
1 

 

 

    

 
新年の幕開けにウィーンフィルハーモニー交響楽団によって開催されるニューイヤーコン

サートは、世界最高峰クラスのオーケストラによる歴史ある恒例の行事で、世界 80か国に同

時中継で配信され、日本でも元日に衛星放送で実況されました。新年を祝って、ヨハン・シ

ュトラウスのワルツやポルカなどの華麗で親しみやすいプログラムが用意され、伝統あるム

ジークフェラインザールというコンサートホールの美しい天井画やホール内の金箔の列柱、

ステージいっぱいの花飾りも映し出され、目も耳も楽しませてくれる有名なコンサートです。

毎年著名な指揮者が登場しますが、今年はグスターボ・ドゥダメルという 36歳の若手でした。

異例のことです。ベネズエラ生まれ、５歳からエルシステマの音楽教育を受け 12歳でオーケ

ストラを指揮、18歳ですでにシモンボリバルユースオーケストラの音楽監督に就任しました。

エルシステマは 1975年にアブレウ博士によって提唱され、全ての人が経済的事情を懸念せず

楽器と指導を受けられ、オーケストラの音楽活動を通してコミュニケーション力を高め、社

会的モラルと個性の表現を実現するというものです。貧困と青少年犯罪に悩むベネズエラで

健全な市民を育成する社会政策として今では国を挙げて進められ、世界的な演奏家も育ち、

障碍者教育や刑務所での更生プログラムもあるとのことです。指導は子供たちの存在と行動

をしっかり肯定的に受け止める姿勢で行われ、特に社会的家庭的に恵まれなかった子供たち

は、この中で生きる力を育てられているとのことです。ドゥダメル自身が貧困家庭で育った

という訳ではないのですが、単なる専門に特化したエリート教育ではなく、人間教育として

の音楽教育の中で育った彼がクラシック音楽のひのき舞台に立ったことは、故国の若者や子

供たちを始め多くの人々の希望となったのではないか、と映像を見ながら思いました。 

さて、１月に入り大変寒い日々が続き、大学のセンター試験当日も積雪に見舞われるなど

高３の生徒たちは心身ともに大変だったと思います。続いて２次出願、私立大の入試、と受

験の真っ只中ですが、ここからが忍耐と気力の必要となる大切な時期になります。また本校

の中学入試も 21日に終了し、翌日には発表がありました。発表の後、いつも感じるのは受験

結果を受け止める中で、苦しい思いをしている小学生もいるのだろうとの思いです。受験は

人生におけるチャレンジです。チャレンジするというリスクを選ぶには勇気が必要ですが、

それは実現のための努力につながり、結果がどちらであっても次の人生のステップとして理

解し受け止める、更なる勇気を生み出すものとなる経験であってほしいと願っています。 

聖書の言葉 

「あなた方には世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。わたしは既に世に勝っている。」 

ヨハネによる福音書 16章 33節 

(校長) 
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2017 年度入試 推薦入試などの合格状況 
 （2017.１.13現在） 

１．指定校推薦 

・国際基督教大学 教養学部 

・明治大学 経営学部 

・立教大学 経済学部，文学部， 

社会学部， 

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 

・早稲田大学 文化構想学部，商学部 

・同志社大学 文学部 

・立命館大学 総合心理学部 

・神戸薬科大学 薬学部（３） 

・日本赤十字広島看護大学 看護学部 

計１４ 

 

○広島女学院大学 

・国際教養学部 国際教養学科 GSE 

・人間生活学部 管理栄養学科 

幼児教育心理学科 

 計３ 

 

○関西学院大学 協定校推薦 

 文学部，社会学部（２），国際学部（２），  

 総合政策学部  

 計６ 

 

○同志社大学 協定校推薦 

 神学部，商学部，社会学部，法学部， 

政策学部，スポーツ健康学部  

 計６ 

 

２．公募推薦 

・学習院大学 文学部 

・上智大学 外国語学部 

総合人間科学部 

・多摩美術大学 美術学部 

・津田塾大学 学芸学部 

・京都産業大学 文化学部 

・京都造形芸術大学 芸術学部 

・同志社大学 神学部 

・関西外国語大学 英語キャリア（２）， 

         英米語（２） 

・近畿大学 農学部 

・神戸女学院 人間科学部 

・神戸薬科大学 薬学部（２） 

・広島国際大学 看護学部（２） 

・安田女子大学 看護学部 

   計１９ 

 

