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広島女学院中学高等学校

聖書のことば
「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。
これこそ、キリスト・イエスにおいて、神があなたがたに望んでおられる
ことです。
」
テサロニケ信徒への手紙 一 5 章 16 節～18 節
７月の大雨による被害は、現在も全容がわからない甚大なものでした。保護者、生徒の皆
様には、多くの痛みを伴う日々をお過ごしかと思います。心よりお見舞い申し上げます。ま
た、安全で心身の休まる日々が一日でも早く戻りますことをお祈り申し上げます。
学院全体では、大学で土砂による被害がありました。中学高等学校は、多くの生徒が通常
の始業時間に集まり、礼拝をもって始まるという生活を与えていただいております。しかし、
未だ登校に困難がある等のため公欠、公遅刻となっている生徒も少なくはありません。中学
校の全校礼拝で「一日でも早く平和な日々が戻りますように」というお祈りに、全員が「ア
ーメン」と心を一つにしました。また、関西、熊本のキリスト教主義学校からも心配をして
いただいています。
私たちは、毎日の与えられた使命を果たし、とつとつとその人生を歩んでいます。そんな
ときに、突然「どうしてですか。」と問うしかできないことが起きます。イエス様は、その
ことを知っていてくださり、その苦しみを、その痛みを私と一緒に背負い、私と一緒に歩ん
でくださいます。私は、そのことを信じ、祈ります。
さて、１学期が終わります。入学礼拝から始まり、体育大会、平和を祈る週など多くの行
事が守られ行われて参りました。多くの出会いも与えられました。一つ一つに感謝します。
生徒の皆さんは、４月からの新しい環境にも慣れ、手ごたえのある毎日となっていますか。
これからの長い夏休みで、自分が取り組むべき課題ははっきりしていますか。チャレンジし
たいこと、たくさんの時間があるときに取り組みたいこと、今大切と思うことをしっかりや
り抜いてください。
「忙しいという人は、自分がやりたいことをしていない人だ。」という言
葉を研修でいただきました。
長年食堂を経営していただきました、手嶋さんが７月でお辞めになります。おいしくお腹
いっぱいになるお昼ご飯をたくさんたくさんいただきました。また、合宿のご飯に温かいス
ープをいつも用意していただきました。本当にありがとうございました。
８月は、広島女学院にとって「祈り」のときです。礼拝がない毎日ですが、イエス・キリ
ストが与えてくださり、知っていてくださる一日であることは同じです。そのことも覚えて
いてくださるとうれしいです。
（校長）
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８・６平和記念礼拝のご案内

