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国際的に活躍するグローバルリー
ダーを育てるための文部

科学省のプロジェクト。グローバル人
材の育成に取り組む高

校および中高一貫校がSGHとして
指定されています（2014

年度指定校は56校、中四国の私学
では唯一の指定校）。

各指定校では国からの支援を受け
、それぞれに特色のある

教育を進めています。

本校は深い教養や語学力に加えて
、社会的課題に

対する責任感や問題解決能力とい
った、グローバ

ルリーダーに求められる素養を身
につけるため、

中高6カ年で一貫した「Peace St
udies（PS）」を

実践しています。「核の惨禍のない
世界を創り出す

しなやかな女性」の育成を目指して取
り組んでいます。

2014年 広島初、
中四国九州私学初の

国際社会で活躍する人材を育成

S G Hとは

（スーパーグローバルハイスクール
）

(Super Global High school)

指定校

のびやかに、しなやかに、世界へ。

あなたがたはそれぞれ
賜物を授かっているのですから、
神の様々な恵みの良い管理者として、
その賜物を生かして互いに
仕えなさい。

学 校 長  星 野  晴 夫

（ペトロの手紙一　第4章10節）

海外航路の航海術を学ぼうとしていた船乗りの青年、砂本
貞吉が立ち寄ったアメリカで人生の転換を経験し、牧師と
なって広島に帰り女子塾を開設したのは1886年、明治19
年のことです。アメリカから単身来日した28歳の若い女性宣
教師N.Bゲーンズがこれを総合学園に成長させました。創
立者達の国際的視野、また、神から愛された命と委ねられた
使命を持って社会に奉仕するというキリスト教精神のもと、
世界の平和のために生きる女性が育つことを願っています。

広島女学院の大きな特色である“Peace Studies”を、

教育の柱に据え、自発的に平和について考え、世界に

発信し、行動する人材の育成を目指しています。

キリスト教教育

教 科 教 育

【土台】

【実践】

Stage

Stage

未来のグローバルリーダー

Peace Studies

実 践
徐々にテーマを世界へ広げ、
学びから実践に高め、

海外研修を通して生徒の人間力を
段階的に成長させます。

目指せ、未来のグローバルリーダー！

平和観
世界につながる

国内外の様々な問題に目を向け
る探究心と、平和をともにつくる
という視点で世界を見る力。

対話力
価値観の違う他者を認め、
コミュニケーションを通じて
相手の考えを理解し、自分
の考えを発信する力。

リーダーシップ
考え方の異なる他者とも、
お互いに納得できる合意
を導き出し、実行に移すこ
とができる行動力。

キリスト教教育に基づく

【 目 指 す 人 間 像 】

・夢の実現に向けた進路指導
・難関国公立大学への進学

・世界に平和を発信できる人材
・国内外の社会課題を
 発見・解決できる人材
・自らの夢の実現に向けて
 挑戦できる人材
・グローバル社会で活躍できる人材

卒業後は

の実現へ向けて、
それぞれの道へ大きく踏み出していきます。

「核の惨禍のない世界を創り出す
しなやかな女性」

ピース スタディーズ P5へ

P10へ

P12へ

P13へ

1

「生きる力」を
育てる

確かな学力と
豊かな知識

Stage

2

【実現】

Stage

3

価値観の相違を
乗り越えられる

合意を創り
実践する

世 界 のトビラを 開く

3S G H

S G H

S G H

S G H
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キリスト教主義教育

わたしたちは神のために
力を合わせて働く者であり、
あなたがたは
神の畑、神の建物なのです。

広島女学院での学び

広島女学院　学院聖句
（コリント信徒への手紙一　第３章9節）

「信仰なき知識は、知恵ある悪魔をつくる」と、フランスの
哲学者・ルソーが言ったように、知識や学問は、正しく用いる
人格がなければ有害なものにさえなります。本校の土台で
あるキリスト教主義教育は、信仰の強制ではなく、礼拝や
キリスト教行事、聖書の授業を通して、自らを正しく受け入れ
「他者のために祈り行動できる」人格を養い、「身につけた
知識をどのように用いるのか」学びます。

1887年に初代校長となったゲーンズ先生は、「自分を愛するよ
うに、隣人を愛しなさい」と聖書に書かれているように、周囲の
人々や社会に貢献できる豊かな人間性を育むための教育に、
情熱を注ぎました。その精神は約130年を経た今も受け継がれ
ています。「隣人愛」の教えを通じて、多感な時期にある生徒た
ちの心に、大きな成長をもたらします。

他者のために行動する
「生き方」と向き合う。

礼 拝 キリスト教
の行事

聖書
の授業

中学特別英語クラス

英語検定やGTECでも好成績

日 の々授業で自分の考えを書いたり、発表した
りする活動をふんだんに取り入れ、海外研修
や海外からの来校者との交流会へつなげてい
きます。中学ではオラトリカルコンテスト（中1・
中2は暗唱、中3はスピーチ）、高校ではスピー
チ・プレゼンテーションコンテスト・エッセイラ
イティングコンテストを開催し、英語で表現す
る機会を持ちます。

広島女学院の英語教育の特徴

中学入学時に、英語検定準２級以上を取得して
いる生徒対象。教材はイギリスの出版社のもの
等を使い、週6時間の半分以上をネイティブス
ピーカーが担当します。少人数クラスの参加型
授業を行い、ディスカッションやエッセイライティン
グなど自己表現の場面をふんだんに提供してい
ます。この授業を通して入学後、英検1級に1人、
準1級に7人、2級に5人合格しました。開講から
2年経ち、このクラスに参加した中１・２生16人の
うち、英検1級取得が2人、準1級が7人、2級が7
人となりました。本校では入学時の高い英語力
を、さらに確実に、伸ばしています。

少人数クラス
中1の入門期には、約20人の少人数制授業を
展開。苦手をなくすための放課後勉強会やハ
イレベル講座など、習熟度に合わせた指導を
行っています。

ICTを用いた教育
中学ではe-learningを導入しており、自分のレ
ベルやペースに合わせて、より多くの問題に挑
戦しています。

中学では音読、NHKラジオ講座の受講、学習し
た単語や文を書く練習を柱に、徹底的に基礎
力を養います。中3からは高校レベルの教材も
活用し早い段階でより高度なレベルの英語に
触れます。高校では速読や多読を取り入れ、
インプット量をさらに増やします。

豊富なインプット

中3（192人中）
高1（219人中）
高2（223人中）
高3（219人中）

2016年度　GTEC
学年

学年

平均 全国平均と比較

2016年度　英検取得者数　（延人数）

479.8点 
531.5点 

+69.8 
+119.5 

中３
高1

準2級以上 2級以上 準1級
129人
184人
182人
185人

28人
92人
130人
126人

ー  
ー  
8人
12人

全国平均では、高校３年生の準２級以上取得率が11.1%
であるのに対し、広島女学院は84.5%であり、本校の生徒
は好成績を残しています。
（全国平均は2014年度の文科省報告によるもの）

