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聖書のことば 

主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。 

  彼らは剣を打ち直して鋤とし 

  槍を打ち直して鎌とする。 

  国は国に向かって剣を上げず 

  もはや戦うことを学ばない。 

イザヤ書 ２章４節 

 

 １学期が無事に終わります。昨年は豪雨災害がありましたので、平安の中に終業の日を迎

えられることを感謝いたします。 

 今年は SGH指定が終了し、新しい教育への挑戦として、水曜７限に EP（自由選択講座）を

設けました。中３から高３までの生徒が、学びたい講座で５回の授業に臨みました。この講

座は「自由」なのです。生徒の方から「こんな学びをしたい。こんなことに挑戦したい。」

という声を上げてほしいです。また、土曜日４限に、総合学習の時間を設け、課題研究ので

きる力を養成する取り組みを始めました。中学を中心に授業の中でも、このための新しい取

り組みをしています。これは、新しい学力をつけるためです。新しい学力とは、答のない問

に対して、仲間と協働し取り組んでいく力です。また、自分で問をつくる力です。ドリルを

重視し知識を詰め込むだけの勉強ではその力をつけることはできません。もちろん、基礎学

力をつけることが大前提の新しい学力ですから、今まで通りの勉強も大切です。その上で、

自分（チーム）の意見をことばで発信していく力が必要とされます。 

 ところで、平和を祈る週の講師、佐藤優さんは、「二元的な考えをもつ」ことの大切さを

強く言われました。この新しい学力をつける取り組みの中で、まず自分の意見をもつ。正解

だけを求めるのではなく、自分の中で矛盾する意見があればそれを大切にする。友達、先生、

学校内外で出会う人、本など外からの情報を貪欲に求める。そして、とことん考えてほしい

です。また、佐藤さんは、「（伝達の方法として）LINE はダメ」と言われました。それは、

自分の意見をきちんとしたことばで伝える。また、自分本位でなく、伝える相手本位で発信

しなさいということだと思います。ことばを使うことにも、新しい学力をつける前提がある

のですね。 

 さて、長い夏休みです。たくさんのことにチャレンジしてもよし、一つのことに打ち込む

もよし、好きなことに没頭するもよし。充実した、そして安全な毎日としてください。また、

８月は祈りのときです。そのための時間をもってほしいです。 

（校長） 

2019 年 7 月 22 日発行 

第 4 号 

広島女学院中学高等学校 



 

- 2 - 

 

８・６平和記念礼拝のご案内 

８月６日（火）午後１時 30 分よりゲーン

スホールで、女学院の生徒・教職員 350 余

名を含む原爆犠牲者をおぼえ、平和を祈る

「８・６平和記念礼拝」が行なわれます。

講師で同窓生の前田瑞枝さん（広島女学院

高校７回卒業、洋光幼稚園園長、広島流川

教会員）は、女子学院、フェリス女学院の

ヒロシマ学習でも被爆体験を証言されてい

ます。 

中１、中３、高２で在広の生徒の皆さん

は、礼拝に出席して下さい。礼拝に出席で

きない人たちも、午前８時 15 分には その

場でこの日を覚えて、黙祷をささげましょ

う。なお、当日はゲーンスホールのみ校外

靴可です（校舎に入る用事のある人は校内

靴持参）。１時 20 分に

はホールのいつもの席

に着席し、担任の先生

よりプログラムを受け

取って下さい（聖書・

讃美歌は印刷しているので不要）。その他

の学年で、礼拝に参加する場合は、後ろの

空席か補助いすに座って下さい。                   

（宗教教育委員会） 

気をつけよう、ソーシャルメディア 

７月 17日の６時間目に中学、７時間目に

高校生を対象に講演会を行いました。今年

はスクールガーディアンの小山未紗さんを

講師に招き、中学生は「SNS やスマホが引

き起こすトラブルと対策」について、高校

生は「ネット時代のリテラシーと自己管理」

という内容でお話を聴きました。何気ない

LINE の会話の中にも人間関係をこじれさせ

るきっかけがあり、自分と他人は表現も考

え方も生活も同じではないのだと分かって

コミュニケーションすることが、トラブル

回避だけでなく人間としての成長にもつな

がると思いました。 

ネットにあげたものは簡単には消せない、

それは頭で知っていても実感はできないの

が若い世代でしょう。それが将来の自分に

大きなマイナスとならないように気をつけ

なければならない世の中になりました。ま

た女子高生がアカウントに使った写真など

を集めたサイトを何万人もの人が日々閲覧

しているなんて気持ち悪いけれども、ネッ

ト社会とはそういうことでもあると知って

おくことも必要でしょう。 

ソーシャルメディアがどのように推移し

てきたか、など高校生向けの話は教員にも

聞き応えのある内容でした。情報はいろい

ろに操作されるし嘘もあると知った上で、

何が本当かを考えるには、自分の目や耳で

確かめること、そして地道な学びや出会い

で得た知識と経験が必要になってくると思

いました。 

20 日土曜日には父親母親教室でソーシャ

ルメディアについて保護者向けの講演も行

われました。 

（生徒支援部） 

保健室だより（４） 

～食中毒に気を付けましょう～ 
暑い夏。家庭内で過ごす時間も多くなり

ます。生徒が食品の購入や調理を手伝うこ

ともあると思います。食品の購入は、消費

期限の表示を確認し、暑い時は、特に購入

した食品をもったまま寄り道をせずまっす

ぐ帰って、帰宅後はすぐ冷蔵庫へ。冷蔵庫

の温度は、10℃以下、冷凍室は、-15℃以下

に維持し、食品をつめこみすぎないように

しましょう。こまめに手をあらい、清潔な

タオルや布巾を使いましょう。包丁などの

調理器具は、熱湯消毒しましょう。調理中

に出るごみは、こまめに捨てましょう。食

品を長時間、室温に放置しないようにしま

しょう。時間がたって、少しでも怪しいと

思った食べ物は、思い切って処分しましょ

う。万が一、食中毒と思われる症状が現れ

た場合は、素人判断で下痢止め薬などを使

用せずに、早めに内科・消化器科・胃腸科

などの医療機関を受診するようにしましょ

う。また、家族が感染する可能性が高い場

合には、トイレのドアノブや便器などをこ



 

