2014 年 4 月 30 日 発 行
第1号
広島女学院中学高等学校

校庭では、ハナミズキが白やピンクの美しい花を咲かせ、中学校自転車置き場に向かう通
路には、足元に沿って芝桜が小さなかわいい紫の花をじゅうたんの様に咲かせています。
2014 年度も開始から約一ヶ月が過ぎました。それぞれ進級、入学して新しい学年・クラス
となった生徒たちは、少しずつ新しい場での自分の居場所を見つけ出していることでしょう。
中１の生徒達は｢中１学年合宿｣、高１の生徒達は｢進路合宿｣を、安浦のグリーンピアせとう
ちにて一泊二日の日程で行いました。その他の学年は４月 24 日に遠足に行き、クラスの親睦
をはかり、女学院での学校生活の方向性を定めるためのオリエンテーションを行いました。
それぞれが違った環境や背景を持って集まっている学校という場で、お互いがその違いを認
め合い、尊重しあって、節度の内に安心して自分らしさを出し合えることができたら、学び
も人間的内面も大きく育っていくことができるでしょう。
さて、中２より上の学年の皆様には、昨年度のアイリスレターで女学院中高が文科省によ
るＳＧＨ（＝スーパーグローバルハイスクール）に申請し、一次審査に合格したことをお知
らせしておりました。その後、３月 28 日付文科省からの通知により、本校は正式にＳＧＨ校
に指定されました（広島県内で一校、中四国・九州で私学として一校でした）。指定各校は、
今後応募時に提出したプロジェクトに従って、将来国際的に活躍できるグローバルリーダー
を育成していきます。
本校のグローバルリーダー像は、｢核の惨禍の無い世界を創り出すしなやかな女性｣としま
した。本校では、69 年前の被爆の経験をもとに平和教育に力を入れてきました。これをグロ
ーバル教育の中に位置づけ、
「平和観｣「対話力｣「リーダーシップ」の３つの力～平和に貢献
するという高い意識と広い視野～立場や意見の違う相手ともコミュニケーションを通じて合
意形成できる力～自ら行動を起こす主体性～を養います。この為に、海外との交流プログラ
ムを広げる、各教科の授業において生徒の主体性をより重視した内容に変える、より高い英
語力を保証する、より多くの大学と連携を深める、などに取り組んで、生徒達が国際社会や
これから大きく変化して行く大学生活・社会での活躍のために必要な力を付けていきたいと
考えています。またこうした情報を皆様にも共有していただけるよう、機会を設けていきた
いと思います。
今年度もＰＴＡの皆様のご協力のもと本校の教育活動を進めてまいりたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

聖書の言葉
「わたしは植え、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。
」
（学院聖句）コリントの信徒への手紙Ⅰ ３章６節
（校長）
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イースター・始業礼拝

生活指導部より

４月８日（火）
、イースター・始業礼拝を
行いました。講師は日本キリスト教団呉平安
教会の小林克哉牧師です。小林先生は３才の
時にお父様を亡くされたこともあり、12、３
才の頃から「死ぬってどういうことだろ
う？」と考えるようになったそうです。そし
て、教会へ行くようになって、
「死」を超え
た出来事があることを知ります。
小林先生の教会では、最近 99 才の女性が
洗礼を受けられました。この方は 97 才でキ
リストに出会い、16 才の頃からずっと赦す
ことのできなかったあることが赦せたのだ
そうです。人を憎み続ける心は、死んでいる
ようなものです。死に打ち勝つキリスト教の
教えは、80 年以上も赦すことができなかっ
た人間の頑なな心をも、解きほぐすことがで
きたのです。
どんな人間も、赦し赦されて新しい道を歩
み始めることができる。それがイースターの
力強い教えです。
ちなみに、
「春分の直後の満月の日のすぐ
後の日曜日」と規定されているイースターで
すが、今年は４月 20 日がその日にあたり、
全世界の教会でイースターをお祝いしまし
た。

生活指導部では、下記の項目を本年度の重
点目標としております。保護者の皆様のご理
解とご協力をお願いいたします。
１. 挨拶をする。
いろいろな場面で、自然な挨拶が聞こ
える学校にしましょう。来校されたお客
様にも気持ちの良い挨拶をしましょう。
２. 身だしなみを整える。
服装の乱れに注意しましょう。制服を
きちんと着こなしてください。
３. 遅刻をしない。
遅刻しないためには、どのように行動
すべきかを考えてください。遅刻３回で
保護者に警告通知を郵送、５回で生活指
導部による本人面接、８回で教頭・生活
指導部による、本人・保護者面接となり
ます。
４. 公衆道徳を守る。
登下校時の公共交通機関内や、歩行
中、自転車運転中のマナーを守りましょ
う。社会は自分一人で生活する場ではあ
りません。女学院の生徒として誇りを持
てるような行動をとりましょう。
なお、年度始めに『学校生活の手引』につ
いて確認のプリントを配布しました。学校生
活のきまり・緊急時の登校等についてご確認
ください。
（生活指導部）

