubby
dimensions: 28cm X 27cm X 27cm.
バックパック お弁当や水筒など、必要な物が入るサイズの物をご用意下さい。子供たち
のロッカーのスペースは限りがあり、着替え用の服も入れておきますので、ロッカース
ペースに合ったものをお勧めいたします。ロッカーのスペースは28cm X 27cm X 27cmで
す。
A small plant (for new children only). Any potted indoor plant (without poisonous
leaves) with a water tray. Please do NOT label the plant with your child’s name as all
the children will take care of all the plants.
小さな植木（新入生のみです） 室内用の植木を水受け用のトレイをつけてご用意下さ
い。子供達みんなですべての教室の植木のお世話をしますので名前は書く必要はありま
せん。毒性のあるような物はご遠慮ください。
A library bag.
図書カバン
A MBIS P.E uniform. (worn on P.E days and school field trips). P.E uniforms are
purchased at Kyokawa School Uniforms supply store in Tsukimiyama.
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●

●
●
●

学校指定体操服 体育や遠足時に着用。体操服は月見山にある学生専科京川で購入し
てください。
Art Smock/Apron for Art class. Something easy for your child to put on and take
off.
図工クラス用のアートスモックお子さんが脱ぎ着しやすい物。
Blindfold. Please make sure the blindfold fits your child comfortably.
アイマスク 必ず試着をし、うまく目が隠れて、ずれない物をお選び下さい。
Hat or cap for everyday use. To be left at school, in your child’s cubby.
毎日使用いたします帽子 学校のロッカーに入れておきます。
One small blanket or towel inside a cloth bag (not plastic) for 3 and 4 year old
children only to rest on. Kindergarten children do not need this as they do not have
rest time. No sleeping bags, futons, duvets or pillows, please. Please note that the
blanket is sent home every Friday to be cleaned. We recommend a blanket/towel no
longer than 100cm.
3 歳と 4 歳児用の布製バッグ (ナイロン袋はご遠慮願います。) に入った小さな毛布また
はバスタオル 1 枚。 キンダーのお子様（５歳児）は不要です。 寝袋、布団、羽毛布団、枕
はご遠慮ください。 毛布は毎週金曜日、選択の為に子供達が持って帰ります。 １メートル
以内のブランケット/タオルをお勧めします。

UPDATE 更新
● a small non-breakable saucer in order to do Snack Work. It may be stored in your
child’s lunch bag. It will be sent home to be washed daily along with your child’s lunch
cutlery and water bottle. 10cm diameter max. is recommended.
小さなお皿（割れないものが理想）スナックを食べる際に使用します。毎日、お子様のラン
チバッグに入れてあげて下さい。洗っていただくために子供たちは毎日お水筒やお箸な
どと一緒に持って帰ります。直径１０センチ以下のものをお勧めいたします。
● Face masks. Children must arrive at school each morning wearing a clean face
mask. Children must also bring at least one extra face mask (we recommend
several) every day. Store the extra masks in a ziplock bag (labelled with your child’s
name) which may be placed in your child’s backpack or communication folder. If
using washable/reusable cloth masks, please provide another ziplock bag labelled
“Used Mask”.
マスク 子供たちには登園する際に清潔なマスクを着用していただきます。また、少なくと
も予備のマスクをもう一枚（数枚が理想）毎日ご用意下さい。予備のマスクはジップロック
の袋に（名前を書いて下さい）入れていただき、お子様のカバンの中か 連絡フォルダーに
入れておいて下さい。もしお子様が布マスクを使用される場合は、使用済み（Used)と書
かれたジップロックバッグもご用意下さい。
● Sand Toys for example small digging tools such as shovels and a bucket. Please
place the toys in a large bag. Make sure your child’s name is on all the items,
including the bag.
砂場用のおもちゃ スコップやバケツなど。おもちゃは大きな袋に入れてください。 バッグ
を含むすべてのアイテムにお子様の名前が記載されていることを確認してください。
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Practical Life Fee
おやつとプラクティカルライフアイテム用のお金
Within the Montessori Children’s House there are many opportunities for your child to
complete Practical Life activities. Many of these activities require fresh produce, including
fruit, vegetables, flowers, snacks and other items. However, please understand that whilst
we will strive to offer a variety of activities, options may be reduced this year for health and
safety reasons. Therefore, we kindly ask that you pay 6,000 yen per child towards the cost
of buying these items. This is a 50% reduction of the usual annual fee. We will update you if
and when the situation changes. Please pay The Montessori Staff by the end of your
child’s first week of school.
Families who enroll later in the school year are required to pay 1,500 yen per School Quarter
from the Quarter in which they enroll. Families who withdraw from school before the end of

