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広島女学院中学高等学校

１学期が終わります。今年も梅雨前線の影響などで何度か洪水警報が出され、休校や開始
時間の繰り延べ措置が行われるなど、少し落ち着かない学期末でした。土砂災害の記憶も新
しい地域では、不安な日々をすごされた方もおられたことと思います。しかし、18 日には
気象庁から梅雨明け宣言が出され、梅雨空に替えて暑い夏の日差しがやってきました。この
日、学校では、小学生の為の学校体験企画、『おさんぽ女学院』が開催されました。これま
で、６月に行ってきましたが、今年からは、学校行事の関係などから｢海の日｣の開催となり
ました。厳しい暑さにも関わらず、開始時間以前から多くの皆さんが親子連れで来校され、
会場のゲーンスホールは入りきれない程の大盛況となり、一部の方にはご不便をおかけする
場面もありました。ステージでは新体操の演技、生徒達による海外研修等のプレゼンテーシ
ョンなどが行われました。その後、移動して、教室での授業体験やＳＧＨ等の活動のポスタ
ーセッション、特別教室・体育館でのクラブ活動体験等があり、どの会場も元気な児童達で
活気にあふれていました。今回はホールでの司会・進行から各教室での活動に至るまで、生
徒達の「おさんぽリーダー」や、部活の生徒達が中心となって小学生をリードしてくれまし
た。小学生を前にして、生徒達も活き活きとお姉さんぶりを発揮し、大切な役目を果たして
くれました。こうした機会を通してリーダーシップを発揮してくれる生徒達の姿が、大変頼
もしく感じられた半日でした。
さて、いよいよ夏休みです。毎年の様に書きますが、長期休暇は、子どもたちの家庭での
存在位置を再確認する時です。成長につれて外での活動がますます増え、少しづつ自立して
いく中で、家庭内における子どもの存在感は時間的にも少なくなってきます。しかし、家庭
はあらゆる活動の中心にある大切な存在です。そして子どもは家庭における役割を自覚し、
責任を果たしていくことで、自活への力を付けていきます。部活だ、大学受験だと言ってい
る間に、大学生活などで子どもが家庭を離れて自立していく時期はすぐにやってきます。こ
の夏休み、子どもたちが無理なく果たせるような家庭での役割を持たせて、休みが終わった
時に、家庭での存在感と小さな充実感を味わえるようにしてはいかがでしょうか。
厳しい暑さが続きます。保護者の皆様方も健康に留意してお過ごしください。
聖書のことば ｢知恵ある女は家庭を築く。｣
旧約聖書 箴言 14 章１節
(校長）
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2016 年度 第 1 回ＳＧＨ研究発表会

える問題は似ており、有益な情報交換の場
となりました。
今年度第２回の研究発表会は２月の予定
です。
（グローバル教育推進部）

８・６平和記念礼拝のご案内
８月６日（土）午後１時 30 分よりゲーン
スホールで、女学院の生徒・教職員 350 余
名を含む原爆犠牲者をおぼえ、平和を祈る
「８・６平和記念礼拝」が行なわれます。
講師には、岡村悦弥先生（日本バプテスト連