なかったり、夜更かしグセがついて睡眠

８月６日（月）午後１時 30 分よりゲー

不足になったり、ひどいときには睡眠障

ンスホールで、女学院の生徒・教職員 350

害をおこしたりして、９月からの登校が

余名を含む原爆犠牲者をおぼえ、平和を祈

大変しんどく感じられるケースも出てき

る「８・６平和記念礼拝」が行なわれます。

ます。保護者のかたは長期休暇中も、毎

講師の近藤紘子さんは、生後八カ月で爆心

日同じ時間に寝て起き、三度の食事を決

地から 1.1 キロの広島流川教会の牧師館で

まった時間に摂るという規則正しい生活

被爆。父の谷本清牧師は、終戦直後から米

リズムを心がけてあげてください。

国全土を巡り、広島の惨状を伝え、被爆し

②海やプールに行くこともあると思います

た少女や孤児の救済活動、渡米治療に取り

が、盗撮には気をつけましょう。更衣

組まれました。

室・トイレでは内部をよく見回して、不

中１、中３、高２で在広の生徒の皆さん

審なカメラが設置されていないか確かめ

は、礼拝に出席して下さい。礼拝に出席で

ましょう。昨今は写真を撮られたらＳＮ

きない人たちも、午前８時 15 分には その

Ｓに上げられると思って警戒をしてほし

場でこの日を覚えて、黙祷をささげましょ

いと思います。

う。なお、当日はゲーンスホールのみ校外

③ＳＮＳについて

靴可です（校舎に入る用事のある人は校内

ツイッターやインスタグラムの他にもさ

靴持参）
。１時 20 分にはホールに着席し、

まざまなＳＮＳがあり、またいろいろな

担任の先生よりプログラムを受け取って下

機能のアプリが簡単に手に入ります。し

さい（聖書・讃美歌は印刷しているので不

かし、多くの問題を引き起こすことも指

要）
。中１はいつもの席、中３は２階席、高

摘されています。たとえば「ストーリ

２は１階席の後半です。

ー」という機能が人気ですが、24 時間で

その他の学年で、礼拝

消えると思って簡単に流した投稿でも、

に参加する場合は、後

誰かにコピーされたら残ってしまい、再

ろの空席か補助いすに

びネット上に流出する可能性があります。

座って下さい。

自分で流したものが自分ではコントロー
（宗教教育委員会）

ルできないのです。また、インスタグラ
ムの投稿時に自分の位置情報を知らせる

安全な夏休みを送るために

ことの危険性もあります。誰がそれを利

安全な夏休みを送るために、毎年お配り

用して近づいてくるかわからないのです。

している休み中の生活についてのプリント

自分が想像もできない誰かが見ているこ

をご覧ください。ここではそこで書けなか

とのリスクを保護者から教えてあげてく

った注意点をいくつか記載いたします。

ださい。ツイッターを通じた物品、特に

①夏休みなどの長期休暇には帰省や旅行、

チケットのやりとりも大変危険なので、

また普段はしない昼寝をしたりするなど、

しないようにしてください。危険なだけ

どうしても睡眠のリズムが乱れがちにな

でなく騙されても苦情を持ち込む場所も

ります。さらにスマホの長時間使用がそ

ありません。不要なＳＮＳはしない、と

の乱れに拍車をかけることになります。

いう学校方針を再度ご確認のうえ、ご家

乱れた生活リズムを放っておいたままに

庭でもご指導ください。

すると、休みが終わった時に朝起きられ

（生徒支援部）
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保健室だより（４）～夏休みの生活～

相談して、ぜひ実行してほしいと思います。

１学期に行った健康診断の結果を返却し

我が家でとても大切にしていることをはっ

ています。病気の疑いが見つかった人の中

きりさせて、１つでも実行する、そのよう

で、まだ受診をすることができていない人

な時間が十分にあるのが夏休みです。子ど

は夏休みのうちに受診をしておくことをお

もだけでなく、大人にとっても良い夏の

勧めします。視力測定の結果が悪い人が多

日々でありますように。

くいました。教室の座席によっては黒板の

(カウンセラー)

見え方にも難しさがあるかもしれません。
健康診断の結果を全てまとめたものをお返

生徒の活躍

ししているので、確認をお願いします。

《高校》
◇高校水泳部
＊広島県選手権水泳競技大会
Ｔ・Ｍ（３－Ｄ）
200ｍ個人メドレー ５位
400ｍ個人メドレー ６位
⇒上記２種目で中国選手権大会出場権獲得
Ｇ・Ｒ（１－Ｃ）
200ｍ自由形 決勝進出

いよいよ夏休みが始まります。充実した
夏休みを過ごすためには健康が第一です。
夏休みとはいえ、生
活のリズムを崩すこ
とがないように気を
つけましょう。
（保健室）

心の健康（４）

教職員の動向

夏休みです。暑さは私たちの身体にとっ

○７月 10 日に家庭科の松岡先生に女児が誕

てストレスとなります。だるくなったり、

生されました。おめでとうございます。

消化不良も起こしやすくなったり、寝不足

茉奈（まな）ちゃんです。ご成長の上に

になったりします。そうなると当然、心の

神様の豊かな祝福をお祈りします。

健康も脅かされます。イライラしたり、意
欲が出てこなかったり、すぐ怒ってしまっ
たりします。よほど気をつけないと、
「暑い、
暑～い」と言っているうちに、ただ暑さに
耐えるだけで日が過
ぎてしまいます。ま
た逆に冷やし過ぎの
冷房病になってしま
います。
夏休みは 40 日間、時間にして 960 時間
です。この時間を充実させたいものです。
親子ともども心の健康を損なわないよう
に気をつけるだけでなく、もっと積極的に
親として子どもに伝えていきたいことは何
か？どのようにして伝えていこうか？など
考えてほしいと思います。そして子どもと
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７月末から８月末の行事予定
７月 21 日（土）
中２・中３父親母親教室

今月の聖句

７月 21 日（土）～８月 29 日（水）夏期休業
７月 21 日（土）～７月 31 日（火）
前期補習・補充

主よ、わが歩むべき道を教えて下さい。私

７月 23 日（月）～７月 25 日（水）

の魂はあなたを仰ぎ望みます。

夏休み勉強合宿（神石高原ホテル）

（詩編１４３篇８節 ※口語訳聖書）

English Adventure
７月 26 日（木）

震災や津波、豪雨災害など大規模な自然
災害を前にすると、人間の無力さを痛感さ
せられます。なぜこんなにも多くの命が失
われ、平穏な日常が奪われなければならな
いのか。神も仏もあるものか、そう思いた
くなるのは自然なことです。でも神や運命
や他人のせいにして恨みをぶつけても、私
たちの心は晴れないし、立ち直る力にはな
らないのではないでしょうか。
この聖句は、校母ゲーンズ先生が、苦難
の時に支えられたことばです。来て間もな
く、慣れない土地で、キリスト教学校だと
いうことでいわれのない迫害をされ、学校
閉鎖に追い込まれ、神戸に引き上げざるを
得なくなります。けれど、
「なぜ私がこんな
目に合わなければならないの？」と神や広
島の人々を恨むことなく、
「わが歩むべき道
を教えて下さい」と祈る中で、自分のこれ
までを振り返り、謙虚に反省し、再び困難
が待っている広島へと戻って行きました。
その後、新築間もない校舎が火事で全焼し
た時も、アメリカの教会から援助の知らせ
が来ると、
「私たちがお祈りしている最中な
のにもう神様は答えてくださった」と喜び
ました。
苦難や災害に出会った時、だれかや何か
のせいにするのではなく、苦しみ悩みなが
らも立ち上がろうとしている自分を支えて
くれる神様や隣人を信じ、心を開くなら、
必ず力が与えられるということではないで
しょうか。
（7 月 13 日