29

the academic year will be reimbursed. Please talk with the Montessori Staff in order to
confirm the exact amount due.
モンテッソーリチルドレンズハウスでは、あらゆる実践生活実習（プラクティカルライフアクティビ
ティー）を子供達に経験してもらうために、新鮮な野菜、果物やお花、スナックなどの材料が必要
になります。保護者の皆様には、そういったアイテムを購入するために１年間分としてプラクティカ
ルライフ代のお支払いをお願いしています。今年度、様々なプラクティカルライフアクティビティー
を提供できるよう努めますが、いくつかは安全や健康を考慮して実施できない可能性がありま
す。それに伴って今年度のプラクティカルライフアイテム用の代金は通常の半額の６０００円を徴
収させていただきたいと思います。この件に関しまして状況が変わりましたら皆様にお知らせい
たします。お手数ですが、新学年度最初の週の終わりまでに、モンテッソーリスタッフまでお支払
い頂きますよう、宜しくお願い致します。
各学期で１５００円の計算になりますので、途中入学されました場合は入学時点から学年終了時
までに残っている学期数で計算を致します。学年度の途中で転校される場合は使用致しました
分を引いて残りをご返金させていただきます。詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。

Marist Montessori
Observation Guidelines
Welcome to the Montessori Children’s House!
Procedure
In order to avoid disrupting the natural rhythm and flow of the children’s work and
concentration, we ask that you abide by the following suggestions:
1. Please remain seated in the visitor’s chair. Moving around the room can distract the
children.
2. Please avoid speaking with the Montessori teacher and assistants as they work and
observe the needs of the children. If you have questions, please write them down on
the Observation Log provided.
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3. Please avoid speaking with the children. Conversing distracts the children from their
work. The children are not necessarily conscious of the significance of the work they
do and thus may not be able to answer your questions. If a child approaches you, a
polite “hello” and a direct response as to who you are is fine; then quietly ask the
child to return to work. If a child asks you questions about his/her work, redirect
him/her to the Montessori teacher. The children have been told before you came that
the purpose of your visit is to watch them working, so they will understand your
response in that context.

4.

Please allow your child to react naturally to your visit. Children respond differently to
having their parent/carer in the environment. Let the Montessori teacher deal with
your child’s reaction. If your child is unable to leave your side, it is fine for you to
spend your observation watching the class together. Remind your child, if necessary,
that you have come to observe and that you can not talk and observe at the same
time.

5.

Please conclude your visit promptly. The Montessori staff will remind you if you lose
track of time. It is best if your goodbye to your child is brief and positive. It is helpful if
you prepare your child for the fact that your visit to the Children’s House is limited
and that you will see him/her at the usual dismissal time.

Things to look out for in a Montessori Children’s House
Many observers, upon first entering the Children’s House, feel overwhelmed by the diverse
activities that are going on. The suggestions below are intended to be focus points for your
attention.
Notice how:
●
●
●
●

●
●

●

●
●

the children keep the materials in order and assume responsibility in the room.
the children work at a variety of paces; some work quickly whilst others work slowly.
the children work with others, as a collective, or alone.
the children are free to schedule their own day, sometimes with assistance from the
Montessori teacher. They are also free to observe others when given permission
from those being observed.
the children have access to a wide variety of work.
the Montessori teacher and assistant interact with the children. The teacher will vary
in response to the children, always with a mind to encourage the independence of
the child. Notice the way the teacher may correct a child and look at the instances
when she does not.
the children interact with each other, assist, discuss and resolve conflicts with one
another. Notice the interaction between older and younger children as well as that
which occurs between those of similar ages.
the Montessori teacher and assistant take notes and observe.
the volume of sound in the room rises and falls throughout the 3-hour work cycle.

