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９月が終わり秋らしい日々が多くなってきました。今年の夏、特に８月は大変天候が不順

で、いつもは炎天下で汗をぬぐいながら行われる８月６日の広島平和記念式典も大雨洪水警

報の出る中で行われました。また、毎年午後ゲーンスホールで中１・３、高２が集まって行

われる平和記念礼拝も、休校のため生徒達は登校できず、宝塚から被爆の経験を語る為に来

てくださった被爆時高等女学校在校生の岡邊好子さんのお話を生徒達に聞いてもらうことが

できなかった事は残念でした。そのかわりに、教職員と平和学習で広島を訪れていた県内外

の中高生達で聞きました。 

そうしたなか、８月 20 日には豪雨が広島地方を襲い、予想もしなかった大規模な土砂災

害が起きてしまいました。直接に深刻な被害を受けた生徒や教職員は本校においては無かっ

たようですが、距離的にも近く、生活圏も共通している地域でもあり、皆様の中にも近親者、

知人、友人関係の中では犠牲になられた方々や被害にあわれた方々があって、大きな悲しみ

と痛みを覚えられた方も多くおられることとお察しいたします。多くの方々の力によって復

興が進んでいる中ですが、未だに家に戻ることのできない方や、雨や台風の予報が出るごと

に不安を抱えて避難を考えなければならない方々が多くおられる実情に心が痛みます。中高

の生徒会は新学期早々この為の募金を全校に呼びかけ、広島市に寄付を行いました。また、

ＰＴＡからも緊急の支出として募金が出されました。これらの善意が少しでも被害にあわれ

た方達の力になることを祈ります。 

さて、２学期は修学・研修旅行に始まりクリスマス礼拝に至る行事の多い学期です。数々

の行事を通して生徒が成長する姿の見える、実り豊かで楽しみな時でもあります。しかし、

過去には天候や社会情勢などによって計画どおり行事が行えない事もありました。現在の世

界情勢や気候状況などを考えますと決して安定した状況とは言えない要素があるように思い

ます。行事を予定通り行えることを当たり前の事とは考えず、機会を大切にしながら、よい

実りのあるものにすることができるようにと願っています。特に文化祭時期を中心に、ＰＴ

Ａの方々にはバザー等において多くのご協力を頂くことになりますが、皆で力を合わせて成

功させて参りましょう。ご多忙な中ですが、どうぞよろしくお願い申しあげます。 

(校長) 
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８・６平和祈念式・平和記念礼拝 

 ８月６日午後、中高では「平和記念礼拝」

を捧げました。メッセージは宝塚原爆被害者

の会会長の岡邊好子さんです。この日は朝か

らの豪雨で生徒の登校を見合わせましたが、

平和活動で女学院に来ていた各地のお客様

やその活動のために登校していた生徒、そし

て教職員が参加して礼拝を守りました。 

 原爆投下の朝、岡邊さんは猿猴橋近くのご

自宅で被爆。ご家族と共に現在の安佐北区の

救護所へ避難されましたが、大火傷を負った

お父様を天へ送り、その後岡山の学校へ移ら

れました。戦後、苦労して生きて来られまし

たが、「女学院で受けた教育のお陰で道をそ

れるようなことはなかった」と強調しておら

れました。 

 この礼拝の中で、岡邊さんに高等女学校の

「修了証書」をお渡しし、校歌を歌って参加

者一同でお祝いしました。 

 礼拝後、高校生が取り組んでいるヒロシ

マ・アーカイブのため、岡邊さんにインタビ

ュー収録をお願いしました。写真はその時の

様子です。 

 なお、岡邊さんには９月 18 日の中１と中

２のＬＨＲで、生徒にお話しいただきました。

岡邊さんをお呼びしていた昨年の中１平和

学習の日が大雨で学校が休校となり、今年の

８月６日も大雨で休校でしたので、「３度目

の正直」で貴重なお話を伺えましたことに感

謝しています。 

           （宗教教育委員会） 

生活指導部より 
２学期が始まり１ヶ月が過ぎました。生徒

達も通常のペースに戻り、学校生活も全体に

落ち着いている雰囲気で

す。しかし、２学期は大

きな行事も多く、また祝

日や連休も多いため、例

年、特に休日明けには、

ペースを崩して体調が悪

そうな生徒も見られます。無理のない休日の

過ごし方を心がけ、通常の生活リズムを保っ

てほしいと思います。特に中３と高２は、ま

もなく研修・修学旅行です。しっかりと体調

を整えておいてください。 

  10 月には冬服更衣になります。リボンを

忘れないように準備してください。また成長

に合わせてスカート丈の調整もお願いしま

す。その他、校内靴も定期的に持ち帰り手入

れをするように声をかけていただければと

思います。11 月の文化祭では多くのお客様

が外部から来られます。破れたり、ひどく傷

んでいる校内靴は買いかえをお願いします。 

身だしなみを整えるとともに、身心の状態

も整え、充実した２学期を送ってほしいと思

います。 

（生活指導部主任） 

 

