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広島女学院中学高等学校

校庭で初ゼミの声を聞いたのは今月６日頃でしたが、中国地方の梅雨もようやくあけたよ
うで、暑さは本格的になっています。いよいよ夏休みです。この１学期間で、お嬢様の生活
のリズムは整ったでしょうか。通常の学校スケジュールから解放される期間ですが、子ども
たちが家庭に立ち返る期間として、各御家庭でも小さな役割を決めて分担するなど、家族と
しての立場を自覚できる時として頂ければと思います。また、日頃慌ただしい中で軽んじら
れがちな読書に、是非挑戦させて頂きたいと思います。〖 本に関する話題を１つご紹介し
ます。2013 年にアイリスレターで紹介しました、本校卒業生の堀越ゆきさん（1992 年卒）
が翻訳し出版された『ある奴隷少女に起こった出来事』の本が、今年新潮社の文庫として出
版されると同時に、
「新潮文庫の 100 冊」に選ばれました。自らの人生に対する決定権を奪
われるということがどういうことなのかが、奴隷制度の中に生きた女性自身の手で書かれて
おり、現代に生きる私たちにも鋭く問題提起をしてくる本です。保護者の皆様方にもおすす
めしたい一冊です。〗
さて、７月 18 日のニュースで、医師の日野原重明先生が 105 歳で亡くなられたとの報が
ありました。先生と広島女学院の関係は深く、先生のお父様の日野原善輔先生は、ご存知の
方も多いと思いますが、1930 年から 1942 年まで広島女学院の院長をしておられました。
（ゲーンスホールの廊下に歴代の院長の写真があります。）時は日本が戦争に突き進んでい
た時代で、学院は五日市に土地を購入し移転を考えていましたが、瀬戸内海を目前にしてお
り、キリスト教学校であるが故にスパイ行為を警戒して反対運動が起こるなど、厳しい時代
でした。そのような事情から現在、大学と幼稚園のある牛田に校地を持つようになったのは、
先生の責任下での判断でした。一方、重明先生の方は当時医師を目指して京都帝国大学に入
学されましたが、健康を害され、しばらく療養生活を送っておられたのが広島女学院の院長
館でした。その間、宣教師の先生にピアノを学ぶなど、学校との様々な交流があったとのこ
とです。聖路加病院の医師になられて後、よど号ハイジャック事件に遭遇し、その後の生涯
を与えられた人生と意識して歩まれました。聖路加病院の院長等を務める中で、地下鉄サリ
ン事件の時には、大規模災害等を想定して設計された聖路加病院の施設に被害者を大勢受け
入れて、救済に当たったことは話題になりました。高齢でありながらも多忙なスケジュール
をこなし、広島女学院においても様々な機会にご講演くださり、数年前には中学生のために
１時間座ることなく力強くお話してくださった姿が印象に残っています。ご家族の皆様の上
に、神様の慰めが豊かにございますようお祈りいたします。
聖書のことば
「主はあなたを見守る方。あなたを覆う陰、あなたの右にいます方。昼、太陽はあなたを
撃つことがなく、夜、月もあなたを撃つことがない。」
詩篇 121 編５節～６節
（校長）
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８・６平和記念礼拝のご案内