中学放送礼拝より

夏期海外生活体験学習(～ ８ 月 11 日(土 )）
８月１日（水）～８月２日（木）
東大オープンキャンパスツアー
８月６日（月）
平和祈念式(東校地慰霊碑前)10：00～
平和記念礼拝(ホール)13：30～14：30
中１、３、高２準出校日(13：30 登校)
８月 14 日（火）～８月 16 日（木）
夏期特別休暇（学校休校）
８月 17 日（金）～８月 27 日（月）
後期補習・補充
８月 30 日（木）
始業の日
休み明けテスト(中１、２、３、高１、２)
８月 31 日（金）
休み明けテスト(中１、２、３、高１、２)

図書館
夏休み中の開館予定
７/23（月）～27（金）・30(月)～31 日（火）
９:30～15:00
＊ 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。

聖書科Ｔ．Ｍ）
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小さな祈りの影絵展

９月行事予定

8/
30
31
9/
1
2
3
4
5
6

木

この影絵展は「平和」をテーマとした影

始業の日

絵を制作、展示しているものです。広島女

休み明けテスト

学院の卒業生である部谷京子さんの呼びか

金
土

けで、2005 年に開始されました。部谷さん

高3河合記述模試

は映画美術監督で、映画「それでもボクは

日

やってない」
（周防正行監督）の美術に対し、

月

日本アカデミー賞最優秀美術賞を受賞。以

火

降、優秀美術賞も含め、合計 10 回受賞され

水

ています。

木 1 ～3 限 土曜授業

作品制作には幼稚園の園児から大学生ま

高3ｾﾝﾀｰ説明会（7限）

で、幅広い年齢層の人々が関わっています。

7 金 7限高2PTS（修学旅行）

日常生活にあふれる「幸せ」を影絵で表現

中2チャレンジキャンプ

8
9
10
11
12
13
14
15
16

土

し、影絵を目にした人に「日常があること

日

の幸せが平和につながる」と感じてほしい

月 休み明けテスト素点確認

という願いを込めて制作しているそうです。

火

昨年度のものを巡回展示しており、本校

水

では７月 17 日（火）～８月４日（土）の期

木 参観日

間、高校校舎２階の職員室前（光庭付近）

金

にて展示予定です。三者面談等で学校にお

土 海外研修合同説明会

越しの際に是非ご覧ください。

日

また、今年度の影絵制作は７月 25、26、

敬老の日

28、29 日です。詳しくはチラシを配布して

17 月 高1,2ｽﾀﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄ

いますので、それをよく読んで、保護者承

高3ﾍﾞﾈｯｾ駿台ﾏｰｸ模試

18
19
20
21
22
23

火 月曜授業

諾のもと、申し込んでください。
（提出先は

水

高校教頭）今年度の巡回展示は８月５日と

木

６日に平和公園の元安橋のたもとから始ま

金

ります。灯籠流しなどで平和公園を訪れる

土

ことがあれば、こちらにもお立ち寄りくだ

日 秋分の日

24 月
25
26
27
28

さい。

振替休日

（高校教頭）

高2駿台全国模試（希望者）

火
水 月曜授業
木
金
4 5 分授業 1 限8 ： 4 0 ～

29 土

創立記念特別礼拝
保護者対象入試説明会
PTAバザー収集日

30 日
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ヘンリー市川展のご案内
本校では、長きに渡り平和学習を実践し
ておりますが、在校生のみならず卒業生も
国内外で活動しております。昨年、広島女
学院同窓会兵庫支部の有志の方々が「原爆
を語り継ぐ会」を主催し、洋画家・ヘンリ
ー市川氏の原爆画の一部を展示する企画を
実施しました。それがご縁で、この度さら
に規模の大きい展覧会を広島女学院中学高
等学校にて開催する運びとなりました。
市川氏は海軍士官時代に長崎で被爆、広
島でも原爆の惨状を目の当たりにしたそう
です。夫人の河野多恵子さん（芥川賞作家
で文化勲章受章者）とともに 1992 年よりニ
ューヨークに移り住み、当地で創作に励む
なかで、2001 年の同時多発テロ 9.11 も目

記

撃。その体験を基にした抽象画も東京で発

【会期】７月18日（木）～８月７日（火）

表され、2012 年に 87 歳で亡くなられまし

【時間】月曜～金曜：９：00～16：30

た。遺作 2000 点以上のうち、原爆画は 100

土曜

点ほどに及びます。

：９：00～12：30

※ただし、最終日の８月７日（火）は

市川氏が言葉では言い尽くせないものを

12：30までとします。

絵で残し、その作品を通して現代を生きる

【会場】高校校舎１階

若者へその思いを伝えたいというご遺族の

ゲーンス記念ホール内ロビー

願いから、この展覧会が企画されました。
生徒には既に学校で案内をしておりますが、
保護者の皆さまにもぜひご覧頂きたく、下
記のとおりご案内致します。三者面談等で
ご来校の際にどうぞお立ち寄りください。
（高校教頭）
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