【実践】【土台】

Stage 1 2 英  語
「聴く・読む・書く・話す」の

4技能をバランス良く高め

実践的な力を身につける。

他者への思いやりを持った

豊かな心を育てる

広島女学院の教育の土台。

発信力を磨く英会話クラス

ネイティブスピーカーによる英会話の授業
は、クラスを2つに分けて少人数で実施して
います。中1からプレゼンテーションやディス
カッションを取り入れ、発信する力を養いま
す。高3ではハイレベルなライティングの力を
身につける講座も開講しています。

S G H
Stage
S G H

オサラバン先生 コール先生フェローズ先生ワイル先生
スミス先生
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【実現】
Peace Studies

ピース スタディーズ 3 OG
生徒の主体的な学びを中心に

展開し、「平和観」「対話力」

「リーダーシップ」を育成します。
紹介

広島女学院の被爆の記録や、被爆者の証言を通してヒ
ロシマの被爆を学びます。平和記念資料館や市内各所
の被爆絵碑を実際に訪れ、学んだことをポスターにまと
め、クラスでプレゼンを行います。
また同級生インタビューなどを行うことで、自分自身、友
人、保護者からの視点を通して自己理解を進め、自己肯
定感を高めます。

広島女学院の歴史の中で
築かれた教育の柱。

原爆投下がそれぞれの国によって全く違った意味を
持つという事実を知り、それを乗り越えて理解し合う
方法を考えます。
またSNSの使い方や、クラブ活動を事例にしたケース
スタディーを通して、より良い人間関係を築くための
方法を考え、実践します。

【中学2年】

長崎と広島の原爆投下の背景について学び、長崎研
修旅行で被爆者の思いを聴きます。それらをもとにし
た小論文で、中学平和学習のまとめをします。
日本社会における在日外国人の状況や在日コリアン
への差別を、自分たちの社会の問題として捉え、また、
韓国研修に行った生徒たちのプレゼンもふまえ、多
文化共生社会を考えるスタートにします。

内戦を経験したカンボジアの「痛み」と、日本社会が
作り上げた差別による「痛み」について学びます。
多様な背景や「痛み」を持つ他者と、どのように平和を
構築できるのか考え、ヒロシマや自身のあり方を見つ
め直し、平和実現のための道を探ります。

沖縄の地上戦・基地問題をテーマに、日本社会の課
題を学びます。グループワークや事前研修を経て学び
を深め、修学旅行では沖縄尚学高校を訪問し、意見
交換します。
またヘイトスピーチや法的地位など、在日外国人をめ
ぐる現在の日本の課題に目を向け、資料やワーク
ショップ、講演を通して学び、多文化共生社会を実現
するには何が必要かを考えます。

6年間の学びの集大成として「核兵器を廃絶すべきか」
をテーマに卒業論文を作成し、世界のさまざまな場面
で平和を創出していく決意を固めていきます。
また差別を生み出してしまう人間の深層心理を学んで、
自らの行動を客観的に見つめ、グローバル社会におい
てどのように共生社会を構築するかを考えていきます。

【中学1年】

【中学3年】

【高校1年】

【高校2年】

【高校3年】

倉光 静都香さん
2015年度卒
マウントユニオン大学1年在学中

OG紹介

広島女学院での学びを礎に

道を切りひらいてきた先輩から

後輩へのメッセージ。

卒業
生からのメッセージ

Graduate introduction

いつも喜んでいなさい。
絶えず祈りなさい。
どんなことにも感謝しなさい。

思い出の聖句

私は現在、広島女学院の提携校である米国オハイオ州のマウントユニオン
大学で、学校から13代目の村上芳野奨学生（※1）として勉強しています。
核軍縮に興味があるので、主に国際政治系の授業を履修しています。
広島女学院で過ごした中学・高校時代といえば、友人や先生方と共有した
空間を最初に思い浮かべます。毎朝の礼拝、学校にいらっしゃるお客様の
講演、内容の濃い平和教育プログラムなどを通して、考えさせられたことを
共有する場所があったことは、私にとってとても意味のあることだったと思い
ます。広島女学院での日々は、自分の進路に大きく影響していることはもちろん、
「どのような人間になりたいか」ということを常に自分に問いかけてきました。
私が広島女学院で経験した様に、後輩のみなさんにも、たくさん人との出逢
いがあることを願っています。

「平和観」「対話力」「リーダー
シップ」を育成するPSカリキュラム
は、生徒の主体的な学びを中心
に展開します。学年ごとにテーマ
を世界へ広げていき、国内外の
課題を論理的に考え、自分なり
の考えを他者と伝え合いながら、
実践することを目指しています。
2016年度に行った学習から、
一部を抜粋してご紹介します。

中・高 6年間の“Peace Studies”の取り組み
「平和構築領域」「多文化共生・人権領域」

国際情勢・外交/国家安全保障・対外情報分析専攻
（International Affairs and Diplomacy/ National Security and Foreign Intelligence Analysis）
包括的核実験禁止条約準備委員会 ユースグループ メンバー
(CTBTO Youth Group)

（※1）村上芳野奨学生
戦後間もなくマウントユニオン
大学（UMU）に留学し、多くの
人から慕われた本校卒業生の
村上芳野さん。UMUは彼女の
功績を伝えるべく、学費免除の
奨学金制度を設け、本校卒業
生を受け入れています。

江戸 彩加さん
2009年度卒
広島大学医学部医学科 卒業

OG紹介

私は植え、
アポロは水を注いだ。
しかし、
成長させてくださったのは神です。

思い出の聖句

広島女学院では毎日の礼拝や平和を祈る週、人権学習、国際交流などたく
さんの出会いがありました。一見すると堅苦しい響きですが、イタリアの
高校生との平和会議、海外からのお客様との碑巡り案内など、楽しみな
がら共感し、学ぶことのできる時間でした。そういった経験を重ねるうちに自然
と自分なりの考えが生まれ、友人と互いの意見を交わしたことは、私にとっ
てかけがえのない財産となっています。私はこの4月から、眼科医としての
キャリアをスタートさせましたが、これも、高校時代の出会いがきっかけです。
卒業後も、広島女学院で学んだことが大きな原動力になっています。自分は
周りの人々によって生かされているのだということを心に留めて、目標を
見失わず立派な眼科医になれるよう努力していきます。

