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例年になく、寒さの厳しい日々が続いています。朝の通勤時、車に乗りますと零下で道路
凍結の注意表示が出ることが多く、フロントガラスの氷を取るのにも手間がかかります。ま
た夜に、ゲーンスホールでパイプオルガンを練習していますと、防寒のコートも着込んでい
るのですが、弾く一音一音、指の先から鍵盤に体温を吸い取っていかれるような冷たさを感
じます。雪や寒さで大きな被害が出ないことを願っています。
自然環境の厳しいこのような時期ですが、入学試験のシーズンを迎えています。高３生徒
は１月のセンター試験に始まり、二次出願、私立大学の一般入試と受験があります。通常の
授業は無くても朝早くから放送礼拝にも参加して自習室で頑張っている姿に教員応援団とし
ては最後までチャレンジ精神を忘れず心身ともに健康に受験に臨んでほしいと願っています。
一方、中学校入試は１月18日に行われ、翌日が合格発表でした。752人の出願があり、この
中から来年度の新入生を選抜するわけですが、受験してくれる小学生のこれからの人生に関
わる大切な行事ですので、教職員は神経を使いながら長期間様々な準備にあたり、また生徒
達も前日の準備と当日の様々なお世話に心を込めて取り組んでくれました。生徒達にとって
は自分たちも通ってきた道ということで、受験生への思いは格別なものがあるのでしょう。
義務教育である中学では入学試験は必ずしも通らなくてはならない道ではありませんが、そ
れにあえて挑戦し、長期間の準備に努力し、受験会場に集まってきた６年生の子ども達。そ
の姿を見ていますと、努力してきたことを悔いなくしっかり出し切ってほしいとの思いが湧
いてきます。また、早朝から門の前に立って応援される塾の先生方や、同伴された保護者の
皆さんの思いも伝わってくる試験開始前の光景でした。
受験に限らず人生の一大事にあたって、親は子ども達のために色々な手助けを惜しむこと
はありません。しかし結果は本人でしか受け取ることができません。本人以外は立ち入れな
い場所を頼りない足取りであっても自分の足で歩んで行き、その結果を人のせいにせず、自
分のものとして受け入れていく覚悟や勇気を持つようになることを、自立と言うのでしょう。
他のところでも紹介しましたが、
「汝の人生がいずれ終わることではなく、いまだに始まっ
ていないことを恐れよ。
」との言葉を、19世紀イギリスの神学者 J.H.ニューマンは残してい
ます。どの様に生きていれば人生が始まったと言えるのか答えは単純ではないかもしれませ
んが、望まない結果が来ることを恐れてチャレンジすることを躊躇してしまう生き方や、目
の前の表面的な結果がまるで自分の人間としての価値を決めてしまうかのように錯覚するよ
うな生き方は、本当の意味で人生を始めていることにはならないでしょう。多くの生徒が経
験する受験という体験を通して、生徒達は人間として大きく成長するチャンスを与えられて
いると感じます。
ところで、中学では先日、生徒会選挙が行われ、新役員が決定しました。色々なところで
新しい年度に向けての準備が着々と進んでいます。残された３学期の２か月間、良いまとめ
の時としていきたいものです。
聖書の言葉
「神はおくびょうの霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私達にくださったのです。
」
テモテへの手紙二 １章７節
(校長)
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2018 年度入試 推薦入試などの合格状況

・神戸松蔭女子学院大学
文学部
・安田女子大学 家政学部，心理学部
計１４

（2018.１.16 現在）

１．指定校推薦
・慶應義塾大学 薬学部
・国際基督教大学 教養学部
・東京薬科大学 薬学部
・明治大学
経営学部
・明治学院大学 文学部
・立教大学
経済学部，文学部，
社会学部，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（２）
，政策学部
経済学部
・神戸薬科大学 薬学部（２）
計１９