６月 25 日（土）に今年度第１回の研究発

盟引退牧師、被爆者）をお迎えします。

表会を実施しました。今回の外部参加者は

中１、中３、高２で在広の生徒の皆さん

50 人程度と昨年第２回よりずいぶん少なか

は、礼拝に出席して下さい。礼拝に出席で

ったのですが、北海道から長崎まで全国各

きない人たちも、午前８時 15 分には その

地からの参加がありました。午前中は追手

場でこの日を覚えて、黙祷をささげましょ

門学院大学准教授の井出明先生に中学、高

う。なお、当日はゲーンスホールのみ校外

校別々にお話をして頂きました。テーマは

靴可です（校舎に入る用事のある人は校内

「ダークツーリズム」で、戦争、災害、公
害などの人類の負の遺産と観光を結び付け、
旅をしながらこれらを継承していくという

靴を持って来て下さい）
。１時 20 分にはホ
ールに着席し、担任の先生よりプログラム
を受け取って下さい。（中１は自分の席、中

ものです。
「過去のだれかの悲しみに寄りそ

３は中２の席、高２は２階席です。その他

う」という精神が必要であり、これは本校

の学年で、礼拝に参加する場合は、後ろの

のキリスト教教育の理念やＳＧＨの課題研

空席か補助いすに座って下さい）。

究構想に合致するものです。詳しくは校長

（宗教教育委員会）

先生がアイリスレター第３号（６月発行）
の巻頭言にお書きになっておられます。
午後は生徒による海外研修および課外活
動に関するプレゼンテーションでした。研
修旅行として、韓国・カンボジア・ミャン
マー・マウントユニオン大学・ハワイを、

中１父親母親教室

課外活動として署名実行委員会の生徒によ
る碑めぐり・署名活動・ヒロシマアーカイ

７月２日（土）、中１父親母親教室が行わ

ブ活動について紹介をしました。いずれも

れました。まず本校カウンセラーから、

参加者からは大好評で、ずいぶん感心して

“親と子が幸せになる「ＸとＹの法則」

おられたようです。

－「待つ」ということ－”と題し、思春期

午後の二つ目のプログラムは教員による

の子どもへの親の接し方について話があり、

ＳＧＨの取り組みに関するプレゼンテーシ

それを受けて、グループに分かれての話し

ョンと質疑応答でした。ＳＧＨ指定であっ

合いに移りました。

てもそうでなくても、それぞれの学校で抱
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「ついつい先々のことを言ってしまう。」
「どのように見守るべきか悩みます。
」など、

保健室だより（４）
～夏休みの生活～

各グループで活発な話し合いが行われ、そ

40 日間にわたる夏休み。熱中症などにな

の思いを共有されていました。本当に生徒

らないようにしたいですね。また、健康的

の皆さんが大事に育てられていることを改

な生活を維持するため、日頃から小さな心

めて感じました。

がけをしていきたいものです。たとえば、

中１にとってはまだ慣れないことだらけ

○早寝早起きを心がける。

の中学校生活です。私たち教師は保護者の

睡眠不足はなにかと体調

方々とともに、生徒一人ひとりを見守り、

をくずす原因になります。

指導していきたいと思います。どうぞ宜し

○エアコンの使いすぎには注意して。

くお願いします。

○外出する時は、帽子や日傘を使って。

中１の役員の皆様、お世話いただき、あ

○常に水分を携帯して。

りがとうございました。

○夏バテしないように食事にも気をつけて。
（中学教頭）

○家事のお手伝いの時間もとりいれて、体
も動かしてみましょう。
また、体の症状で気になっていることが

中２・中３父親母親教室

あれば、夏休みこそ受診しておきましょう。

７月 16 日（土）、中２中３合同の父親母

（保健室）

親教室がひらかれました。今回は「スマー
トフォン世代のコミュニケーションの実態

心の健康（４）

～家庭における対応・対策の視点より～」

夏は暑いです。太陽がカーッと照りつけ

というテーマで講演を聴きました。便利だ

て汗がダラダラ流れて、それで元気になる

から、楽しいからという安易な考えで、ソ

時とあまりの暑さにグダーッとなり弱って

ーシャルメディア（ツイッター、フェイス

しまう時とがあります。暑さは内在する力

ブック、ラインなど）を利用することにつ

をパワーアップしたり、心身を弱らせたり

いての危険性や具体的なトラブルを交えた

します。

お話でした。特にソーシャルメディアは、

暑い日々は、自分の立てたスケジュール

世界につながっており、情報は一人歩きす

にそった規則正しい生活、つまり基本とし

ること、そして、一度書いたことは消せな

て起床、食事、勉強、就寝の時間を一定に

いということから、家庭でのルール作りを

した生活をしていくことが、「心の健康」を

含め、現代の情報化社会の中で賢く利用す

保つことにつながります。

るために、しっかり考え、判断する力が大

暑さをストレスとなる悪いものと決めつ

切であることを再認識しました。

けないで、暑さにどう対応していくか親子

お世話いただいたの役員の皆様、ありが

で工夫し、積極的に『夏』を生活に取り込

とうございました。

んでいきましょう。

（中学教頭）

夏休み中のカウンセリングルームは月曜
日に開室します。希望される方は、お申し
込みください。
(カウンセラー)
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生徒の活躍

