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聖書のことば 

イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザアカイという人がいた。 

この人は徴税人の頭で、金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、 

背が低かったので、群衆に遮られて見ることができなかった。それで、イエスを 

見るために、走って先回りし、いちじく桑の木に登った。そこを通り過ぎようと 

しておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。 

「ザアカイ、急いで降りて来なさい。今日は、ぜひあなたの家に泊まりたい。」 

ザアカイは急いで降りて来て、喜んでイエスを迎えた。 

ルカによる福音書 19 章１節～６節 

 

2019 年が始まりました。改めて、保護者・生徒の皆様にとって、健やかで平安のある一年

となりますことをお祈りいたします。 

さて、高３の生徒は、１月 19 日・20 日にセンター試験を受験しました。試験会場は、広

島女学院大学を含め３カ所でした。一人ひとりのしっかりとした顔を見、応援し、会場へ見

送りました。学習の面では、一区切りの時です。しかし、「学び」は一生続きます。目の前

の合格を目指しながらも、将来を見つめた長い時間を感じ、このチャレンジができることに

感謝をもち、最後まで歩み切ってほしいです。 

また、１月 24日には、中学入試が行われました。この３月に去る高３、４月から新入生と

なる受験生。会うことは難しいのですが、広島女学院が大切にしているものがつながってい

くことに感謝し、受験生の健闘を祈りました。この日は、高校生がボランティアで、受験生

が安心できるよう、心を込めて働いてくれました。本当にありがとうございました。 

一方で、多くの生徒の皆さんは、休みがたくさんありましたね。有意義な時となりました

か。毎年１月は、学校がお休みになる時がたくさんあります。中１から高２までの５年間と

考えると、とても貴重な時です。 

３学期も残り２カ月。今の学年でやっておきたいこと、出会っておきたいことにしっかり

取り組んでください。１月 22日の特別礼拝で、三宅展子先生は、ザアカイが弱さを隠すため

に作った壁を取り去ったときに、新しい命をいただいたことを教えてくださいました。私た

ちも、イエス様の愛を知り、喜ぶものとなり歩ませていただきましょう。 

(校長) 
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2019 年度入試 推薦入試などの合格状況 
 （2019.１.22 現在） 

１．指定校推薦 

・青山学院大学 社会情報，理工学部 
・国際基督教大学 教養学部 
・津田塾大学 学芸学部 
・明治大学 経営学部，法学部 
・明治学院大学 社会学部 
・立教大学 文学部，GLAP， 

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， 
  先進理工学部 
・同志社大学 文学部，理工学部 
・中央大学   法学部 
・立命館大学 国際関係学部，総合心理学部 
・神戸薬科大学 薬学部 

計 19 
 

○広島女学院大学 

人間生活学部 生活デザイン学科（２） 
        管理栄養学科 

 計３ 
 

○関西学院大学 協定校推薦 

 社会学部，国際学部，人間福祉学部， 
文学部，法学部 

 計５ 
 

○同志社大学 協定校推薦 
 社会学部，文学部，政策学部，心理学部， 
 理工学部  

 計５ 

 

２．公募推薦 

・東京外国語大学 国際日本学科 

・首都大学東京 健康福祉学部（２） 

・上智大学 外国語学部 

・川崎医科大学 医学部 

・福岡大学 医学部 

・関西学院大学 経営学部 

・愛知学院大学 歯学部 

・広島女学院大学 人文学部 

・同志社女子大学 現代社会学部， 

         表象文化学部 

・岡山理科大学 理学部 

・大阪歯科大学 歯学部 

・大阪大谷大学 教育学部 

   計 14 
 

３．ＡＯ・自己推薦 

・立教大学 現代心理学部 

・帝京大学 外国語学部 

・立命館アジア太平洋大学 

アジア太平洋学部 

・岡山理科大学 理学部 

・安田女子大学 家政学部 

               計５ 

 

（進路指導部） 

 

 