指導していきたいと思います。どうぞ宜し
くお願いします。

８月６日（日）午後１時 30 分よりゲーン

中１の役員の皆様、お世話いただきあり

スホールで、女学院の生徒・教職員 350 余

がとうございました。

名を含む原爆犠牲者をおぼえ、平和を祈る

（中学教頭）

「８・６平和記念礼拝」が行なわれます。
講師には、卒業生の栗原明子さん（広島女

安全な夏休みを送るために

学院専門学校２年生で、向洋の東洋工業に

安全な夏休みを送るために、毎年お配り

学徒動員中に被爆）をお迎えします。
中１、中３、高２で在広の生徒の皆さんは、

している「夏休み中の注意事項」というプ

礼拝に出席して下さい。礼拝に出席できない

リントをご覧ください。
（毎回少しずつ改定

人たちも、午前８時 15 分には その場でこ

して出しております。）ここではそこで十分

の日を覚えて、黙祷をささげましょう。な

に書けなかったことを三点挙げておきます。

お、当日はゲーンスホールのみ校外靴可で
す（校舎に入る用事のある人は校内靴持参）
。
１時 20 分にはホールに着席し、担任の先生

①夏休みなどの長期休暇には帰省や旅行、
また普段はしない昼寝をしたりするなど、
どうしても睡眠のリズムが乱れがちになる

よりプログラムを受け取って下さい（聖

かもしれません。乱れた生活リズムを放っ

書・讃美歌は印刷しているので不要）
。中１

ておいたままにすると、休みが終わった時

はいつもの席、中３は２階席、高２は１階
席の後半です。その他の学年で、
礼拝に参加する場合は、後ろの
空席か補助いすに座って下さい。
（宗教教育委員会）

に、朝起きられなかったり、夜更かしグセ
がついて睡眠不足になったり睡眠障害をお
こしたりして、学校生活に支障をきたすケ
ースも出てきます。保護者のかたは長期休
暇中も、毎日同じ時間に寝て起き、三度の
食事を決まった時間に摂るという規則正し

中１父親母親教室

い生活リズムを心がけてあげてください。

７月１日（土）
、中１父親母親教室が行わ

②海やプールに行くこともあると思いま

れました。まず本校カウンセラーから、

すが、盗撮には気をつけましょう。更衣

“親と子が幸せになる「ＸとＹの法則」

室・トイレでは内部をよく見回して、不審

－「待つ」ということ－”と題し、思春期
の子どもへの親の接し方について話があり、
それを受けて、グループに分かれての話し

なカメラが設置されていないか確かめまし
ょう。昨今は撮られたら SNS に上げられる
と思って警戒をしてほしいと思います。

合いに移りました。

③ＳＮＳについて

「ついつい口をだしてしまう。」「どのよ

LINE への誘いやアカウントをツイッタ

うに見守るべきか悩みます。」、またスマホ

ーで交換したり、QR コードをアカウント

の家庭のルールなど、各グループで活発な

に貼り付けたりするのはやめましょう。個

話し合いが行われ、その思いを共有されて

人情報を流失させたり、犯罪に巻き込まれ

いました。本当に生徒の皆さんが大事に育
てられていることをあらためて感じました。
中１にとってはまだ慣れないことだらけ

たりする危険性があります。グループ
LINE ははじめにしっかりした人間関係が
あってこそのものです。機械的に作られる

の中学校生活です。私たち教師は保護者の

クラス LINE のようなものが気持ちの負担

方々とともに、生徒一人ひとりを見守り、

になってしまうことや、通話数が膨大にな
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生徒の活躍

って時間を取られるなどの他、さまざまな
問題があります。休み中にネットとのつき

《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

あいが長時間に及ばないようにするために
も、不要な SNS はしない、という学校方針
を再度ご確認のうえ、ご家庭でご指導くだ
さい。

◇個人の活躍
＊全国珠算教育連盟主催
「広島県珠算選手権大会」選手権の部
Ｎ・Ａ（１－Ｄ）
個人総合競技
３位
読上算競技
２位
フラッシュ暗算 ２位
⇒広島県代表選手として中国大会出場

（生徒支援部）

保健室だより（４）～夏休みの生活～
いよいよ明日から夏休みが始まります。
勉強や部活をしたり、友達や家族と出掛け
たり、色々な予定を立てていることと思い
ますが、充実した夏休みを過ごすためには
健康が第一です。暑い夏を元気に乗り越え

《高校》
◇高校水泳部
＊広島県選手権水泳競技大会
Ｔ・Ｍ（２－Ｄ）
200ｍ個人メドレー ４位
400ｍ個人メドレー ３位
⇒上記２種目で中国選手権大会出場権獲得

るために、生活リズムを崩さないように心
がけましょう。また、健康診断で治療勧告
を受けたにも関わらず、まだ受診ができて
いない人は、この機会に受診するようにし
ましょう。９月に元気なみなさんと会える
ことを楽しみにしています。
（保健室）

◇高校新体操部
＊広島県高等学校新体操選手権大会
団体：３位
個人：総合一部
Ｙ・Ｍ（２－Ｄ） ４位
Ｔ・Ｈ（１－Ｃ）
５位
Ｍ・Ｋ（１－Ａ） ６位
総合二部
Ｗ・Ｓ（２－Ｅ）
２位
Ｋ・Ｈ（１－Ｄ） ６位
Ｔ・Ａ（１－Ｃ）７位