We recognise that you may not see all of the dimensions of the Montessori environment
outlined above and hope that you will not be disappointed when you find that aspects of the
environment have not been present during your observation.
Thank you for taking the time to visit the Montessori Children’s House.
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The Montessori Staff

マリストモンテッソーリクラス参観ガイドライン
チルドレンズハウスへようこそ！
順序
子供達の普段のリズムと集中力を妨げることなくクラス見学をしていただくために以下の項
目内容をお守りください。
1. 参観中は用意された椅子に常時ご着席ください。教室を歩き回られますと子供達の
気が散ってしまうことがあります。
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2. 教師やアシスタントは子供達を常にアシストし、子供達の行動を記録しております
ので、ご質問等ございます方はスタッフに話しかけるのではなく、参観記録用紙に
ご記入ください。
3. 参観中、子供達に話しかけるのはご遠慮願います。話しかけられる事によって取り
組んでいる作業に集中できない場合がります。子供達は必ずしも自分の取り組ん
でいる内容の重要性を理解し、大人の質問に正確に応えることはできません。もし
子供達から話しかけられましたら、”ハロー”とご挨拶していただき、自己紹介をして
いただきましたら、子供達へ自分の取り組んでいるアクティビティーに戻るように促
していただけますようお願い致します。もし子供達が自分の取り組んでいる作業に
ついて質問をしてきました場合は、スタッフに聞くように促してあげてください。子供
達は参観の目的について教師から説明を受けていますので、こういった保護者の
方々の対応について理解してくれるでしょう。
4. 子供達が保護者の皆さんの来園に対して自然な対応が出来るようにお手伝い願い
ます。子供達はご家族の皆さんが来園されることにより、いつもと違う反応をしてし
まう事があります。その際はモンテッソーリスタッフにおまかせください。もしお子様
が保護者の方から離れられない場合は、一緒に座ってそのまま参観を続けていた
だいて結構です。お子様には保護者の方が参観目的で来ているため、参観と会話
は同時にできないことを説明していただけますと幸いです。
5. 参観の時間帯をお守りください。参観の時間が過ぎてしまっています場合は、スタッ
フからお声をかけさせていただきます。速やか且つ前向きに退室されるのが良いで
しょう。お子様が、参観の時間は限られていること、放課後いつものようにまた保護
者の皆さんに会えるといことを理解出来る様にお手伝いいただけますと助かりま
す。

モンテッソーリチルドレンズハウスで見ていただきたいこと。
多様なアクティビティーが同時に行われています教室内に入られました際には,
何をどう見れば良いのか戸惑われることもあると思います。有意義な参加にするために以
下の内容をお読みになられますことを、お勧めいたします。
●
●
●
●

子供達は教室内の道具を決まった場所にきっちりと戻さなければなりません。
子供達はそれぞれ自分のペースで作業をこなします。
子供達は共同で作業をしたり、一人で作業したりします。
子供達はその日の自分の予定を自由に決めることができます。時々、モンテッソー
リ
スタッフにお手伝いをしてもらいながら作業に取り組みます。お友達の許可のもと、他の子
供達が取り組んでいる作業を自由に見ることも出来ます。
● 子供達は教室内の様々な道具を使って作業を行うことができます。
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● モンテッソーリ教師とアシスタントは子供達と接し、教師は子供達に多様に対応し、
常に自立できるように励まします。教師の子供達への接し方をご覧ください。
● 子供達はお互いを助け合い、話し合いながら問題解決などに一緒に取り組みま
す。年上の生徒が年下の生徒に接する時と、同じ歳の生徒同士が接しあう際の接
し方のなどを注意してご覧ください。
● モンテッソーリスタッフは子供達の教室内での行動を観察し記録しています。
● 教室内の音は静かになったり、大きくなったり３時間の授業の中で変化します。