- 3 - 

 

まめに消毒することも大切です。 

なお、日頃気になっている症状がある場

合は、夏休み中に、受診しておきましょう。 

（保健室） 

 

 

心の健康（４） 

前回に引き続いてストレス解消のヒント

を頭文字順にお知らせします。今回は R で

す。 

  R－relation ・人間関係を持とう 

 ストレスは多くの場合、人間関係によっ

て生じ、人間関係によって解消していきま

す。今の社会は機械化が進んでいて、人間

関係を持たなくても生活できる面が多くな

っています。しかし、実際には人との交流

を求めて、携帯電話やメールが飛び交って

います。人との関係を持たないと生きてい

けません。 

 言葉にすること、おしゃべりすることに

よってストレスいっぱいの気持ちが落ち着

き、考えが整理され、心は満たされていき

ます。言葉で表現して人間関係を作ってい

くことは、これからの新しい環境や変化の

多い生活から起きるストレスを解消してい

く１つの方法です。  

 まずは、家族で優しい気持ちで会話する

ことを心がけてみましょう。 

夏休み中のカウンセリングルームは月曜

日に開室します。希望される方は、お申し

込みください。 

 (カウンセラー) 

 

 

小さな祈りの影絵展 

この影絵展では「平和」をテーマとした

影絵を制作、展示しているものです。広島

女学院の卒業生である部谷京子さんの呼び

かけで、2005 年に開始されました。部谷さ

んは映画美術監督で、映画「それでもボク

はやっていない」（周防正行監督）の美術に

対し、日本アカデミー賞最優秀美術賞を受

賞。以降、優秀美術賞も含め、合計 10 回受

賞されています。 

作品制作には幼稚園の園児から大学生ま

で、幅広い年齢層の人々が関わっています。

日常生活にあふれる「幸せ」を影絵で表現

し、影絵を目にした人に「日常があること

の幸せが平和につながる」と感じてほしい

という願いを込めて制作しているそうです。

本校と 10 年以上交流のあるハワイのプナホ

ウスクールでも昨年から影絵制作に取り組

む生徒がおり、ハワイを彷彿とさせる作品

もあります。 

昨年度のものを巡回展示しており、本校

では７月８日（月）～８月３日（土）の期

間、高校校舎２階の職員室前（光庭付近）

にて展示しています。三者面談等で学校に

お越しの際に是非ご覧ください。 

今年度の作品の巡回展示は８月５日と６

日に平和公園の元安橋のたもとから始まり

ます。灯籠流し

などで平和公園

を訪れることが

あれば、こちら

にもお立ち寄り

ください。 

（高校教頭） 

海外研修合同説明会のご案内 

９月７日(土)午後、各学年の海外研修に

ついて説明会を行います。詳細は２学期始

業の日にご案内いたします。対象となる研

修・学年は、以下の通りです。 

 韓国研修（中２・高１） 

 カンボジア研修（高１） 

 ミャンマー研修（中３・高１） 

 マウントユニオン大学研修（中３・高１） 

オーストラリア研修（説明会の対象は中２、 

研修の実施は中３です） 

   (グローバル教育推進部) 

教職員の動向 

○常本奨悟先生のご義父様が６月 21 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。 
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   今月の聖句 

 

受けるよりは与える方が幸いである。 

（使徒言行録 20章 35節より） 

 

お話は「すべるよりは受けるほうが幸い

である」なんですけどね･･･ 

（聖書科Ｉ．Ｙ） 

図書館 

夏休み中の開館予定 

７/23（火）～26（金）・29(月)～31（水）・8/6（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。 

７月末から８月末の行事予定 

７月 23日（火）～８月 31日（土）   

夏期休業 

７月 20日（土）～７月 31日（水） 

 前期補習・補充 

７月 23日（火）～７月 25日（木） 

中２チャレンジキャンプ 

夏休み勉強合宿（YMCA コンフォレスト湯来） 

夏期海外生活体験学習～８月６日（火） 

８月６日（火） 

  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(13：20登校) 

８月 14日（水）～８月 16日（金） 

 夏期特別休暇（学校休校） 

８月 19日（月）～８月 28日（水）  

  後期補習・補充 

９月２日（月）   

 始業の日 

 休み明けテスト（高１,２） 

９月３日（火）   

休み明けテスト（中１,２,３ 高１,２） 

 

９月行事予定 

 

 

 

1 日

始業の日

　　休み明けテスト（高1・2）

3 火 　　（中学）

4 水

5 木

6 金

7 土 高3センター説明会（3限） （L・総）

8 日

9 月

10 火

休み明けテスト素点確認 ［EP］

1～3限土曜授業 （L）

12 木

13 金

14 土

15 日

敬老の日

高1,2ｽﾀﾃﾞｨｰｻﾎﾟｰﾄ

高3ﾍﾞﾈｯｾ駿台ﾏｰｸ模試

17 火

18 水 ［EP］

参観日

月曜授業

20 金

21 土 （L・総）

22 日

23 月 秋分の日

24 火 中　1～4限学力推移調査5,6限授業

25 水 ［EP］

26 木

27 金

45分授業 （L）

創立記念特別礼拝

保護者対象学校説明会

秋のオープンスクール

29 日

30 月

28 土

19 木

2 月

11 水

16 月