３．ＡＯ・自己推薦
・広島大学
教育学部，文学部
・愛媛大学
ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽ特別コース
・慶應義塾大学 総合政策学部（２）
・早稲田大学
教育学部
・金沢医科大学 医学部
・椙山女学園大学 現代マネジメント学部
・同志社大学
法学部
・関西学院大学 社会学部
・関西大学
政策創造学部
・大阪芸術大学 芸術学部
・エリザベト音楽大学 音楽学部
・安田女子大学 心理学部（２）
計１５

○広島女学院大学
・人間生活学部 児童教育学科（２）

４．専門学校
・マインド・ビューティーカレッジ

計２
○関西学院大学 協定校推薦
社会学部，国際学部（２）
，法学部

（進路指導部）
計５

2017 年度高校性教育報告
～「あかちゃんにまつわる四方山話」～

○同志社大学 協定校推薦
社会学部，法学部，政策学部，心理学部，
スポーツ健康科学部
計５

2017年12月16日（土）
、ゲーンスホールで
「あかちゃんにまつわる四方山話」というテ
ーマで、広島大学医歯薬保健学研究科 助
お ざわ み

お

産・母性看護開発学の小澤未緒先生に来校し

２．公募推薦
・岡山大学
医学部保健学科看護
・酪農学園大学 獣医学部
・上智大学
外国語学部，法学部（２）
文学部
・京都薬科大学 薬学部
・京都女子大学 法学部
・同志社大学
グローバル地域文化学部
・大阪薬科大学 薬学部
・摂南大学
薬学部

ていただき、50分間、性教育の講演会をして
いただきました。先生は、以前聖路加国際病
院の新生児室（NICU）のナースをされた後、
東京大学大学院であかちゃんの痛みに関す
る研究をされ、現職につかれておられます。
前年度の性教育後の生徒のアンケート結
果で「あかちゃんの話」が聞きたいという希
望もあり、今回は、広大の看護学科の学生が
「高校生の時に聞いとけばよかったな。」と
言っていた内容について、講演をしてくださ
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クリスマス献金報告

いました。保健などの授業で、女性の体につ
いて学んでいますが、また新たな視点でのお

中高生徒の皆さんと教職員の献金、女学院

話は、生徒にも印象深かったようでした。

クリスマス（一般公開の夜の礼拝）の席上献

講演後の生徒のアンケートによりますと、

金を合わせて、221,000円をお捧げいただきま

〇今までの性教育と視点が違っておもしろか
った。
〇1400兆分の１の確率で自分がうまれたこと。
〇新生児が、自分から母親のおっぱいを求め
ていくのは、すごいなと感じた。
〇絆理論（親と子）があることを、初めて知
りました。子が母親を見つめたり、直接肌
に触れたりすることで、母子間の絆が生ま
れるなんてすてきだと思いました。
〇父子間においても絆が生まれることも知り
ましたが、母子間の方が直接的だし、子の
世話をするのも一般的には母親の方が多い
から、父親よりも母親の方に親しさをもつ
のだろうと思いました。
〇昔は、NICUにいる子どもに家族は全く触る
ことができなくて大変だったということも
聞いて衝撃を受けましたが、欧米などでは、
両親の胸部や腹部の上で採血などの処置
カンガルーケアがあることも知り、すごい
なと思いました。
〇卵子は、月経後にできるものだと思いこん
でいたので、あかちゃんのお腹の中にも卵
子のもとになる細胞があることを知り、あ
らためて、生命の神秘を感じました。
〇父親の子どもが生まれた時の気持ち（新生
児を目前にした時に、恋に落ちたような気
持ち）があることを知り、驚きました。
〇NICUにいる新生児の生まれた時の腕の太さ
が、わたしたちの小指の太さと同じという
ことにびっくりした。
〇現在の医療では、500ｇで生まれた新生児に
も生きる可能性があることを知り、驚きま
した。
〇今まで母性は、すべての女性に生まれなが
らにして備わっていることと思い込んでい
たので、母性は本能ではないということを
聞いて、非常に衝撃を受けました。