2018 年度高校性教育 

～本校卒業生 惠
え

美
み

純子
あ き こ

医師による性教育と

しての「知っておいてほしい乳がんの話」～ 

昨年 12 月 15 日（土）50 分間 本校卒業

生の惠
え

美
み

純子
あ き こ

医師（広島大学病院 腫瘍外科 

乳腺外科 ピンクリボンプロジェクト）に来

校していただき、高１～高３生を対象に、講

演をしていただきました。内容は、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、更に乳がんにつ

いては、乳がんの危険因子と予防、乳がんの

検診についてでした。惠美医師のお話は、女

性医師としての視点が盛沢山で、講義後の生
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徒へのアンケート結果では、90％近くがよく

わかったと答えていました。 

特に、「将来検診を受けようと思ったか」

という質問に対しては、96％の生徒が「受け

たい」と答えていました。ご家族（姉妹・母・

祖母に関して）の受診状況に関してのアンケ

ート項目に関しては、保護者の皆さまにもご

協力頂き、感謝致します。また、乳房痛の対

処法や、10 代で胸にしこりを感じても、乳

がんは極めてまれで 90％以上が繊維腺腫で

あること、早期発見すれば、女性のがんでは

もっとも治癒が期待できるので、ご家族も含

めて検診を受けることを勧められました。更

に、リスクとなる環境要因（肥満・アルコー

ル・運動・喫煙・糖尿病・女性ホルモンとの

関連）や、乳がんリスクが下がる可能性があ

る食品として、大豆食品 イソフラボン、な

ぜ乳がん検診が必要なのか（しこりの大きさ

が２cm 以内で転移なしの場合は、ほとんど

の方が完全に治るので検診が一番有効であ

る）など。 

20 歳になったら、生理が終わって１週間

後に、月に１度のセルフチェックをすること

なども教えていただきました。生徒自身が得

た知識をもとに、実践し、自ら健康管理を行

うスキルを身につけることができるよう、ま

たご家族の健康管理にも役立つことを期待

しています。 

（高校性教育係） 

 

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、 

228,000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、38の福祉施設・災害支

援・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 

講師の三宅展子先

生は広島女学院中

学・高校・大学を卒

業後、アメリカに留

学、牧師となりアメ

リカの教会で働かれ、2016 年に帰国、現在

は広島にお住まいです。 

礼拝では、聖書の時代、罪人として社会か

ら排除されていたザアカイとイエスとの出

会いの物語を通して、「差別や憎しみは人の

心を閉ざし、人と人との間に壁を作る。愛は

人の心を開き、人と人の間に橋を架ける。こ

の女学院で神様の愛をもらったみなさんも、

違いを持った人たちが共に生きていける社

会をつくるために、“橋を架ける人”になっ

て下さい。」と語って下さいました。 

（宗教教育委員会） 

 

保健室だより（９） 

１月の中旬よりインフルエンザの罹患者

が急激に増え、広島県内でもインフルエンザ

による学級閉鎖が行われた学校も複数あっ

たようです。本校では学級閉鎖はありません

でしたが、中高でも発熱や、嘔吐・下痢とい

った症状を訴える生徒が目立ちます。日頃か

ら体調管理には気をつけましょう。 

医療機関でインフルエンザと診断をされ

たら、医師の指示に従って自宅療養を行って

下さい。再登校には、①発症後５日を経過し

ていること。（発症した翌日を発症後１日目

と数えます。）②解熱後２日を経過している
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こと。（解熱した翌日を解熱後１日目と数え

ます。）の２つの条件を満たす必要がありま

す。再登校の際には、「学校感染症治癒証明

書」の提出をお願いします。 

          (保健室) 

 

心の健康（９） 

最も寒い２月です。広島では外気の冷たい

毎日が続きます。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、体が感じた寒さ

に心も縮こまり、動きが鈍くなります。それ

にストレスの多い生活ですので、「癒し（い

やし）」という言葉が身近に使われるように

なりました。癒しの方法はいくつかあり、そ

の１つに誰もが体験する「話す」ことがあり

ます。話すというのは言葉を使うことで、「言

葉と癒し」は深い関係にあります。話して表

現するだけでなく、言葉には「情景」が付い

ていて、話すことで情景が心に思い浮かびま

す。これまでの心地よい情景を思い出す語ら

いで、景色の乏しい冬を家族で過ごしてほし

いと願っています。 

（カウンセラー） 

 

最終下校時刻変更のお知らせ 

 最終下校時刻の変更についてお知らせし

ます。２月 11日(月・祝日)より、中学生は

18：00、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) 