2015年より
呉医療センター・中国がんセンターで初期研修
現在は、広島大学病院　眼科で後期研修中

【実践】2Stage
S G H

Stage
S G H
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現地の同世代の若者に
平和メッセージを伝える

アメリカ マウントユニオン大学研修
日程／2016年3月25日～4月5日
場所／オハイオ州 〈中3・高1 ／10人〉

事前・事後学習を充実させ
多角的視点から考える

ミャンマー研修
日程／2017年1月17日～22日
場所／ヤンゴン市 〈中3・高1 ／10人〉

□事前学習

□現地研修 □事後学習

GI
一期生

GI
二期生

ハワイ研修に行った時には、オバマ米国前大統領の母校・プ
ナホウスクールを訪問し、現地の生徒と一緒に平和関連のボ
ランティア活動をしました。その中で、日本とアメリカでは世界
史の教科書や平和学習の内容が異なることに興味を持ち、
独自にリサーチをしました。様々な違いはありますが、世界を平
和へと導く第一歩は、いかなる時も「過去と向き合い、学ぶこ
と」だと気づきました。私たちの活動の一つひとつは小さくて
も、過去・現在・未来の点を線でつなげるうえで、重要であると
体得できた研修でした。

久保田 結衣
（高3）

（高2）

GIの活動では、世界各国の人 と々対話する機会があります。
言語はもちろん、文化や習慣、宗教といったベースが根本的
に違い、物事の捉え方や思考の仕方も異なります。その違い
を乗り越え、合意を形成していくのは難しいことですが、粘り強
く交渉を続ければ、必ず良い関係を構築していけると確信でき
たことは、本当に意義深い経験でした。GIの活動を通じて英
語力、リーダーシップ力も身につきました。自分から積極的に行
動することを心がけた結果、日常の行動にも変化が生まれ、自
分自身でも成長を実感しています。

熱田 希弘

【ＧＩ生徒の声】

Global Issues 課外活動【選択科目】
グローバル イシューズ

2015年度より、高1からの選択科目「Global 
Issues」が始まりました。核兵器、国際紛争、
平和構築などをテーマにオールイングリッシュ
の授業で学び、グローバルリーダーに欠かせな
い力を培っていきます。

リーダーとしての
思考力と発信力を磨く

高1・高2のGI生たちは、火曜～金曜の放課後に、英語
力、思考力、コミュニケーション力などを育成する活動
に取り組んでいます。また専門家などによる特別授業や
研修にも随時参加しています。

【学習内容】

Global Issues（GI）
高1生
から

曜日

火曜日 ネイティブの大学教授

生徒によるリサーチ、ディスカッショ
ン、アクティビティ、課題制作を行う。

水曜日
金曜日 グローバル教育推進部

TOEFLに熟達した外部講師による
TOEFL対策授業。受講者には
TOEFL iBTの受験を課す。

木曜日 外部講師
（大学教員など）

外部講師
（大学教員及び大学生など）

GI選択生徒がウェブサイト上で行う
「平和学」に関するディベートに
メンターとして参加し、助言・アド
バイスを行う。

随　時

IGS
（海外進学をサポートし、
 グローバル人材の育成を
 行う民間教育機関）

さまざまなテーマでグローバルリー
ダー育成のための特別授業を実施
しています。IGS学院長で一橋大学
特任教授の福原正大先生をはじめ、
深い教養を培い、世界に自己発信す
る力の育成を目指します。この講座
はGI選択生徒以外も受講できます。

担当教員 内 容

「平和学」「核軍縮」をテーマに課題
研究を行う。発言の際には、生徒も
英語を使用する。

（2016年度）

➡※詳しくはこちらへ

被爆者の体験を遺す
「ヒロシマ・アーカイブ」

首都大学東京の渡邉英徳准教授と学生、本校
「署名実行委員会」との共同プロジェクトで、
2011年に公開したウェブサイトです。地図上に
表示される建物や人物のアイコンをクリックす
ると、原爆投下直後のヒロシマの写真や、被爆者
のインタビュー動画を見ることができます。被爆
者のインタビューや収録を本校生徒が行い、
これまでに約50名の証言を配信してきました。

20名以上の応募の中から、日本語と英語によ
るエッセイなどで選ばれた中3と高1が、アメリカ
のオハイオ州を訪問しました。マウントユニオン
大学には1週間ほど通い、アメリカ文化や平和

学の講義を受けたほか、現地の大学生に対し
て、広島女学院と平和都市・広島についてのプ
レゼンテーションを英語で実施。アメリカの同
世代の若者に「核兵器を廃止することがいかに
重要か」といったメッセージを伝えることができ
ました。また現地の小中学校を訪問して交流を
楽しんだり、ボランティアに参加したり、ホーム
ステイでアメリカならではの生活を体験したり、
有意義な時間を過ごすことができました。

2016年には、署名実行委員会の生徒4名がア
メリカの国連本部（ニューヨーク）や、ハーバー
ド大学（ボストン）を訪れ、日米高校生平和会
議を実施しました。「ヒロシマ・アーカイブ」を活
用し、当時の街の様子や被爆者の体験を、現
地の高校生らに伝え、意見交換を行うことがで
きました。

➡※詳しくはこちらへ

ミャンマーを深く知ることを目的に、5グループ
に分かれて学習を実施。学校行事（キリスト教
強調週間）とも関連させて支援を呼び掛け、段
ボール8箱分の物資（文房具・子供服・楽器類
など）を集めました。さらに、ミャンマーへの支援
活動を行っている民間団体の方との勉強会を
開催し、より深くミャンマーの現状、特に農村部
の生活環境や教育事業について学びました。

ヤンゴン市内にあるInternational School of 
Myanmar（ISM）を訪問し、高校部と小学部の
クラスで、日緬関係や日本文化、ヒロシマと本校
についてのプレゼンテーションを英語で行いま
した。生徒宅にホームステイさせてもらい、ミャン
マーの日常生活も体験。また障がい者のための
職業訓練校も訪れ、開発途上国の障がい者職
業支援の実情を学ぶとともに、国際協力の在り
方について様々な角度から見つめ直す機会に
なりました。

研修成果をレポートにまとめ、研修成果を校内
でプレゼンテーションし、成果の普及に努めま
した。さらに事後学習を進め、支援物資を集め
たり、校内や校外の研究会などで成果報告をし
たりする予定です。

➡※詳しくはこちらへ
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【先輩たちの合格STORY】

高３の６月末までは部活（新体操）を続けていましたが、
隙間時間などをうまく活用し、両立できました。部活引退
後は、部活の時間をそのまま自習室での自習時間に当て
ました。また、塾へは行かず、学校の授業と放課後の難関
大講座を中心に勉強しました。難関大講座は「東大英
語」「東大国語」「東大文系数学」「東大世界史」「東大地
理」を受講したので、ほぼ毎日、放課後に授業があり、その
予習などで大変な時期もありました。
しかし、先生方の前向きな応援・指導で、諦めずに勉強を
続けることができました。センター試験後も、東大対策の
授業があり、最後まで東大に向けて集中できました。