保護者の皆様の参観中に上記に書かれています全ての面を見ていただけてないかもしれ
ませんが、ご理解いただけますと幸いです。

本日はお忙しい中、モンテッソーリクラス参観にお越しいただきありがとうございます。
モンテッソーリスタッフ

ParentCodeofConduct
At Marist Brothers International School (MBIS) we value and appreciate parental support
towards a child’s education and creating a school environment in which everyone feels
welcomed and respected.
The Parent Code of Conduct has been established to enable the school to continue to
ensure that it maintains a safe and supportive environment for all members.
ParentsRights
● To be treated with respect by students, parents and staff.
● To be treated in a caring and polite manner.
● To have a timely response to concerns raised.
AsaParent/Guardian/Caregiverweaskthatyou:
● Support with words and actions the vision and philosophy of the school.
● Work together with teachers and staff in a respectful manner.
● Listen to your child/ren, but remember that a different version of the event may be
interpreted by others.
● Cooperate if your child’s behaviour has overstepped accepted school standards.
● Maintain a positive and cooperative attitude when interacting with other adults in the
community whether they be staff or parents of students.
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● Be conscious of the power of social media and any content you may place on such
platforms.
● Refrain from approaching other children to discuss their behaviour towards your child.
ExpectationsforCommunication
● To communicate any concerns to school in a constructive and appropriate manner.
● To discourage hearsay and gossip by communicating directly with the school
administration regarding any concerning issues.
● To abstain from behavior which may be considered as harassment such as threatening
emails, letters and or phone calls.
● To make an appointment with the appropriate administrator if you would like to discuss any
concerns rather than discussing issues with office support staff. Arrangements for translation
will be made by the school, when necessary.
Teacher-Student/ParentConflictResolution
Under normal circumstances, parents are expected to take concerns about their child’s
progress or behavior directly to the teacher concerned. If neither party is able to reach a
workable solution or if the concern continues, the parent or the teacher should bring the
matter to the attention of the appropriate administrator. Should the matter still not be settled
it will be referred to the Head of School. The final 10 point of appeal remains with the School
Board, should no satisfactory settlement be made with the school administration.
PotentialActiontakenagainstbreachesofParentCodeofConduct
● Parents/Guardians/Caregivers may be asked to leave the school campus.
● Parents/Guardians/Caregivers may be banned from the school campus, temporarily or
permanently.
Serious or continuous breaches of the Parent Code of Conduct, may result in the
cancellation of enrollment of your child.

マリスト国際学校保護者行動規範
マリストブラザースインターナショナルスクール（MBIS）は、保護者の方々の 子供の教育に対してのサポート
と、皆が満足し敬意を払われる学校環境を作りへの サポートに感謝しております。
この保護者行動規範は、学校がすべての関係者にとって安全で協力し合える環境を 維持し続けるために制定
されるものです。
保護者の権利
● 保護者は生徒、他の保護者及びスタッフから敬意ある態度で接される。
● 配慮ある礼儀正しいマナーの対応を受ける。
● 問題が持ち上がった際には適宜対処される。
親/保護者/保護監督責任者へのお願い:
● 学校のビジョンと理念に則った言動を行ってください。
● 先生方やスタッフと敬意あるマナーを持って協力し合ってください。
● 子供の言葉に耳を傾けてください。但し、人によっては問題の解釈が異なる 場合があることを理解してくださ
い。
● 子供の行動が学校の定める基準を外れる場合があった際にはご協力願いま す。
● 他人と接する際には相手が保護者、スタッフ、生徒であろうと、前向きで協 力的な態度で接してください。
● ソーシャルメディアの力と自身がソーシャルメディア等に投稿する内容に注 意を払って下さい。
● 自分の子供への他の子の言動に対して、直接その子と話す行為は控えてくだ さい。
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コミュニケーションに関するお願い
● 問題があり学校側と話をする際には建設的で適切なマナーを持って進めて頂 きますよう、お願いします。
● 問題があった際にはうわさやゴシップが広まらないように、学校側と直接対 話をして下さい。
● 脅迫メールや手紙、電話といったハラスメントと取られかねない行為は控え てください。
● 懸念事項について相談したい場合は、オフィスのサポートスタッフに問題の 相談をするのではなく、適切な学
校側管理者のアポイントメントを取って下 さい。必要に応じて、学校側が通訳者を手配します。
教員-生徒/保護者問題解決
通常であれば保護者は子供の発達や行動に関する懸念を直接担当教員に相談するこ とになっています。保護
者と担当教員双方の間で実施可能な解決方法を見つけられ ない場合は、保護者又は教員は問題に対応出来
る管理者に報告しなければいけませ ん。その上でまだ問題が解決しない場合は校長が対応します。 学校管理
者及び校 長と保護者の間で満足行く解決がなされない場合は、学校理事会において最後の嘆 願の場が残さ
れています。
保護者行動規範に対する違反があった際の対応
● 親/保護者/保護監督責任者は即座に学校のキャンパスを立ち去るように求め られる場合があります。
● 親/保護者/保護監督責任者は一時的又は恒久的に学校のキャンパスを立ち去 ることを求められる場合があ
ります。
● 保護者行動規範に対して、深刻なまたは継続的な違反が行われた際には、そ の保護者の子供の学籍が取
消しになる可能性があります。