３．ＡＯ・自己推薦 

・桜美林大学 ビジネスマネジメント 

・慶應義塾大学 文学部，法学部 

・玉川大学 観光学部 

・日本大学 文理学部 

・法政大学 キャリアデザイン学部 

・明治大学 理工学部 

・立教大学 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 

・京都女子大学 現代社会学部（２） 

・大阪芸術大学 舞台芸術学科（３） 

・広島女学院大学 人間生活学部 

・比治山大学 短期大学部 幼児教育 

               計１５ 

４．海外 

・Seoul National University(ソウル大学) 
 

（進路指導部） 

 

高校性教育講演会の報告 

昨年 12月 15日（木）に本校の高校生を対

象にゲーンズホールにて「知っておいてほし

い乳房と乳がんのお話」と題して、本校卒業

生で広島大学病院乳腺外科の惠美純子（えみ 

あきこ）医師（広島女学院中高在学中、幼な

じみが病気で亡くなったのをきっかけに医

師を志し、広島大学医学部に進学。がんの治

療をめざし、広島大学原爆放射線医科学研究

所に入局後、乳腺外科医として、乳がんの診

断、手術、薬物療法に携わっておられます。）

と中区本通りにある「まちなかリボンサロ

ン」の中嶋さんに講演をしていただきました。  
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当日のお話は、女子高校生のうちに知って

おいて欲しいという内容で、○乳房の発達と

しくみ ○生理周期と乳房の変化 ○10 代

から起こる乳腺の良性病変 ○乳がんにつ

いて ○乳がん検診について でした。 

その背景には、最近の有名人の乳がん闘病

の報道をみて、20～30 代の乳がんにあまり

縁のない人が病院に殺到しているが、そのほ

とんどは正しい知識を身につけていれば、心

配する必要もない症状という観点からの講

演でした。 

乳がんは、30 歳代で増え 40 歳から 50 歳

でピークになるというお話もあり、今後の人

生に役立つと思われる内容が満載でした。 

また、終了後には、生徒とともに保護者の

皆さまにもアンケートにご協力いただき、あ

りがとうございました。 

（保健室） 

 

クリスマス献金報告 

中高生徒の皆さんと教職員のクリスマス献

金、女学院クリスマスの席上献金は合わせて、 

231,650円でした。保護者の皆さまもご協力あ

りがとうございました。 

広島キリスト教社会館（学童保育・高齢者

デイケアサービス・こども食堂）、清鈴園（原

爆特別養護老人ホーム）、止揚学園（障がい

者施設）、日本キリスト教海外医療協力会（医

療支援）、国連難民高等弁務官事務所、日本

ＹＷＣＡ（東日本大震災被災者支援・紛争下

にある女性と子ども支援）など、36の福祉施

設・海外支援、諸団体に送らせていただきま

した。詳細は別紙配布プリントをご覧くださ

い。 

（宗教教育委員会） 

 

 

 

 

高校卒業記念礼拝・中学特別礼拝 

湊晶子先生（広島女学院院長・広島女学院

大学学長）より、「いかなる場合にも対処す

る秘訣」と題して次のようなメッセージをい

ただきました。 

「子どもの頃は戦時中にキリスト教信仰を

持つ家庭だったために厳しい迫害に遭い、大

人になってからは、女性の社会進出の先駆者

として多くの非難や試練を受けてきた。人生

は問題と緊張の連続で、人間の力には限界が

あるけれども、「わたしを強めてくださる方

のお陰で、わたしにはすべてが可能です 」

（フィリピの信徒への手紙４章 13 節）とい

う聖句によって乗り越えることができた。ど

んな状況に置かれようとも、ＹＥＳはＹＥＳ、

ＮＯはＮＯと言えるのが本当の国際人。女学

院で出会った聖書と神様を心の中に入れて、

ぶれない人生を歩んでいってください。」と

語られました。 

（宗教教育委員会） 

 

最終下校時刻変更のお知らせ 

最終下校時刻についてですが、２月 11 日

(土・祝日)より、中学生は 18：00、また高

校生は 18：15 となります。ご家庭で帰宅時

間の確認をお願いします。 

           (中学・高校生徒会) 

 