部活との両立に成功
学校の難関大講座で
しっかり東大対策

【2017年度 大学入試合格実績】

国立大 医学部・歯学部

医学部医学科

歯学部歯学科

香川2、熊本1

広島1、九州歯科1

3

2

私立大学

早稲田

慶応

上智

東京理科

国際基督教

同志社

立命館 

関西学院

関西

明治

青山学院

立教

中央

法政

26

14

12

10

10

6

8

12

6

7

2

2

28

36

難関国立大学

東京

京都

北海道

九州

神戸

文科一類1

工・工業化学1

工・情報エレクトロニクス学科1

芸術工・音響設計1

国際人間・発達コミュニティ2、国際人間・グローバル文化1、経済・経済1

1

1

1

1

4

地元国公立大学

広島

県立広島

広島市立

歯・歯1、歯・口腔工1、医・保健5、工2、理2、生物生産1、
文1、法2、教育9、総合科学2

人間文化3、生命環境2、保健福祉3

国際1、情報科学1

26

8

2

国公立大学合格者・・・・・・・・・・・・・・・・・・77人

大学名 学部学科等合格者数

大学名 学部学科等合格者数

大学名学部学科 合格者数

大学名 合格者数 大学名 合格者数

生徒一人ひとりが納得できる進路の実現を
目指して、難関大学対策講座やセンター試験・
2次試験対策などを行い、志望校への合格を
力強くサポートしています。本校の特色でもあ
る英語教育で培われた学力は、特に私立難関
大の入試で大きな強みになっています。
また、SGHの効果もあり、難関大学の推薦入試
や海外の大学入試でも実績が延びています。

国公立大や
難関大にも多数合格

進路実績
2017年度入試実績より

※2016年度高3卒業生徒数219名＋過年度生

山田 杏佳さん
先輩紹介

２０１６年度卒業

卒業したばかりの先輩の合格体験談や、
外部講師による講演を聞きます。高校
生活をどのように過ごすべきか、生徒たち
自身が真剣に考える機会になります。

自学自習に取り組む2泊3日の合宿。3日間の
勉強時間は24時間。これを機に学習の質・量
ともに変わる生徒が多く見られます。

センター試験終了後から2次試験まで
の約1ヶ月間は、ほぼ毎日、個別指導を
行います。教員は授業の空き時間の
ほとんどを費やし、一人ひとりの生徒に
最後まで向き合います。

中学

1年生

高校

3年生

中学

2年生

中学

3年生

高校

1年生

高校

2年生

【中高6年間のサポート体制】

〈中学1・2年〉
　　　　・勉強会

　    ・長期休みの補充授業

　・テスト週間の計画表作成

・定期テスト後の面談

・高3専用自習室

　　・こまめなノートチェック

　・放課後指導

・学力推移調査

〈中学3年〉
　・英・数ハイレベルセミナー

・高校教材を用いての先取り学習

〈高校1・2年〉

〈高校3年〉

「全国における実力を把握」

●進路講演会（高１・高２・高3）

●勉強合宿（高１・高２・高3）

●2次試験対策個別指導

「家庭学習の習慣を身につけさせます」

「きちんと勉強する姿勢をつくります」

「目標・計画を立てて取り組みます」

「テスト結果を振り返り、次のテストに生かします」

「つまずきがある生徒を確実にフォロー」

「学習に遅れがある生徒をサポート」

「授業よりも発展的な学習」

「難関大対策」

「東大・京大志望者を対象とした入試問題対策」

「集中できる個別ブース型。19時20分まで利用可能」

・進路検討会「学年会や教科担当の先生で、
 1人１人の進路をじっくり考える会議を
 年3回行います」

・習熟度別授業「英語・数学・化学は習熟度別で行います」

「1泊2日で東大のオープンキャンパスに参加」

「高校生専用自習室は教員室が近く、すぐに質問できます」

・放課後ハイレベルセミナー

・オープンキャンパスへの参加
・東大見学ツアー

・始業前や放課後の自学自習

東京大学
文科Ⅰ類へ進学

高２の春に「トビタテ！」留学JAPAN制度で韓国に短期留
学した際に、日本では馴染みの薄い食品生命工学につい
て興味を持ち、帰国後は本格留学を目指して韓国語の学
習に最優先で取り組みました。高２の夏にはまだTOPIK
１級でしたが、１年後には大学志願に必要な4級の資格
を取得することができ、最終的にはソウル大学に合格する
ことができました。
目標ができれば、やるべき事は自ずと決まります。
国際化志向でSGHでもある広島女学院で学べたことで、
「トビタテ！」奨学生にも選ばれ、早めに目指す道を決めら
れた事に感謝しています。

「トビタテ！」での
留学経験が
大きな自信に

木下 美悠さん
先輩紹介

２０１６年度卒業
ソウル大学
食品生命工学部へ進学

・難関大補習

(Soul National University)
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Mathematics

勉強法を身につけながら

中学では基礎力を定着。

高校では習熟度別授業に。
各教科ごとに練り上げてきた
教育によって、幅広い知識と
確かな学力を身につけます。

教科教育

中 高 一 貫 教 育

中1・2では検定教科書で基礎固めをし
た後、副教材で発展的な問題に挑戦。
ノート提出や小テストで、生徒の定着度
を確認し、放課後勉強会なども実施し
ます。中3から移行する高校教材でもス
ムーズに学習できるよう、答えだけでな
く解く過程（考え方）も分かる答案が書
けるように指導します。

定着度をしっかり確認し
放課後勉強会なども実施

数  学

未来の科学者を目指し
自ら教育プログラム等に
参加する生徒が増加

理科が好きになる
体験型授業を展開

多彩な生徒実験を実施

高3 阪本 愛さん
第60回広島県科学賞 特選
第60回日本学生科学賞 入選2等

高1・2では習熟度別授業を実施
し、高2・3では文理に分かれて進
路に応じたクラスを選択できます。
中3・高1を対象に、授業では扱わ
ないハイレベルな問題に取り組む
選抜による講座を開講。高3では
難関大学を目指す生徒対象の講
座を開講し、大学入試に対応でき
る力をつけます。