７月末から９月始めの行事予定

《中学》
◇中学新体操部
＊広島県中学校新体操選手権大会
団体：優勝⇒中国大会出場

７月 22 日（金）～８月 31 日（水）夏期休業
７月 22 日（金）～７月 30 日（土）
前期補習・補充
７月 25 日（月）～７月 27 日（水）

◇中学バレーボール部
＊第 64 回広島市総合体育大会
バレーボール中区大会 ３位
⇒市大会出場権獲得

中２チャレンジキャンプ

◇個人の活躍
＊広島市中学校水泳競技選手権大会
Ｎ・Ｒ（３－３）
200ｍ背泳ぎ ３位
400ｍ自由形 ７位
Ｋ・Ｙ（１－１）
200ｍバタフライ ５位
Ｇ・Ｒ（２－５）
50ｍ・100ｍ自由形
⇒県選手権出場権獲得

夏期海外生活体験学習(～８月 10 日(水)）

夏休み勉強合宿（神石高原ホテル）
English Adventure
８月３日（水）～８月４日（木）
東大オープンキャンパスツアー
８月６日（土）
平和祈念式(東校地慰霊碑前)10：00～
平和記念礼拝(ホール)13：30～14：30
中１、３、高２準出校日(13：30 登校)
８月 14 日（日）～８月 16 日（火）
夏期特別休暇（学校休校）

《高校》
◇高校水泳部
＊広島県高等学校選手権水泳競技大会
Ｔ・Ｍ（１－Ａ）
400ｍ個人メドレー ４位
200ｍ個人メドレー ４位
⇒上記２種目で中国大会出場権獲得

８月 17 日（水）～８月 27 日（土）
後期補習・補充
９月１日（木）
始業の日
休み明けテスト(中１、２、３、高１、２)
９月２日（金）

◇高校新体操部
＊広島県高等学校新体操選手権大会
団体：Ａチーム ２位
団体：Ｂチーム ３位
個人：総合２部
Ｎ・Ｓ（２－Ａ） 優勝
総合１部
Ｏ・Ｓ（２－Ｅ） ４位

休み明けテスト(中１、２、３、高１、２)

図書館
夏休み中の開館予定
７/22（金）
・25（月）～29(金)
10:00～15:30

今月の聖句

＊ 閉館時でも司書教諭がいれば貸出・返
却できますので声をかけてください。

目を上げて、わたしは山々を仰ぐ。

＊ 夏休み中は図書館前に返却ポストを置

わたしの助けはどこから来るのか。

いておきますので、閉館のときはご利

わたしの助けは来る

用ください。

天地を造られた主のもとから。
（詩編 121 篇１･２節）
（聖書科Ｙ．Ｉ）

-4-

小さな祈りの影絵展
９月行事予定
1

木

2
3
4
5
6
7
8
9

金
日
月
火
水 高 文化講演会(6,7限)
木
金
高1・2ｽﾀﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄ
高3河合記述模試

日

今年も、高校２階教員室前で「小さな祈

月 休み明けﾃｽﾄ素点確認

りの影絵展」が開催されています。

火

今年のテーマは「８月６日の朝」で、当

水
木 参観日

時の幸せな朝の様子が描かれています。影

金

絵は、本校の生徒やなぎさ中学高等学校、

土

城北中学高等学校の生徒さんとその卒業生

日 高3ﾍﾞﾈｯｾ駿台ﾏｰｸ模試

らで構成される「影絵ユース」の皆さんに

月 敬老の日
火

よって制作されました。どの作品も美しく

水

やさしさに満たされています。
面談等で学校にお越しの際には、是非、

木 秋分の日
金

24 土
25
26
27
28
29
30

休み明けﾃｽﾄ（中1～高2）

土

10 土
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

始業の日

日

足を運んでいただき、１つ１つの作品をゆ
創立130周年記念講演会
中

っくりとご覧ください。

県総体

高2駿台全国模試(希望者)

（広島女学院ＨＰ『今日の女学院』より）

月
火
水
木
金
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