した。保護者の皆様もご協力ありがとうござ

などの感想が得られました。

験をした器こそが尊い。そして、その器には

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）等、37
の福祉施設・海外支援、諸団体に送らせてい
ただきました。詳細は１月９日配布の別紙プ
リントにてご報告しています。
（宗教教育委員会）

高校卒業記念礼拝・中学特別礼拝
１月16日（火）、
センター試験を終
え、卒業を１ヶ月
半後に控えた高３
生と卒業記念礼拝
を捧げました。説
教者としてお迎えした湊晶子先生（広島女学
院院長・広島女学院大学学長）は、コリント
の信徒への手紙２の４章によって、次のよう
にお話しくださいました。
「『見よ、わたしは戸口に立って、たたいて
いる』
（ヨハネの黙示録3:20）とあるように、
イエス・キリストは私たちの心の戸口をノッ
クしておられる。しかし、戸口の外側にドア
ノブはない。私たちが応答して戸口（器のふ
た）を開くことで、キリストをお迎えするこ
とができるのだ。
私たちの器は『土の器』
（4:7）
、それも『ひ
びの入った器』である。ひびが入るような体
イエス・キリストをお入れすることができる。

（高校性教育係）
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それによって私たちは愛の源につながり、ど

劇活動を通して鍛えられた表現力豊かな手

んなことがあっても
『行き詰まらない』
（4:8）

話と、力強いメッセージに、大きな励ましを

人生を歩むことができる。

いただきました。また、キリスト教強調週間

イエスの時代、奴隷船の悪臭を消すため

高２学年別活動にご

に香を焚いたという。同様に、私たちの『土

協力いただいている

の器』は、キリストをお入れすることで『キ

広島福音教会の加藤

リストの香り』を放つようになる。
『教養と

久美子さんの通訳と

は教わったすべてのことを忘れた後に残る

のコンビネーションも

ものである』と新渡戸稲造先生はおっしゃ

すばらしかったです。

ったが、
『キリストの香り』とは、まさにそ

（宗教教育委員会）

のようなものだ。

最終下校時刻変更のお知らせ

私（湊先生）の歳になるまで、皆さんには

最終下校時刻の変更について、お知らせし

あと70年もある。さて、皆さんはどう生き

ます。２月 11 日(日・祝日)より、中学生は

る？」

18：00、高校生は 18：15 となります。ご家

湊先生の「ぶれない」メッセージは、私た

庭で帰宅時間の確認をお願いします。

ちに勇気を与えてくださいます。特に様々な
思いをもって各自の進路へ向けて努力して

(中学・高校生徒会)

いる高３生には、力強く響いたメッセージで

保健室だより（９）

した。
「すべてが相働きて益となる」
（ローマ
8:28）ことを信じて、人生の荒海に漕ぎ出し

～保健室の利用状況から～

寒い日が続き、保健室でもかぜなどで発熱

て行ってほしいものです。

して、帰宅する生徒も増えています。

なお、礼拝の中で３年間放送礼拝の奏楽奉

今一番気になるのは、夜遅くまで起きてい

仕を続けてくれた人たちに、校長より記念の

て、しんどいと保健室を利用することです。

品が贈られました。

やはり、早寝早起きができるということは

中学特別礼拝では、三滝グリーンチャペルで
こおり み

や

よいことだと感じます。

手話礼拝を担当されている 郡 美矢牧師をお

保健室利用者をみてみると、生理痛もかぜ

招きしました。郡先生は、ろう（聴覚障がい）
のご両親の元、ご自身もろう者として生まれ

も、睡眠不足だと、よりよくない状況になっ

育ちましたが、普通学校で学び、高校時代は

ているのではないかな、と強く感じる今日こ

柔道部で活躍、卒業後はカナダに留学、アメ

の頃です。

リカで牧師の資格を取り、現在は国際手話通

７時間の授業や寒さに耐えるには、十分な

訳として世界中を飛び回っておられます。
100 匹の羊の中で１匹がいなくなり、捜し

睡眠や休息、適度な運動など、日頃から自己

に行く羊飼いのたとえ話（マタイ 18:12-14）

いいことがあるのではないでしょうか。

管理につとめていると、学校生活においても

をとおして、
「神様から見たら一人一人がと

(保健室)