個々の進路に
合わせた指導

POINT☞

広島女学院の数学は
授業のスピードが速

いので、その日に学習
した内容を、その日の

うちに正しく理解して
おくことが大切です。

先生方は質問に細か
く答えてくださるので、

理解できないまま帰る
ことはないのですが、

家で宿題をやってみる
と、解けないこともあ

ります。そんな時はや
はり、何度でも先生に

聞きに行きます。私は
「自己流解説ノート

」

を作って、先生に教え
てもらったポイントを

書いておき、また分か
らなくなった時に見返

せるようにしています。

Science

実験や観察を多く取り入れ

「楽しい！」と思える

学びの機会を提供。

中1・2では、ほぼ毎回の授業で実験を
行い、自分の目で見て、触って、確かめ
ることを大切にしています。中3では、
高校の「化学基礎」と「生物基礎」を先
取りし、早期に大学受験対策に取り
組みます。

〈中1〉50回／年、〈中2〉45回／年、
〈中3〉44回／年
物理、化学、生物、地学の各教科に合っ
た4教室があり、実験しやすいよう設備が
充実しています。また実験実技のテストや
課題研究を各学年で取り入れています。

理  科

POINT☞

Student Voice
生徒の声

丸山 夏季さん

●広島大学グローバル・サイエンス・
　キャンパス事業に参加

※2016年度実績

広島女学院大学の教員に
よる出張授業を実施

6名 ／高2

／高1生物基礎、高2生物

（2017年度）

6

小学生の頃からタンポポをテーマに
調査研究を行っています。今年の
研究では、タンポポの綿毛の数や
発芽率を丁寧に計測し、タンポポの
種類を分類する方法を構築しまし
た。今年は広島大学GSCのジャン
プステージにおいて、その分類法を
遺伝子レベルで研究しています。

(中３）
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POINT☞

POINT☞

POINT☞

POINT☞

POINT☞

POINT☞

思考の原点であり

学力の根底を支える

論理的言語能力を鍛える。

論理的言語能力を高めるため、「論理エン
ジン」という教材を使用しています。主語・
述語といった言語の基礎から、読解力、文
章表現力にいたるまで、「論理」に重点を
おいて丁寧に指導しています。

漢字力や語彙力はもちろん
論理的思考力や対話力を培う

「道徳」にあたる授業で
自分の生き方を見つける

Japanese

Social Studies

音楽が苦手な生徒で
も、音楽室に行くとわく
わくするような授業を目
指しています。中学生の
讃美歌コンクールでは、
合唱の楽しさ、美しさを
味わうことができます。

デジタルの時代だからこ
そ、彫刻刀で彫る、粘土
の手触りを確かめる、絵
筆で塗るといった「手」を
使う授業にこだわってい
ます。心を込めた「てしご
と」が作品を輝かせます。

墨をすり、筆を使って和
紙に書く喜びや、作品を
創り、友達同士で鑑賞す
る楽しみなど、書の魅力
に触れていきます。のし
書きなどの生活に役立
つ実用書も学びます。

小論文への取組み

〈外部コンクール受賞実績〉

中1の地理では「模擬国連授業」を行い、
グループごとにアメリカ、中国、サウジアラビ
アなどの各国の大使となって地球温暖化
について話し合います。
中２の歴史では、論理的にまとめる活動を取
り入れ、東京大学や京都大学をはじめとする
難関大学の入試問題にチャレンジします。
中３の公民では「模擬裁判」や「ディベー
ト」を通して、相手と異なる意見を調整する
スキルを学びます。また、年間を通して新聞
の切り抜きを行い、まとめる力や社会に対
する興味・関心を高めていきます。

「宗教の光と影」「難民問題」「生命倫
理」「ノーマライゼイション」「女性として生
きる」などのテーマについて学び、新聞記
事などの資料や当事者との出会い、聖書
の視点を通して、多様な価値観や異なる
視点と出会う機会を設けています。

論理的に考え、発信

人間は「ことば」がなければ、思考する
ことすらできません。思考の原点は「こ
とば」であり、学力の根底を支えるの
が、言語能力＝「国語力」なのです。特
に、筋道を立てて物事を考えて表現し
たり、他者の考えを正確に読み取った
りする力が大切です。この「論理的言
語運用能力」を身につけるために、漢
字力や語彙力はもちろん、論理的思考
力や対話力（コミュニケーション力）を
培う授業を展開しています。

国  語 芸  術

資料を読み解きながら事象の原因や
背景を考察し、論理的に説明する活動
を積極的に取り入れ、定期テストで確
かめます。友達や教員と意見を交換し
ながら「学び合う」ことによって、「考える
力」を培うことができます。社会科の基
本的知識を習得したうえで「思考力」を
養っていきます。

公立学校の「道徳」に代わる教科とし
て、聖書を学びます。信仰を強制するの
ではなく、聖書の言葉やイエス・キリスト
の生き方、キリスト教の精神によって作
られた広島女学院の歴史などを通し
て、人間にとって大切なことは何かを考
えます。生徒一人ひとりが自分の意見
や生き方を見つけていくための時間に
なっています。

アクティブ・ラーニングを
通じて「考える力」を育成

社  会

Long
Home
Room

Technology and
Home Economics

Physical and
Health Education

Religion聖 書

演奏や歌唱を通して音楽を表現

音  楽
自らの手で道具を扱い、創り上げる

美  術
書の魅力に触れ、書く喜びを味わう

書  道

中3・高1は創作ダンスに取り組み、集団
で協力しながら創作・表現する楽しさを学
習。高2では運動技能や体力をさらに高め
るため、さまざまな記録に挑戦。高3では創
作マット運動を実施。全学年を通して屋内
プールで水泳が行われ、晴れた日には屋
根を開放し、太陽の光を浴びながら泳ぐこ
とができます。

創作ダンスや
記録にも挑戦

生涯にわたりスポーツを楽しむために、
中高6年間を通して運動技能や体力を
高め、健康的に行動できる姿勢を養い
ます。中1・2ではマット運動、陸上競
技、球技などで基本的な運動技能の
向上を図りながら、お互いに協力し
合って活動する姿勢を身につけます。

心身の健康を支える
生涯スポーツを目指して

保健体育

高校では、中学で学んだ知識を元に視野を
広げ、家庭科の範囲にとらわれない授業を
展開。保育・家族の分野で法律について学
んだり、消費生活分野で経済の動きについ
て学んだり、家族をめぐるさまざまな社会問
題にも目を向け、他者と共生する人間を育
てます。

LHRは自分自身を見つめ、社会に目を向
け、仲間とともに学ぶ時間です。多彩な活
動の中で、生徒がお互いに協力し合い、主
体的に取り組むことで、人として「生きる
力」を向上させます。中高6年間を通して、
豊かな人間性を育むカリキュラムを用意し
ています。