広島土砂災害のための義援金 
 ９月９日（火）～12 日（金）の４日間、

中学五人委員と高校生徒会執行委員が中心

になって広島土砂災害のための義援金を集

めました。金額は中高合わせて 105,375 円

となり、17 日（水）に広島市役所に届けて

きました。皆さんのご協力ありがとうござい

ました。あわせて、タオル等を提供してくだ

さった方々にも感謝いたします。１日も早い

復興を心からお祈りしています。 

（高校生徒会顧問） 
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中２チャレンジキャンプ 
 ７月 23 日から２泊３日の中２チャレンジ 

キャンプを行いました。この行事も５年目を

迎え、さまざまな改善がなされ、とても充実

した３日間を過ごすことができました。心配

された梅雨も明け、３日間は、まずまずの予

報が出ていました。 

 初日は水梨口でバスを降り、高校生リーダ

ーの先導のもと各グループ、キャンプ場まで

の 8.4km にチャレンジしました。木々の間

を抜ける風も気持ち良く、各グループ励まし

あって無事キャンプ場まで歩き通しました。

テント設営や夕食のカレー作りもリーダー

の指導のもと協力し合って、てきぱきこなす

ことができました。 

 ２日目は、恐羅漢山山頂に向かってチャレ

ンジしました。あいにく、雨が時々降る天候

でしたが、その分涼しく登ることができまし

た。最初の急勾配では各グループとも励まし

あい、リーダーの指示で適宜休憩を取りなが

ら、どのグループも無事登頂をすることがで

きました。下りの林間コースは、緑の木陰を

歩きながら癒しの時間が持てました。夜のキ

ャンプファイヤーは、満天の星空のもと、リ

ーダーの素晴らしい指導で

よい振り返りの時間が持て

ました。燃える火を見つめ

大自然の雰囲気を体で感じ

ることができました。 

３日目の後片付けは、各

グループ協力をして迅速に行え、さすが３日

目だなと感じました。帰りのコースは道の一

部が通行できない個所があり、来た時と同じ

コースで水梨口まで歩きました。最後に河原

でお弁当を食べ、足を水につけて疲れを癒し

ました。虫に悩まされたり、つらい登りのコ

ースもありましたが、全員元気で終えること

ができ、とても有意義な行事でした。 

（中２学年主任） 

保健室だより（５） 

 10 月 10 日は「目の愛護デー」です。目

に優しい生活について考えてみましょう。コ

ンタクトレンズを使っている人は、使用時間

を守る、しっかり洗浄する、装着したまま寝

ない、など正しい装着方法を心がけましょう。

目がごろごろするなど違和感があるときは

眼鏡を使うようにしましょう。コンタクトレ

ンズを使っている人は、必ず眼鏡、コンタク

トケース、自分専用の目薬を忘れないで持っ

てきてください。 

朝夕は秋らしくなってきましたが、日中は

まだ暑い日が続いています。一日の温度差が

大きく、体調を崩しやすい時期でもあります。

10 月は修学旅行や遠足など行事が多くあり

ます。疲れが溜まりやすい時期ですが、体調

を整えて日々過ごしましょう。 

（保健室） 

 

心の健康（５） 
 夏の疲れが尾を引いて、９月

には「やる気が出ない」「イラ

イラする」などの訴えをよく聞

きました。その９月も去り、今は 10月。実

りの秋です。心にも実りをもたらす時です。

このいい時期に家族で落ち着いた家庭生活

を楽しむのはとても大切です。 

 例えば、普段よりゆっくりと家族で食事を

したり、１冊の本を家族全員が読んで話し合

ってみたりするなど、我が家風にプランを立

てて実行してみてはいかがでしょうか。ざわ

ざわしていた心がすっと静かに落ち着きま

す。 

（カウンセラー） 

 
生徒の活躍 

《中学》 

  ◇中学新体操部 

   ＊中国中学校新体操選手権大会   

    団体：４位 
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   ＊広島市校総合体育大会新体操競技の部 

    団体：２位（県大会への出場権獲得） 

 

 ◇中学バレーボール部 

   ＊第 62回広島市中学校総合体育大会 

     中区大会 ２位 

  ＊私学大会 

    Ａ・Ｂチーム共に３位 

 

 ◇中学ソフトテニス部 

   ＊第 62回広島市中学校総合体育大会 

    安芸・中ブロック大会 

  団体：２位 

  個人：２位 Ｋ・Ｓ（３－１） 

        Ｎ・Ｏ（２－４）組 

     ３位 Ａ・Ｍ（３－５） 

        Ｈ・Ｎ（３－３）組 

  市大会 

  団体：ベスト８（県総体出場権獲得） 

 ＊第 37回スポーツ少年団大会 

  団体：Ⅰ部 優勝 

 ＊広島地区高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ 

新人選手権 

   団体：５位 

 

