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聖書のことば 

わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、 

わたしもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。 

 

        ヨハネによる福音書 15章５節 

                     

この聖句は、よく知られているものです。ステンドグラスで、ぶどうの木に実が豊かになっ

ているものを見ると、心が落ち着きます。しかし、その前後の聖書の箇所には、つながってい

る枝も実を結ばなければ取り除かれる、と書かれていますし、つながっていなければ枯れて焼

かれてしまう、とも書かれています。とても厳しい内容です。 

 世は受験シーズンです。本校も、来年度の中学１年生の入試を行いました。多くの受験生を

迎え、無事に終えることができました。前日の準備や当日のお手伝いをしてくれた生徒のみな

さんに感謝します。また、高校３年生は、センター試験を終え、今まさに入試の真っ最中で

す。一人ひとりの最後までの頑張りを心より応援します。 

 受験において、「実を結ぶ」とは何でしょうか。それは、「合格する」ことでしょうか。確か

に、多くの努力をして臨む受験、多くの人に支えられている受験ですから、その結果が合格で

あれば、大きな喜びがあり、自信も得られるでしょう。しかし、イエス・キリストがわたした

ちに伝えているのは、合格することが実を結ぶことである、ということではありません。実

際、新たに進んでいく先においては、すべてが自分の思う通りになるわけではなく、むしろ与

えられたその場所を豊かなところにしていくことが大切なのです。「受験までの日々も、受験

のときも、そして受験の結果が出た後の日々も、わたしにつながっていなさい。わたしもあな

たにつながっている。だから、いつも喜び、祈り、感謝できるように、目の前の一つひとつこ

とをよく見なさい。そのことが豊かに実を結ぶことですよ。」ということであると思います。 

３学期も残り２か月となりました。もう一歩前に歩み出る日々にしましょう。 

 

（校長） 
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2020 年度入試 推薦入試などの合格状況（2020.１.20現在） 

１．指定校推薦 

・国際基督教大学 教養学部 

・早稲田大学 文化構想学部，教育学部 

  先進理工学部 

・東京薬科大学 薬学部（２） 

・明治大学 経営学部 

・青山学院大学 社会情報学部 

・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 

 

○広島女学院大学 人間生活学部  

 計１ 

 

○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， 

 神学部，理工学部  

 計６ 

 

・同志社大学 文学部（２），政策学部 

  経済学部 

・立命館大学 総合心理学部 

・武蔵野美術大学 造形構想学部 

・日本赤十字広島看護大学 看護学部 

・安田女子大学 看護学部，心理学部 

計 21 

 

 

 

○関西学院大学 協定校推薦 

 社会学部（２），国際学部，商学部 

文学部，教育学部，人間福祉学部（２），総

合政策学部 

 計９ 

２．公募推薦 

・東京外国語大学  国際日本学部 

・県立広島大学 保健福祉学部 

・上智大学 文学部 

・立教大学   文学部 

・関西学院大学 国際学部 

・川崎医科大学 医学部 

・聖路加国際大学 看護学部 

・同志社女子大学 薬学部 

・広島女学院大学 人間生活学部 

 

 

・神戸薬科大学 薬学部 

・法政大学 情報科学学部 

・国立音楽大学 演奏・創作学部 

・多摩美術大学 美術学部 

・龍谷大学   文学部，政策学部 

・広島工業大学 工学部（３） 

・安田女子大学 看護学部，心理学部 

        薬学部 

・倉敷芸術科学大学 生命医科学部 

   計 22 

３．ＡＯ・自己推薦 

・慶應義塾大学 環境情報学部 

・関西学院大学 教育学部 

・立命館大学 国際関係学部 

 

 

・立命館アジア太平洋大学 

国際経営学部，アジア太平洋学部（２） 

・大阪学院大学 経済学部 

・広島国際大学 薬学部 

                 計８ 

４．専門学校 

・東京モード学園 

・広島美容専門学校     

                 計２ 

 

 

 