保健室だより（９） 

風邪やインフルエンザの流行る季節にな

ってまいりました。 

高３生徒にとっては、いよいよ旅立ちの準

備の時となりました。食事や睡眠に気をつけ

て、準備にのぞみたいものです。 

また、家でも熱を測る習慣を活かして、発

熱している場合は、無理して登校しないこと

も時折必要です。 

          (保健室) 
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心の健康（９） 

もっとも寒い２月です。寒々とした景色や

外気の冷たさに心も体も縮こまってしまい

ます。心と体は連係していますので、体で感

じた寒さに心も縮こまり、動きが鈍くなりま

す。 

暖かい環境を用意するのも大人の役割の

ひとつでしょう。いろいろな暖房方法の中か

ら自分の家庭に合った暖房具を使って温度

調整し、風邪を引かないように気をつけます。

その中で、炬燵（コタツ）という言葉を思い

浮かべるだけでも家庭的な暖かさを感じて

ホッとします。心の暖房は人間関係の中にあ

ります。冬は親と子どもが心を通い合わせて

会話するチャンスが沢山あります。２月は心

も体も温かくして過ごしましょう。 

（カウンセラー） 

 

 

 

 

 

ＹＦＵより感謝状 

公益財団法人 ＹＦＵ日本国際交流財団よ

り、本校の国際理解教育の実践と外国人留学

生の長期受け入れに対して、感謝状をいただ

きました。 

（ＧＥＣ留学係） 

 

生徒の活躍 

《中学》 

◇個人の活躍 

＊第 10回ベーテン音楽コンクール全国大会 

   Ｍ・Ｈ（３－５） ３位 

＊第５回広島県ジュニア美術展 

   Ｋ・Ｍ（２－５） 優秀賞 

 

 

 

《高校》 

◇高校卓球部 

＊第 44 回全国高等学校選抜卓球大会広島県予選 

Ａ級女子 第６位 

＊第 62回広島県高等学校新人卓球大会 

個人：ダブルス 

   Ｔ・Ｈ（２－Ｅ） 

Ｋ・Ａ（２－Ｃ）  ベスト８ 

 

《中高》 

◇中高吹奏楽部 

＊第 54回中国中学校・高等学校吹奏楽まつり  

  最優秀賞 広島県知事賞 

＊第 40回広島県アンサンブルコンテスト 

   高校管打八重奏   金賞 

   高校木管八重奏  銀賞 

   中学金管五重奏  銀賞 

 

※「生徒の活躍」について 

この欄は、部活動・同好会の大会・試合結果等を掲載して

います。個人については主催団体より学校に直接報告があ

ったものを中心に、個人の報告によるものを載せています。

報告は担任を通じて書面でお寄せ下さい。内容検討の上、

掲載いたします。 

 

 

教職員の動向 

○１月 14 日に事務室の為数夏実さんに男児

が誕生されました。おめでとうございます。

東吾（とうご）くんです。ご成長の上に神

様の豊かな祝福をお祈りします。 
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２月行事予定 

 

 今月の聖句 

神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは

人よりも強いからです。 

（コリントの信徒への手紙一 １章25節） 

 

熊本にある菊池恵楓園というハンセン病

療養所を訪ねました。中１がクリスマスカ

ードを送った教会の一つがそこにありま

す。しかし、熊本地震によって礼拝堂は使

えなくなり、修復はしないという決断を信

徒の方々はされたというのです。「過酷な人

生を送ってこられた元ハンセン病患者の

方々にとって、教会は心の拠り所じゃない

んですか？」と牧師先生に尋ねると、「自分

たちの代で終わる礼拝堂にお金をかけなく

てもいいと言われるのです。この方たちに

とって、祈る場所はどこでも変わらないの

です。」と語られました。年老い、重い障害

を負った、人の目には弱く見える方々の中

に、神様が与えられた「強さ」を示された

思いがいたしました。 

１月28日 中学ホール礼拝より 

 

（聖書科 Ｔ．Ｍ ）           

 

1 水

2 木

3 金

4 土

中３Z会ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾃｽﾄ（希望者）

高１駿台全国模試(希望者)

6 月

３限まで土曜日授業　高１・2球技大会

中　ｵﾗﾄﾘｶﾙｺﾝﾃｽﾄ  参観日

8 水 フェリス女学院碑めぐり案内

9 木 40分授業

10 金 ７限(中学)漢字検定

建国記念の日　じょがくinLOVE

高２進研ﾏｰｸ模試

最終下校時刻変更(中)18：00(高)18：15

12 日

13 月

14 火

15 水

４限まで授業

中3,高1・2は４限講演会

第２回SGH研究発表会(午後)

45分授業

高１・2小論文コンクール(７限～)

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土 国公立大学前期日程入試開始

26 日

27 月

28 火 高３登校日　卒業礼拝リハーサル

16 木

17 金

5 日

7 火

11 土