◇中学合唱部 

 ＊第 81回 NHK全国学校音楽コンクール 

   広島県コンクール中学校の部 金賞 

   ⇒中国ブロックコンクールへ進出 

 ＊第 53回広島県合唱コンクール 金賞 

⇒中国合唱コンクールへ進出 

＊第 81回 NHK全国学校音楽コンクール 

中国ブロックコンクール 銅賞 

 

 ◇中学放送部 

  ＊第 31回 NHK杯全国中学校放送ｺﾝﾃｽﾄ 

アナウンス部門 

Ｃ・Ａ（３－３） 入選 

   朗読部門 

    Ａ・Ｓ（３－１） 入選 

◇個人の活躍 

 ＊広島市中学校総合体育大会 

   Ｓ・Ｒ（１－２）100m ５位 

   ＊第 54回広島県中学校水泳競技選手権大会 

    個人：Ｍ・Ｔ（２－５） 

       200m背泳ぎ ２位 

        ⇒中国大会出場権獲得 

       200m個人メドレー ４位 

 ＊第 38回ﾋﾟﾃｨﾅ･ﾋﾟｱﾉｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ 

  中国・四国ＥＦ級 

   Ａ・Ｋ（３－２） 地区本戦進出 

  全国決勝大会 連弾中級 

   Ｍ・Ｍ（１－Ｂ） 

Ｍ・Ｍ（３－２） 入賞 

 ＊ＮＰＯ全日本書写書道教育連盟主催 

  全国書写書道大会 

   Ｙ・Ｓ（３－２） 

文部科学大臣奨励賞 

＊第 27回広島市科学賞 

Ｍ・Ｓ（３－３） 優秀賞 

 

《高校》 

◇高校新体操部 

 ＊広島地区高等学校秋季新体操大会 

  個人：二部総合 

      Ｙ・Ａ（２－Ａ）１位 

      Ｋ・Ｙ（１－Ｅ）３位 

 

◇高校水泳部 

 ＊広島地区秋季水泳競技大会（新人戦） 

  個人：Ｎ・Ｋ（１－Ｄ） 

200m自由形 ６位 

 ⇒県大会出場権獲得 

100m背泳ぎ ４位 

 ⇒県大会出場権獲得 

 

◇高校バスケットボール部 

 ＊広島県高等学校秋季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 

  １回戦 女学院 60－38 三次 

  ２回戦 女学院 82－13 吉田 

  ３回戦 女学院 70－73 井口 
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◇高校吹奏楽部 

 ＊第 55回広島県吹奏楽コンクール 

  高等学校Ａ部門 銀賞 

 

◇高校音楽部 

 ＊第 81回 NHK全国学校音楽コンクール 

  広島県大会 銀賞 

 ＊第 53回広島県合唱コンクール 

   金賞並びに 

コンクール大賞（全出場団体中一団体） 

 ＊第 53回中国合唱コンクール 

   金賞 

 
※「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 
○８月 28 日に英語科の前瑛子先生に男児が

誕生されました。おめでとう

ございます。智博（ともひろ）

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。 
 

今月の聖句 

「私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。」 

（コリントの信徒への手紙１ ３章９節） 

 

 10 月１日は女学院の創立記念日です。あ

なたがた（＝私たち）が「神の畑、神の建

物」であるというのはいったいどういうこ

となのでしょうか。創立記念日にこの聖句

の意味を考えてみてください。 

（聖書科Ｉ．Ｙ） 

10 月行事予定 

1 水 創立記念日

2 木

3 金

創立記念礼拝　　45分授業

1限8：40～

保護者対象入試説明会

私学ﾌｪｽﾀ2014

高3模試(第3回河合ﾏｰｸ)　　高1模試(希望者)

6 月

　　高2修学旅行

　　7限 高1PTS(選択科目)

8 水 　　　中3研修旅行

9 木

　　　中1ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ

　　　中2、高1・3遠足

11 土 高3模試(ﾍﾞﾈｯｾ駿台記述)

12 日

13 月 体育の日

14 火

15 水

16 木

17 金 7限 高2PTS(選択科目)

4限 中3PTS(選択科目)

保護者対象入試説明会

19 日

20 月

21 火 　　中間ﾃｽﾄ(高1・2・3)

　　(中1・2・3)

　　1限8：55～　15分休憩

23 木 　　1限8：55～　15分休憩

24 金 　　1限8：55～　15分休憩

25 土 1～4限 学力推移調査（中１～3）

26 日

27 月

28 火 45分授業 

29 水

30 木

45分授業 6限まで

放課後文化祭準備

7 火

4 土

5 日

31 金

18 土

10 金

22 水

 

 