高校音楽部第 30 回演奏会
春の文化部公演シリーズのトップとして、
３月 30 日（日）、ゲーンスホールに於いて
第 30 回高校音楽部演奏会を行いました。第
１部は「サウンド・オブ・ミュージック」、
第２部は、部員選曲によるポップスのステー
ジ、第３部は、パウルミヒル作曲「５つの教
会モテトゥス」を演奏しました。また今年は
30 回目の記念演奏会として、第４部にＯＧ
の皆さんとの合同ステージを持ちました。30
年前の第１回音楽部演奏会で歌われた「紅花
抄」やイギリスのマドリガルを星野校長先生

（宗教教育委員会）
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の指揮のもとホールいっぱいに響かせまし
た。音楽部の歴史を感じると共に、この一年
間、合唱を通してたくさんの人や作品に出会
い成長することができました。そして今回も
聴衆の温かい拍手の中、クラブで歌い継がれ
ている「宝島」「主イエスは我が羊飼い」を
合唱しながら、部員一同充実した思いで幕を
閉じる事ができ、感謝しております。ご協力
頂いた皆様、ご来聴くだ
さった皆様に心からお
礼を申し上げます。
（高校音楽部顧問）

間”、
“現在”と“過去”が入り混じる複雑な
脚本だったので、舞台の上でどのようにした
ら空間や時間が伝わるのか、その時の気持ち
はどういうものだったのかを一つ一つ考え
ながらの練習はとても大変なものでした。し
かし、見事に中３が練習をひっぱり、またそ
れを２年生が支え、公演当日は思った以上の
パフォーマンスをすることができました。公
演後、
「迫力があってびっくりした」
「感動し
て、涙がとまらなかった」などのお声をいた
だき、部員・顧問ともども大変喜びました。
見に来てくださったお客様からこのような
感想をいただいたことは、私たちの最大の幸
せです。
まだまだ技術も演出も未熟なところはあ
りますが、公演後にいただいた皆様からの貴
重なご意見を糧に、次の文化祭公演ではさら
にパワーアップした公演となるよう、これか
らも練習に励んでまいります。
（中学演劇部顧問）

ダンス・ミュージカル部 春の公演
４月 11 日（金）放課後、全 14 曲約１時間
のダンスが披露されました。ホールには多く
の高校生と中学生がつめかけ、部員のダンス
におのおの声援をおくっていました。人気の
アーティストの曲が流れると一段と歓声が
大きくなり、会場がわきあがりました。
コーチの振り付け指導のもと、昨年度の冬
から少しずつ作り上げてきたダンスに加え
て、照明音響などのスタッフとも協力してこ
のステージ発表となりました。新入部員も加
わっての活動は６月からですが、また次の公
演に向けてパワーアップ
していきたいと思います。
御期待ください。
（ダンス･ミュージカル部
顧問）

中学演劇部

高校演劇部 春の公演
高校演劇部は、鴻上尚史作「グローブ・
ジャングル」を４月26日(土)の午後に、上
演しました。
インターネットによって痛みを抱える
こととなった登場人物たちが、苦しんだ末
にもう一度生きる希望を見出していくと
いう内容です。一つの劇を創りあげる過程
において、登場人物たちが互いに衝突しな
がら成長していく姿が描かれています。最
終的に、彼らの未来は、かつて自らを深く
傷つけたインターネットによって開かれ
ることとなります。日々進化を続けるネッ
ト環境の功罪が描かれている作品です。
今回の公演は部員全員が一丸となって
「挑んだ」ものでありました。満足のいく
通し練習もできないまま迎えた本番。役者
もスタッフもこれまでにない不安と緊張
の中にありました。このような状態でもな
んとか舞台を終えることができたのは、観
客の皆様の笑い声や暖かい反応があった
からだと思っております。この１回の公演

春の公演「勿忘草」

中学演劇部は、４月 19 日（土）ゲーンス
ホールにて、春の公演「勿忘草(わすれなぐ
さ)」
（日吉月花 作）を上演しました。今年
も新入生を中心にたくさんのお客様に来て
いただき、感謝申し上げます。
中３は自分たちが最上級生となっての初
めての公演でしたので、部の運営にも大変苦
労しました。また、
“現実世界”と“電脳空
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で、部員達は大きく成長することができま
した。今回の公演で引退する高３生にとっ
て非常に思い出深い舞台になったことと
思います。本当にありがとうございました。
次回の文化祭公演では高１、高２の成長し
た姿をお見せできるよう、部員、顧問共々
精進いたします。
(高校演劇部顧問)

保健室だより（１）
内科検診や尿検査などの健康診断が始ま
っています。１年に１度の大切な健康診断で
すので、必ず受診しましょう。
結果が「異常なし」の
場合は、連絡いたしませ
ん。万が一、受診の必要
性があれば、お手紙をお
渡しいたしますので、各
自医療機関で受診してく
ださい。また、その結果
を保健室まで知らせてください。
学期始めでなにかと疲れを感じるこの時
期ですが、睡眠、食事、運動、勉強のバラン
スをとりながら、毎日を過ごすようこころが
けましょう。
（保健室）