（進路指導部） 
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2019年度高校健康教育講演会報告 

12 月 16 日（月）３限は、高校生対象の健康教育の時間でした。昨年は卒業生の惠美純子医師

から「乳がん」のことを詳しく聴きました。今年は LGBT（セクシュアル・マイノリティ）の若者

支援をテーマに啓発活動を行っている遠藤まめたさんを講師にお招きしました。「性はグラデーシ

ョン」というテーマでパワーポイントや動画をみながら、「性」をどうとらえるかを共に考える時

間となりました。誰にとっても人生を生きるうえで大切な「性」という問題をさまざまな切り口

から取り上げ、異性愛が当たり前、性は男女の２つしかない，というマジョリティの考え方を「普

通」とする世の中に目を向けさせてくださるお話でした。多様な人々が暮らすこの社会がだれに

とっても住みやすくなるといいと感じた講演でした。また関心のある生徒たちが講演後にセミナ

ー室に集まり、親しくお話を聴くことができました。 

（生徒支援部） 

 

クリスマス献金報告 

クリスマス献金（中高生徒・教職員・女学院クリスマ

ス）は、国内福祉施設、海外援助団体など 35 団体に寄

付いたしました。たくさんのご協力、ありがとうござい

ました。皆様の尊いお志が、神様に豊かに用いられます

ようお祈りしたいと思います。 

なお、総額については 1 月 14 日配信のさくら連絡網

では 285,079 円としていましたが、295,079 円と訂正

いたします。詳しい送り先はさくら連絡網の添付資料をごらんください。 

 （宗教教育委員会） 

 

高校卒業記念礼拝・中学特別礼拝 

女学院の元英語科教諭・高校教頭で、現在も高校放送礼拝を担当して下さっている沖田泰

弘先生より、「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれた

ことなのである。」（マタイによる福音書 25 章 40 節）という聖書箇所からメッセージをいた

だきました。 

岩村昇医師は広島で被爆し、生かされた命の意味を問う中で医学の道に進み、日本キリス

ト教海外医療協力会（JOCS）からネパールに派遣されました。ペシャワール会の中村哲医師

も、最初は JOCS のワーカーとしてパキスタンに派遣さ

れています。沖田先生はその岩村先生の envelop（封筒

の中に閉じ込められている）と develop（開封する）と

いう言葉を紹介し、「私たちが神様から与えられている

賜物を開いて、苦しんでいる人のために用いていくこと

を神様は期待しておられる」、そして卒業生には「女学院

を卒業しても神様とつながり続けて下さい」と語られま

した。 

 （宗教教育委員会） 
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部活動の最終下校時刻延長のお知らせ 

最終下校時刻の変更についてお知らせします。２月 11 日(火・祝日)よ

り、中学生は 18：00、高校生は 18：15となります。ご家庭で帰宅時間の

確認をお願いします。 

 （中学・高校生徒会） 

 

保健室だより（８）～健康観察の習慣をつけましょう～ 
朝、熱っぽいな だるいな、頭痛がするなどと感じたら、熱を測

ってくる、鏡でしっかり顔色を観察する、などの健康観察をして、

登校するようにしましょう。登校して、保健室に来室し、「こんなに

熱があったんだ。そういえば。昨夜も。」ということもあります。 

自分の体と向き合いながら活動・休養のバランスをうまくコント

ロールしていきましょう。 

（保健室） 

 

心の健康（９） 
校内に高３生の姿がなくなり、高校４階の教室も空っぽ。なんとなく重しが取れた軽やかさと

同時にぽっかりと穴のあいた空虚感を私は感じています。高３生のいるご家庭の多くは、４月か

らこんな感じで生活されるのでしょうか。 

心の健康を考えるとき、健康を損なわないとか心が不健康になっ

たらどう対処するか等に気を配ると共に、もっと文化的で豊かな心

について積極的に考えたり行動したりすることがとても大切です。

心と文化はとても深い関係があります。 

我が家の文化度は？と問い直してみることも必要です。２月は日

数が少ない上に学校の休みが多いので、親子で家庭の文化を大切に

することを心がけてみるのは良いことでしょう。 

（カウンセラー） 

 

教職員の動向 
〇体育科の工藤先生のご義母様が 12月 24 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。 

 

 