他者と共生
できる人間に

中学では讃美歌カバーなどの製作を
通じてミシンの基礎を学び、調理実習
では計量の方法や包丁の扱い方など、
調理の基本を学びます。基礎をしっか
りと定着させるために実習の時間を多
く取り、繰り返し学べる授業を心がけて
います。

作る楽しさを体験しながら
実生活に役立つ知識と技術を学ぶ

技術・家庭

生きる力を
向上させる時間

週1時間のLHRでは、広島女学院なら
ではのユニークな取り組みを行ってい
ます。「核の惨禍のない世界を創り出す
しなやかな女性」の育成を目指す
Peace Studiesや、将来を考える進路
学習、クラスの絆を深めるホームルーム
委員の企画など、自分を高められる活動
が充実しています。

広島女学院ならではの
ユニークな活動がいっぱい！

LHR

広島女学院の
国語教育の特徴

論理エンジン

広島大学と共同で、アクティブ・ラーニング
の手法を取り入れた国語力育成プログラ
ムを開発しています。自らが主体的に読
み、表現する力を養います。

多様な国語力育成プログラム

中学卒業までに漢検2級の取得を目標と
し、中学1年の6月から挑戦します。

漢字検定の実績

（ロングホームルーム）

〈これまでの取り組み〉
2014年度「演劇的手法を取り入れた授業」
2015年度「主体的な読みを促す古文授業のあり方」
2016年度「プレゼンで深める主体的な読み」

※2016年度実績

※2016年度実績

級

4級 87％（中1）

80％（中2）
33％（中2・3）

3級

準2級

合格率と受検学年

（中学卒業程度）

（高校在学程度）

●中3・高１・高2は、夏休みの課題として外部団体が主催する
　小論文コンクールに全員が応募します。
●高1・高2は三学期に、学校行事として
　小論文コンクールを行います。
●中3・高3はピーススタディーズ（PS）の総仕上げとして、
　本格的な小論文を作成します。

●（独）国際協力機構（JICA）
　国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 学校賞
●（財）プラン・インターナショナル・ジャパン
　「夏休み読書感想文コンクール2016」私を動かすこの一冊。 最優秀賞・学校賞
●（財）日本国際連合協会
　第56回国際理解・国際協力のための全国中学生作文コンテスト 金賞

Music Art Calligraphy
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Student  Vo i c e

生徒の声

私が中2の時のチャレンジキャンプで、リーダーのお陰で成長することができたと感じていたので、私もリーダーになりたいと思いました。リーダーは中2を引っ張っていく存在ではなく、見守って陰から支える存在です。迷ったり悩んだりしている中2を見ると、声をかけたくなるのですが、ぐっと我慢して見守り、解決できそうにない時は、答えではなくヒントを出すようにしました。それまでは「見守り続ける」リーダーになったことはなく、私にとって難しい経験でしたが、チャレンジキャンプ後に中2の成長を感じることができ、大きな達成感を味わうことができました。

●沖縄修学旅行（高2）
●創立記念礼拝
●遠足（中2・高1・高3）
●バイブルデイキャンプ（中1）
●中間テスト
●長崎研修旅行（中3）

遠足

長崎研修旅行

JOGAKUIN

CALENDAR

April

July

Au
gust Oct

ober No
vember

Se
ptember

De
cember

May June

March

Feb
ruary

Ja
nuary

年間行事

本校ならではのさまざまな行事が、
学校生活を彩ります。
仲間と力を合わせて行動し、
豊かな人間性を育む機会になっています。

入学礼拝

オリエンテーション合宿

●夏期休業
●平和記念礼拝

●夏休み明けテスト

中3の研修旅行では、2泊3日で長崎を訪れま
す。全行程を生徒主導で行い、1日目は平和
学習を軸に、2日目は文化学習を軸に、原爆
資料館やグラバー園などを中心に訪問しま
す。最終日にはハウステンボスでアトラクショ
ンを満喫。帰校後は研修で得たことをレポート
にまとめ、発表し、内容をより深めていきます。

入学後すぐに行われる新入生の合宿。
1人の生徒が複数の生徒を取材する
「同級生インタビュー」はお互いを知るよ
いきっかけになります。

オリエンテーション合宿（中1）

●中間テスト
●体育大会

体育大会

長崎研修旅行

広島女学院大学のグラウンドを会場
に、中1～高3までが５色のチームに
分かれて競い合います。応援合戦や
着せ付け競争などが見どころです。

中2のチャレンジキャンプでは、芸北にある広
島県最高峰の恐羅漢山に登ります。目標はそ
の名の通り「挑戦」です。各班には高校生の
有志リーダーが1名付きますが、3日間の行動
は全て中２主体！ 何もかもが準備された日常生
活から離れ、一歩踏み出す勇気を持つことで、
生徒達は自分の殻を破ることに「挑戦」しま
す。ここでは「失敗」すらも「学び」です。

チャレンジキャンプ（中2）

チャレンジキャンプ

●文化祭
●キリスト教強調週間
●英語スピーチコンテスト（高校）
●球技大会（高3）

英語スピーチコンテスト

●卒業礼拝
●期末テスト
●春期休業
●国内外の研修

卒業礼拝

●入学礼拝
●始業礼拝
●ゲーンズデー
●遠足（中2～高3）
●オリエンテーション合宿（中1）
●進路合宿（高1）

●平和を祈る週
●芸術鑑賞、文化講演会

平和を祈る週

●期末テスト
●夏期休業
●イングリッシュアドベンチャー
　（中3・高1）
●チャレンジキャンプ（中2）

●球技大会（高1・高2）
●小論文コンクール
●英語オラトリカルコンテスト（中学）

英語オラトリカルコンテスト
毎年行われる校内の英語コンテスト。中1・
2は物語や詩などの課題文を暗唱し、中3は
自作のスピーチでコンテストにのぞみます。

●冬休み明けテスト
　（中3・高1・高2）

●期末テスト
●クリスマス礼拝
●ハレルヤコーラス（高校）
●メサイアコンサート
●広島女学院クリスマス
●冬期休業
●讃美歌コンクール（中学）

クリスマスが近づくと、各教室から讃美歌の
調べが聞こえてきます。クリスマスの讃美歌
から自分たちで選んだ自由曲と課題曲の２
曲を披露します。

文化祭

讃美歌コンクール

田村 茉亜紗さん (高２）
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ENJO
YABLE

CLUB
楽しい

クラブ活動

仲間との絆を強め、

好きなことに夢中になれるクラブ活動。

中学には7の運動部と、12の文化部があり、

ほとんどの生徒が参加しています。

一つの目
標に向か

って

がんばる
から、

先輩とも

仲良くな
れるよ 「勉強と部活」両立のコツ

教えて、
先輩！

中学生では、どれくらいの
生徒がクラブに入っているの？

活動日や時間は？

活動日はクラブによって異なります。
時間は、どのクラブも夏は18：00、
冬は17：30に下校します。

高校でも同じクラブを継続するの？

人によって様々です。継続を希望した場合、
中３の途中から高校生に混ざって練習に
参加することができます。
また、中高合同で活動するクラブもあります。

勉強との両立は大丈夫？

どのクラブも下校時間を
必ず守るので両立は可能です。
クラブがあることでメリハリが
つき勉強も頑張れる
生徒も多いようです。

Q1
入部は強制ではありませんが、
９割以上の生徒が
クラブに所属しています。

A

A

Q3
A

A

Q4

Q2

卓球部

月～金曜は5時半まで、土曜は4時半まで練習
しています。卓球の楽しさや難しさはもちろん、
団結心や何事も諦めないことの大切さが
学べます。ほとんどが初心者なので、ぜひ来
てください！
2016年度 区大会／A,Bチーム1位
2016年度 市大会／ベスト8