 

 

生徒の活躍 

《中学》 

◇中学卓球部 

＊広島市中学校新人卓球大会 中・南区大会 

団体：Ａチーム ２位 

Ｂチーム １位 

個人：Ｋ・Ｋ（２－５） 

 Ｋ・Ｓ（２－１） 

⇒上記２名、ベスト４ 

◇中学ソフトテニス部 

＊GOSEN 杯広島市ソフトテニス連盟冬季中

学校錬成大会 

    中１女子の部 ３位 

    Ｙ・Ｍ（１－５） 

Ｍ・Ｗ（１－４） ペア 

 

◇個人の活躍 

＊「私の折々のことばコンテスト2018」 

（朝日新聞社主催） 

 鷲田清一賞 受賞 

Ｍ・Ｗ（１－１） 

 

《高校》 

◇個人の活躍 

＊第 13 回日韓広島マダンスピーチ＆交流 

 韓国語スピーチ部門 

   大賞（広島韓国教育院賞） 

Ｉ・Ｈ（２－Ｅ） 

銅賞 

Ｎ・Ｒ（２－Ｃ） 

 

《中高》 

◇中高吹奏楽部 

＊第 42 回広島県アンサンブルコンテスト 

中学校の部： 

クラリネット四重奏 金賞 

Ｍ・Ｋ（３－２） 

Ｓ・Ｈ（２－２） 

Ｉ・Ｍ（２－４） 

Ｏ・Ｎ（３－４） 

 

打楽器四重奏    金賞 

Ｔ・Ｓ（２－２） 

Ｈ・Ｍ（２－５） 

Ｅ・Ｙ（１－３） 

Ｋ・Ｍ（１－３） 
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 高等学校の部： 

  管打七重奏     金賞 

Ｏ・Ｎ（１－Ｆ） 

Ｉ・Ｈ（２－Ｅ） 

Ｍ・Ｎ（１－Ｂ） 

Ｍ・Ｈ（２－Ｃ） 

Ｏ・Ｍ（１－Ｅ） 

Ｋ・Ｈ（１－Ｆ） 

Ｍ・Ｍ（２－Ａ） 

 

教職員の動向 
〇事務の谷本課長代理のご尊父様が 1 月 16

日にご逝去されました。ご家族の上に神様の

慰めがございますようお祈りいたします。 

 

〇国語科教諭の川鍋先生のご尊父様が 1 月

19 日にご逝去されました。ご家族の上に神

様の慰めがございますようお祈りいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月行事予定 

1 金

高2進研ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞﾃｽﾄ（午後・希望者）

3 日

4 月

高1・2球技大会　参観日

高2進研ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞﾃｽﾄ（放課後･希望者）

6 水 フェリス女学院碑めぐり案内

7 木

8 金

じょがく in LOVE

高2進研ﾏｰｸ模試

10 日

建国記念の日

最終下校時刻変更（中）18：00（高）18：15

12 火

13 水

14 木

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土 第2回ＳＧＨ研究発表会（午後）

24 日

国公立大学前期日程入試開始

高2期末テスト　　　

26 火

27 水 1限8：55～

高3登校日　卒業礼拝ﾘﾊｰｻﾙ

1限8：55～

25 月

28 木

11 月

新入生オリエンテーション②

45分授業

高1・2小論文コンクール（7限～）
15 金

5 火

3限まで授業　中　ｵﾗﾄﾘｶﾙｺﾝﾃｽﾄ

9 土

中3Ｚ会アドバンストテスト(希望者)

2 土
新入生オリエンテーション①

 

今月の聖句 
 

 

 

人の子は、失われたものを捜して救うた

めに来たのである。 

（ルカによる福音書 19章10節） 

 

ここ数年の日本の相対的貧困率は、

16％前後です。先進国の中でも貧困率の

高い国の一つである一方、生活保護受給

率は1.6％ほどです。貧困世帯の９割は受

給できていないことになります。こうい

う現実をなかなか見ようとしないのが、

今の世の中の流れだとしたら、何とかし

なければ、と想います。「捜して救う」を

実践されたのがイエスでした。 

（聖書科 Ｙ．Ｉ）     

 
 
今月の聖句 