生徒の活躍 
《高校》                                     

◇個人の活躍 

＊第 128 回 NAMUE バレエコンクール in 広島 

Ｈ・Ｋ（２－Ｂ） 入賞 
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◇中高吹奏楽部 

＊第 43 回広島県アンサンブルコンテスト 

中学校の部： 打楽器四重奏      金賞 

    Ｈ・Ｍ（３－１） 

  Ｔ・Ｓ（３－３） 

  Ｋ・Ｍ（２－２） 

  Ｅ・Ｙ（２－５） 

       ⇒中国大会進出 

 

高等学校の部：サクスフォン四重奏  金賞 

Ｍ・Ｎ（２－Ｂ） 

Ａ・Ｍ（２－Ｃ） 

Ｋ・Ｍ（２－Ｅ） 

Ｓ・Ｓ（１－Ｂ） 

 

 

 
クラリネット四重奏 金賞 

Ｉ・Ｍ（３－２） 

Ｕ・Ｙ（３－３） 

Ｓ・Ｈ（３－５） 

Ｔ・Ｓ（２－２） 

 

 

管楽七重奏      銀賞 

Ｋ・Ｋ（２－Ｂ） 

Ｏ・Ｎ（２－Ｂ） 

Ｔ・Ｍ（２－Ｂ） 

Ｏ・Ｍ（２－Ｄ） 

Ｋ・Ｈ（２－Ｅ） 

Ｍ・Ｋ（１－Ｄ） 

Ｏ・Ｒ（１－Ｄ） 

  

すると主は、「わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ」

と言われました。だから、キリストの力がわたしの内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の

弱さを誇りましょう。               （コリントの信徒への手紙二 12章９節） 

 

アフガニスタンで長年働いてこられた中村哲医師は、その原動力を尋ねられ、次のように語って

います。「思い出すのは、賢治の『セロ弾きのゴーシュ』の話です。セロの練習という、自分のや

りたいことがあるのに、次々と動物たちが現れて邪魔をする。仕方なく相手しているうちに、とう

とう演奏会の日になって……意外にも賞賛を受ける。私の過去20年も同様でした。決して自らの信

念を貫いたのではありません。専門医として腕を磨いたり、好きな昆虫観察や登山を続けたり、日

本でやりたいことが沢山ありました。……幾年か過ぎ、様々な困難―日本では想像できぬ対立、異

なる文化や風習、身の危険、時には日本側の無理解に遭遇し、幾度か現地を引き上げることを考え

ぬでもありませんでした。でも自分なきあと、目の前のハンセン病患者や、旱魃にあえぐ人々はど

うなるのか、という現実を突きつけられると、どうしても去ることが出来ないのです。自分の強さ

ではなく、気弱さによってこそ、現地事業が拡大継続しているというのが真相であります。……賢

治の描くゴーシュは、欠点や美点、醜さや気高さを併せ持つ普通の人が、いかに与えられた時間を

生き抜くか、示唆に富んでいます。遭遇する全ての状況が―天から人への問いかけである。それに

対する応答の連続が、即ち私たちの人生そのものである。」 

（１月10日 中学ホール礼拝より 聖書科Ｔ．Ｍ） 

今月の聖句 
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２月の行事予定 

  

1 土 新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ① （L・総）

中3Z会アドバンストテスト（希望者）

高1・2駿台全国模試（希望者）

3 月

4 火

5 水 １～3限　土曜授業　（総） ［EP］

6 木 フェリス女学院碑めぐり案内

7 金

じょがくinLove

高2進研マーク模試

9 日

3限まで授業

中　ｵﾗﾄﾘｶﾙｺﾝﾃｽﾄ

高1・2球技大会　12:35～

参観日

建国記念の日

最終下校時刻変更（中）18:00（高）18：15

12 水

13 木

14 金

新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②　　中学 （L・総）

高1・2小論文ｺﾝｸｰﾙ（3限～）

数学検定（全学年　希望者）午後

16 日

17 月

18 火

19 水 ［EP］

20 木

21 金

22 土 （L・総）

23 日 天皇誕生日

24 月 振替休日

25 火 国公立大学前期日程入試開始

4～6限土曜授業　（総） ［EP］

ﾚﾝﾄ（受難節～4/11（土））

27 木

高3登校日

卒業礼拝リハーサル

高　卒業礼拝

（高2　出校日　中1・2・3、高1　休日）

2 日

8 土

10 月

28 金

29 土

11 火

15 土

26 水