夏の暑さや冬の寒さにも負けず、毎日活動！
パワフルな仲間と一緒に、楽しく元気に
練習しています。頭と体を使うソフトテニス
を通して、スポーツを楽しんでみませんか。

1つのボールを通して、たくさんの仲間と団結
力を高めることができます。とても雰囲気が
いいので、毎日楽しく活動しています。初心
者の方でも大歓迎です！

初心者の方も大歓迎です。年に数回あ
る試合に向けて練習しています。ほとんど
毎日、高校の先輩と一緒に練習している
ので、みんな仲が良く、楽しい部活です。

2015年度 中学新人大会／団体戦3位

週4日の活動では、コンクールや文化祭に向
けて練習しています。先輩と後輩の仲が良
く、明るい雰囲気の部活です。とてもやりが
いがあるので、一緒に歌を楽しみませんか。
2016年度 県大会／銀賞、中国大会／銀賞
2015年度 県大会／金賞、中国大会／銀賞

新体操部ソフトテニス部 剣道部 合唱部

週3回の活動では、アナウンスや朗読の練
習、番組制作に取り組んでいます。とてもや
りがいがあり、動画編集やアナウンサーに憧
れている人にオススメです。部員同士とても
仲がいいです♪
NHK杯県予選／総合1位、ラジオ部門1位、
朗読部門2位、アナウンス部門入賞
NHK杯 全国中学校放送コンテスト／
ラジオ部門 優良賞、朗読部門 優良賞

放送部

普段はチャンゴなどの楽器の練習とハング
ル語の練習をしています。様々な国や文化
について学べるので、視野を広げることが
できますよ！

ハングル部

主な活動は、礼拝や施設・文化祭などでの
ハンドベル演奏や、募金、デイサービスで
のお手伝い、他校との交流などです。他の
部活ではできない貴重な体験をすることが
できます。

YWCA部

「みんなで楽しく」をモットーに、日々部活に挑
んでいます。大きな作品から小さな作品まで、
様々なものを作っています。絵やもの作りに
興味のある方は、ぜひのぞいてみてください。

美術部

動物や植物の世
話や、合宿などを
行っています。みん
な仲が良く、のんび
りとした部活です。

週に1度の活動で
は、白衣を着て様々
な実験をしています。
一緒に化学を楽しみ
ましょう！

理科部

週に1回の活動で、英語でゲームをしたり、
映画を見たりしています。みんな明るいので、
楽しく英語を学ぶことができます。一緒に
活動して、英語を好きになりませんか。

英語部

月～土曜の朝・昼・放課後に、高校生と一緒
に活動しています。大変と感じる時もありま
すが、とてもやりがいのある部活です。みなさ
んも、ぜひ一緒に演奏しませんか。
全国高等学校ギターマンドリン音楽コンクール
／吹田市長賞・イタリア総領事賞
広島県中学高校ギターマンドリンフェスティバル
／朝日新聞社賞・特別奨励賞

マンドリン部

アットホームな部活で、文章力が身につき
ます。締め切り前は忙しいですが、完成した
新聞を見ると、達成感が得られます。個性
あふれる先輩たちと一緒にがんばりましょう！

新聞部

週に1度はお茶の先生に指導していただ
き、自主練もしています。文化祭のお茶会
では、部員全員でおもてなしをします。楽し
い雰囲気で茶道を学び、美しい所作を身に
つけませんか。

茶道部

ソフトボール部

チームや個人で曲に合わせて踊ります。日々
の練習は大変ですが、大会後には大きな達
成感を味わえます。部員のほとんどが初心者
なので、初めての方も大歓迎です！

中国大会出場

バスケ
ットボール部

「つらい時こそ笑顔でいよう」をモットーに、練習
に取り組んでいます。困った時に助け合える
仲間がいて、とても団結力があります。あいさ
つや社会常識も身につけることができます！

2016年度 中区大会 ／1位
2015年度 ひろしまCup／準優勝

バレーボール部

同じ目標に向かって一緒にがんばる仲間、
コツコツ努力することなど、大切なものをたく
さん得ることができます。初心者でも大丈夫！
一緒にバレーボールを楽しみましょう。

市大会出場

演劇部

礼儀には少し厳しいのですが、その分、
責任感や団結力が身につきます。公演
が終わった時の達成感はとても大きく、
思い出に残ります。ぜひ一緒に演劇を楽
しみましょう！

吹奏楽部

部員たちみんなの仲がとても良く、明るい雰
囲気の中で練習しています。楽器の演奏を
したことがない人でも大丈夫です。私たちと
一緒に、音楽を楽しみましょう♪
広島県吹奏楽コンクール／金賞
広島県アンサンブルコンテスト／金賞
中国中学校高等学校吹奏楽まつり in さくらぴあ
／最優秀広島県知事賞