いので、家族で新緑の美しさを感じてみまし
ょう。
（カウンセラー）

生徒の活躍
《中学》
◇ソフトテニス部
＊広島市スポーツ少年団ソフトテニス新人
交歓大会
女子団体１部
第３位
◇その他
平成 25 年度第３回実用英語検定試験
広島女学院中学校 優秀団体賞

《高校》
◇バスケットボール部
＊広島地区私学大会３位
[予選リーグ]
女学院 59－41 清心
女学院 49－31 安田女子
[決勝リーグ]
女学院 28－44 鈴峯女子
女学院 44－49 瀬戸内
＊県総体地区予選
女学院 62－43 廿日市西
女学院 65－67 比治山女子

心の健康（１）

人は誰でも新しい環境では気を使いなが
ら過ごします。新学期は新しいことが多く、 ◇その他
何かと気を使いストレスのかかる日々です。 平成 25 年度第３回実用英語検定試験
広島女学院高等学校 優良団体賞
ほどよいストレスは生活の励みになります
が、強過ぎるストレスは心身の症状となりや
※「生徒の活躍」について
すいのです。例えば、イライラしたり、感情
この欄は、部活動・同好会の大会・試合結果等を掲載して
的に怒りっぽくなったり、ブルーな気分にな
います。個人については主催団体より学校に直接報告が
ったりしがちです。
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。
また、夜眠れなか
報告は担任を通じて書面でお寄せ下さい。内容検討の上、
ったり、食欲がな
掲載いたします。
くなったり、胃が
痛くなったりと何
でもありの体調不
良になります。
５月は休みが多
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教職員の動向
◇今年度の新任の先生は次の方々です。
《教員》
増原 康人（数学）
森川 敬介（英語）
加川 貴美子（養護）
《講師》
松重 正清（国語） 竹井 幸智子（英語）
若原 崇史（地公） 八納 由美子（英語）
﨑田 裕之（数学） 稲葉 美早子（数学）
森 宏美（数学）

中学ソフトボール…５月 17 日（土）15：00
～（学級懇談会終了後）
、中学校２－５教
室。
中・高マンドリン…６月７日（土）14：00
～15：00、中学校舎２階 講義室。
※高校生保護者の方も対象。
中・高吹奏楽…６月 14 日（土）13：00～14：
00、中学校２－１教室。
※高校生保護者の方も対象。
中学演劇…６月 19 日（木）15：30～16：30、
高校校舎セミナー室２。
（中学生徒会顧問）

○音楽科木曽華奈子先生が４月８日に結婚
されました。おめでとうございます。今年度
から土門（どもん）華奈子先生となります。
新家庭の上に神様の豊かな祝福をお祈りし
ます。
○国語科の綿田先生のご岳父様が４月８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。

保護者対象

部活説明会のお知らせ

今年度も、運動部・毎日活動する部を中心
として、各部部員の保護者を対象に、活動内
容等に関する説明会を開催します。時間・場
所等の詳細については、後日各部顧問から生
徒を通して連絡があります（
「未定」の部も
同様です）
。保護者の皆様はぜひご出席くだ
さい。
中学バレーボール…５月 31 日（土）体育館
２階と中学校１－１教室。
中学バスケットボール…未定（昨年度は６
月中旬でしたが、
大会結果により変動しま
す）
。
中学卓球…６月 21 日（土）14：00～、中学
校２－４教室。
中学新体操…夏休み中（８月）の合宿時、
食堂にて。
中学ソフトテニス…６月 21 日（土）14：00
～15：00、中学校３－１教室。
中学剣道…６月中旬予定。
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今月の聖句
「人生は橋である。
渡って行きなさい。
しかし、そこに
棲家を建ててはならない。
」
（北インド、ファティープル・シークリー
遺跡城門アーチに記されている、トマスが
伝えたとされるイエスの言葉）
（聖書科Ｉ．Ｙ）

５月行事予定表
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

曜
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

7限 中学行進練習
火曜授業
憲法記念日 高3模試（進研記述)
みどりの日
こどもの日
振替休日
1～3限 土曜授業
中3内科検診(5，6限呼び出し)
体育大会準備(40分授業 6限まで）
体育大会（雨天順延の場合は休日）
体育大会予備日
代休(体育大会)
月 高3駿台全国模試(希望者)
体育大会中止の場合は月曜授業
火
水 地区会顔合わせ会(昼休み)
木 高1内科検診(5，6，7限呼び出し) 尿検査
金
土 参観日 PTA総会 (午後)学級懇談会
日
月 中1内科検診(5，6限呼び出し)
火 中間ﾃｽﾄ(高1・2・3） 高1各種ﾃｽﾄ
水 (中1・2・3) 1限8:55～ 15分休憩
木 1限8:55～ 15分休憩
金 1限8:55～ 15分休憩 中1各種ﾃｽﾄ
土
日
月
火
水
木 高2内科検診(5，6，7限呼び出し)
金
土 高 県総体
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