心の健康（４）
ひまわりの花の似合う夏です。学校は 41
日間の夏休みに入りますので、これまで以上
に家庭が子ども達の生活の場になり心身の健
康管理もご家庭に委ねられます。
夏休みは、なんと 984 時間になります。大
変ですが、親子の関係を強めていくチャンス
です。この機会に子どもの成長に役立つ親の
あり方を再検討してみましょう。親として、
過保護？ 過干渉？ 放任？ 激愛？
厳格？ 服従的？ 圧力的？
それぞれに良い面と悪い面があります。要
はバランスがとれているかどうかの問題です。
41 日間の夏休みに親子の間に新しい何かが生
まれることを楽しみにしています。
(カウンセラー)
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７月末から９月始めの行事予定

今月の聖句

７月 22 日（土）～８月 31 日（木）夏期休業

およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしい

７月 22 日（金）～７月 29 日（土）

ものではなく、悲しいものと思われるのです

前期補習・補充

が、後になるとそれで鍛え上げられた人々に、

７月 24 日（月）～７月 26 日（水）

義という平和に満ちた実を結ばせるのです。

中２チャレンジキャンプ

ヘブライ人への手紙 12：11（新約Ｐ417）

夏休み勉強合宿（神石高原ホテル）
English Adventure

今年の８月６日のＮＨＫスペシャルで、

夏期海外生活体験学習(～ ８ 月 11 日(金 )）

礼拝直後に被爆した女学院生のことを取り

８月２日（水）～８月３日（木）

上げて下さるということで、礼拝の様子を

東大オープンキャンパスツアー

撮影に来られました。女学院の専門学校１

８月６日（日）

年生（今の高校３年生にあたる ）144 名

平和祈念式(東校地慰霊碑前)10：00～

が、翌日からの郊外での動員に備えて８月

平和記念礼拝(ホール)13：30～14：30

６日、たまたま登校していて礼拝を終え、

中１、３、高２準出校日(13：30 登校)

退場し始めたところに原爆が投下され、ホ

８月 10 日（木）～８月 16 日（水）

ールの下敷きになって多くの生徒が亡くな

夏期特別休暇（学校休校）

りました。私が新任当時の中学教頭だった

８月 17 日（木）～８月 28 日（月）

渡辺和子先生はその学年の生き残りで、
「生

後期補習・補充

徒に何もしてあげられず死んでいった先生

９月１日（金）

がどんなにか悔しかったであろうかと思う

始業の日

と、私は今、平和の中で生徒に何かしてあ

休み明けテスト(中１、２、３、高１、２)

げられる幸せにいっぱいになるのです。
」と

９月４日（月）

おっしゃっていました。大きな犠牲を経験

休み明けテスト(中１、２、３、高１、２)

したこの女学院が、平和を作り出す人を育
てる学校であり続けてほしい。その願いを

図書館

私たちも引き継いでいきたいと思います。

夏休み中の開館予定

～７月１日 中学ホール礼拝より～

７/24（月）～28（金）・31(月)
９:00～15:00

（聖書科Ｔ．Ｍ）

＊ 閉館時でも司書教諭がいれば貸出・返却
はできますので声をかけてください。
＊ 夏休み中は図書館前に返却ポストを置い
ています。閉館のときはご利用ください。
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小さな祈りの影絵展

９月行事予定
始業の日

1 金

高3河合記述模試
休み明けテスト

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

土

振替休日（９月９日（土））

日
月
火
水
木
金 ７限高2PTS(修学旅行)
土
日

今年も、７月 19 日(水)～８月５日（土）

月

まで高校２階教員室前で「小さな祈りの影

火 休み明けテスト素点確認

絵展」が開催されています。これは、2016

水

年８月５日・６日に平和公園の元安橋袂で

木 参観日

野外展示されたもので、１年間巡回展示と

金

いう形で広島を回っています。幼稚園児、

土 海外研修合同説明会

中高生、大学生そして市民の方々の平和を

日

祈る思いが、
「影絵ユースワークショップ」

敬老の日

の皆さんによって美しく優しく表現されて

18 月 高1・2スタディーサポート

います。

高3ﾍﾞﾈｯｾ駿台ﾏｰｸ模試

19
20
21
22

水

を運んでいただき、１つ１つの作品をゆっ

木 1 ～3 限 土曜授業

くりとご覧ください。

金

23 土
24
25
26
27
28
29

面談等で学校にお越しの際には、是非足

火 月曜授業 １ 限9 ： 0 0 ～

（高校教頭）
秋分の日
高2駿台全国模試 （希望者）

日
月
火 啓明学院来校
水
木
金
4 5 分授業 1 限8 ： 4 0 ～

30 土 創立記念特別礼拝
保護者対象入試説明会
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