化学グループ生物グループ



023 024

JOGAKUIN

Teachers
先生の選ぶ
好きな漢字

広島女学院には生徒のことを温かく見守り、熱心に

指導してくれる先生がたくさんいます。楽しい学校生活を

愛情いっぱいにサポートしてくれます。

JOGAKUIN

School
施設のこと
知りたい！

広島女学院生たちの

夢と希望にあふれた6年間を

あたたかく見守る学び舎。

一 愛
言

挑
英語科

オサラバン先生
音楽科

長谷川 史先生

保健体育科

今田 英樹先生

愛とは, 見返りを求めず
限りなく深くいつくしむこと。
大切なことだと思います。

人を憂うことができる人は
人の本当の強さを
持っていると
思います。

探求する、極めるという意味。
穴（あな）と九（きゅう）からできた漢字で、
九は曲がりくねった様子を表す漢字です。

探求するということは、
曲がりくねった暗い穴を、
行ったり来たりしながら
探検することなんですね。

日常の中に誰かの
奏でる音楽があると
元気になれますよ。

文化や宗教、
国や人種を越えて、

人類が一つになれる日を夢見て。

すべてのことは
一歩から。

今日の一日を，
何か一つ優しく生きよう。

今日の一日を，
何か一つは感謝して生きよう。
そんな一つを積み重ねよう。

「初めに言があった。」
と聖書にあります。
言には命が宿ります。

失敗しても成功するまで
やればいい。

挑戦は成長への第一歩。

色々なことにチャレンジすると、
たくさんの人やものとの
出会いがあるから。

聖書にある
「いつも喜んでいなさい」
という言葉が好なので。

優

究

一

一 試

「これがまさにキリスト教精神…？」
と思うのですが、広島女学院はいろ
んな個性を大切にします。私の中高
時代、国語の授業では作品につい
てクラスで何度も話しあいました。
自分の意見が間違っていた時も
多々ありましたが、友達の意見をき
いて自分が磨かれていく瞬間でもあ
りました。仲間と関わりながら自分ら
しさを作りあげていく大切な6年間。
様々な個性を大きく包み込んでくれ
るこの学校で、好奇心旺盛に伸び
伸びと学んでほしいと思います。                      

保健体育科 中学教頭

渡部 新先生

数学科 高校教頭

渡辺 信一先生

 私たちは広島
女学院の卒業生です

Jogakuin Graduates

社会科

重松 純先生

英語科

前本 日向子先生

聖書科

矢野 一郎先生
国語科

吉田 絵理子先生

奏

喜
数学科

田中 佑真先生

家庭科

児玉 由美先生

ゲーンズホール＋パイプオルガン
入学や卒業などの式典に加えて毎週の
礼拝も行われるホール。行事の度にパイ
プオルガンの美しい音色を聴くことができ
ます。音質にこだわった厳かなホールでは、
さまざまな演奏会や講演会も開かれます。

屋内プール
中高の６年間をとおして利用するアイリスセンターの２５ｍ
プール。温水式のため５月～10月まで体育で利用します。
開閉式の天井から明るい陽射しが降り注ぎます。

自習室
一人ずつパーテーションで仕切られた自習室。高校３年生に
なると、多くの生徒が放課後の部活動後に活用しています。
多忙な女学院生は、時間の使い方も工夫して勉強も部活も
全力です。

廊下のチェア
高校校舎の広い廊下には、カラフルなチェアたち。フカフカ
なソファーのフロアもあります。休憩や放課後におしゃべり
をするのに最適です。

ウッドデッキ
高校校舎２階には日当たりのよいテラス。晴れた日はここで、
おしゃべりしたり、お弁当を食べる生徒がたくさんいます。

ステンドグラス
卒業生がデザインしたステンドグラス。キリスト教の教えを
建学の精神とする女学院には、校舎のすみずみにその
精神が息づいています。この他にも校内のあちこちに美しい
ステンドグラスがあります。

HR教室
１、３、４階にそれぞれ５教室が
あります。広く明るい教室に
は、規格よりも一回り大きな学
習机や上下可動式黒板を設
置、全教室にＬＡＮも配備され
授業でも活用しています。木の
床や壁がナチュラルでリラック
スした雰囲気です。

高校校舎　外観
明るくモダンな高校校舎。広 と々し
た廊下や吹き抜け、アートギャラリー
など生徒のみなさんに豊かな学校
生活を過ごしてほしいという願いが
込められています。その屋上には太
陽光パネルが144枚置かれ、約30
ｋｗの発電力は校舎内の照明電力
の40％をまかなうことが可能です。

理科  山崎 綾子先生 国語科  中 麻奈美先生
｢広島女学院は英語｣というイメージ
を持たれがちですが、理系の授業も
本当に充実しています。中高時代
は、教科書の内容を越えた深い
事柄や、身近な現象との関連につ
いて、活き活きと展開される理科の
授業が毎回とても楽しみでした。
広島女学院では理系に進んだ生徒
も高い英語力を身につけることがで
きます。また日々の生活を通して
隣人を大切にする気持ちや自己表
現力が自然と養われます。どのような
進路を選択しても、これらの力は支
えになってくれると思います。

素敵
なステ

ンドグ
ラスに

チャペ
ル！

楽しい
学校
生活
の舞
台！

施設
を紹
介しま

す。

ことば



025 026

制服図鑑
広島女学院の

Our
 Uniform

中学生のブレザーは
ボレロのような

丸みのあるデザイン。
赤いステッチが
アクセント。

JOGAKUIN
2018

広島女
学院が

大切に
している

3つのこ
と

キリスト教の教えから、
まわりの人を思いやる心を学びます。

お互いに認め合い、自分らしく生きられる女性を目指します。

世界で

活躍す
ること

を目標
に、

多くの
人と

関わり
合いま

す。

広島
女学
院の

お姉さ
んたち

は、

どんな
生活
を

送って
いるの

かな？

一緒
に見に

いきま
しょう

！

アヤメ（アイリス）の花は、
初代校長のゲーンズ先生が
深く愛したことから、
広島女学院のシンボルに
なっています。

アイリスちゃん

チェスト・アップ！
これは初代校長のゲーンズ先生が、日頃から生徒たちに伝
えていた言葉。今も校内に掲げられています。「うつむくの
ではなく、胸を張り、顔を上げて、1人の女性として自信を
もって歩んでいこう！」そんな思いが込められています。

広島女学院は、約130年前に開かれた広島
で初めての女学校であり、日本で最も古い歴史
のある「キリスト教の学校」の一つです。最初
の校長先生は、アメリカ人のゲーンズ先生。
「自分を愛するように、まわりの人を愛しなさい」
というキリスト教の教えを、情熱をもって生徒
たちに伝えてくれました。その心は、今も受け
継がれています。

 広島女学院は
“私らしい生き方”を
 応援してくれる
 学校です。

Life of

この
制服
は、

デザ
イナ
ーと
して

活躍
して
いる

卒業
生の

藤川
浩子
さん
が、

デザ
イン
して

くれ
たの
よ。

中高それぞれにリボンと
同色のライン入り。

コートは赤のチェックとブルーの
チェックの2種類から選ぶことができます。

中学生は
赤いリボンが
華やかです。

中学生は
ジャンパー
スカート。

制服の雰囲気
にもぴったりな
黒のローファー。

紺色の指定
の靴下を
着用します。

【中学生】
【高校生】
High School

【夏服】

高校生は知的
な印象の
ブルーリボン。

キリッと見える、
ボックス
シルエット。

【冬服】

校章がポイント。
サブバッグはたっぷり
と入れられます。

【夏服】

Junior High School

【冬服】

1

2

3

アヤメの花