ても大切な存在。生まれ持ったものは変えら

心の健康（９）

れないけど、価値観は変えられる。私にとっ
てろうは神様からのプレゼント。神様は目的

ストレス解消のヒントです。今回はSTRESS

をもって私を作って下さった。ありのままの

の５文字目のS＝Sleeping・睡眠を十分にと

自分に自信を持ってほしい。
」と語られ、演

ろう！です。
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眠りは、一晩に「深い時」と「浅い時」を

今月の聖句

繰り返しています。深い眠りから浅い眠りに
移るのは、眠っていながら、起きている時の

「だから、わたしたちは落胆しません。たと

記憶を整理しているらしいのです。そのおか

えわたしたちの「外なる人」は衰えていくと

げで、起きている時の脳の働きが活発になる
のだそうです。浅い眠りがだんだん深くなり、
再び浅くなるまでのサイクルは90分～100分

しても、「内なる人」は日々新たにされてい
かんなん

きます。わたしたちの一時の軽い艱難は、比
べものにならないほど重みのある永遠の栄

で、寝ている間に、このサイクルが４回ほど

光をもたらしてくれます。
」

あるのが良いそうです。

（コリントの信徒への手紙２ ４章16・17節）

ストレスが解消し、心身ともに健康な生活
を送るためには、一晩に90分×４サイクル＝

（聖書科 Ｙ．Ｉ ）

６時間。サイクルを考えながら１日６時間は
きっちり眠りましょう。

２月行事予定

なかなか寝つけないときは、ラジオや音楽
をかすかな音で流しながら寝てみましょう。
音に集中することで、眠りに入りやすくなり
ます。

（カウンセラー）

1
2
3
4
5

木

6

火 中ｵﾗﾄﾘｶﾙｺﾝﾃｽﾄ 高1・2球技大会

7
8
9

水 フェリス女学院碑めぐり案内

金
土 新入生オリエンテーション①
日 中3Z会ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾃｽﾄ（希望者）
月
3 限ま で 授業(土曜1 限～3 限)

生徒の活躍

参観日

《中学》
◇個人の活躍
＊税についての書道コンクール
（広島東納税貯蓄組合連合会主催）
Ｕ・Ｙ（１－３） 優秀賞

木 4 0 分授業
金 （中学）漢字検定

10 土
11 日

《高校》

12
13
14
15

◇個人の活躍
＊「全日本通信珠算競技大会」
（全国珠算教育連盟）

17
18
19
20
21
22

広島安芸地区大会 高等学校の部
個人総合競技

優勝

種目別選手権

３位

広島県大会 高等学校の部
個人総合競技

優勝

24
25
26
27
28

（日本珠算連盟広島支部）
Ｎ・Ａ（１－Ｄ）
高校生・一般の部
個人総合競技

２位
5

建国記念の日
最終下校時刻変更(中)18：00(高)18：15

火
水 レント（受難節 ～3/31（土））
木
4 5 分授業
高1・2小論文コンクール（7限～）

土 新入生オリエンテーション②
日 高2進研プロシードテスト(希望者）
月
火
水
木

23 金

＊「そろばんチャンピオンシップ広島」

高2進研ﾏｰｸ模試

月 振替休日

16 金

Ｎ・Ａ（１－Ｄ）

じょがく in LOVE

4 限まで授業
第2回SGH研究発表会（午後）

土
日 国公立大学前期日程入試開始
月
火
水 高3登校日 卒業礼拝リハーサル