36

37

Montessori Field Trips
遠足
Possible Destinations: 行き先例
Oji Zoo
Awaji Farm
Suma Aquarium
Fruit and Vegetable picking
Kobe Science Museum
LEGOLAND
Kobe Animal Kingdom

Kobekko Land
Kawasaki World
Suma Beach
England Hill
Animal Kingdom
Osaka Aquarium
Kobe Port Tower

Departure from 出発場所 : School学校
Departure time 出発時間 : Shortly after children arrive at 8:30am. 午前８時半過ぎ
Returning time帰着時間 : Before 3:00pm 午後３時前
Dismissal 解散場所 : 3:10pm at school スクールにて3:10に解散
Bus Fee バス代 : For each Field Trip your child takes, we ask that you pay a Bus Fee. The
fee may vary depending on distance to the location. Please be sure to check the monthly
Montessori Newsletter and/or the Bus Fee information sheet for up-to-date information prior
to the field trip; these will be sent home in your child’s Communication Folder. 各遠足ごとに、
バス代が必要です。バス代は遠足に出かける場所までの距離によって決まり、各遠足ごとに集
金致します。各遠足についての詳しい内容は、マンスリーニュースレターをご覧下さい。バス代に
ついては別で配られますお手紙をご残照下さい。
Lunch ランチ : Please ensure your child has a home-lunch (including beverage) on each of
the above dates. 上記の日は、必ずお弁当をご用意下さい。
Clothing 服装 : Marist P.E Uniforms and appropriate clothing for the weather conditions. 学
校体操服と暖かい上着などその日の天気にあった服装。
Update: Montessori will visit local destinations within walking distance such as Suma Beach
and Suma Dera. We will inform you if and when the situation changes.
更新：モンテッソーリでは須磨ビーチや須磨寺など歩いて行ける範囲で遠足を実施いたします。
状況が変わりましたらその際はお知らせいたします。
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Parental Permission for Montessori Field Trips
遠足許可証
Students will be accompanied by 引率教師 : The Montessori Team (4 adults) モンテッソーリ
教員（大人４名）
Note メモ :
Please note that in case of rainy weather, Field Trips are generally scheduled for the
following Thursday when possible. If the Field Trip is rescheduled, your child should still
bring a home lunch as the cafeteria school lunch will not be available to order.
遠足の日が雨だった場合は通常、可能な限り同じ週の木曜日に振り替えられます。また遠足の
振り替えが決まった場合にも、必ずお弁当をご用意下さい。カフェテリアでランチの購入はできま
せん。

Please give this permission slip to the Montessori Staff.
許可証はモンテッソーリスタッフまでにお渡しください。

____________________________________________________________________________________

I hereby give my permission for my child to participate in the educational field trips
organized by Marist Brothers International School for the school year 2021 - 2022.
私はここに、２０２１－２０２２年度マリスト国際学校の校外学習遠足に、私の子供が参加することを
認めます。

Student’s Name:
生徒名

_____________________________

Parent’s Signature:
保護者の署名

_______________________
日付
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Date: ________________

The Marist Montessori Parent Handbook
Declaration Form
マリストモンテッソーリハンドブック確認書

Please detach and return this signed declaration to the Montessori Staff as soon as possible.
ご署名後、こちらの用紙を切り離し、出来るだけ早くモンテッソーリスタッフにお渡し下さい。

I hereby declare that I have read the Marist Montessori Parent Handbook 2021 - 2022 and
fully understand the contents therein.
ここに私は、２０２１－２０２２年度のモンテッソーリペアレントハンドブックを読み、内容をきちんと
理解した事を認めます。

Please give this form to the Montessori Staff.
許可証はモンテッソーリスタッフまでにお渡しください。

Student’s Name:
生徒名

_____________________________

Parent’s Signature:
保護者の署名

_________________________
日付
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Date: ________________

