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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。 

                    テサロニケの信徒への手紙 1章16～18節 

 

 一学期の終業の日を迎えました。コロナ禍により、広島にも緊急事態宣言が出されまし

た。保護者、生徒の安全を大事にする生活のお陰で、４日の出校停止はありましたが、落ち

着いた一学期終業を迎えられたことを改めてお礼申し上げます。 

学校行事としては、全校での体育大会ができずとても残念でした。しかし、高校生のみの

高校グランドを使用した体育大会では、応援団も復活し、楽しいときを持つことができまし

た。その後、大雨による臨時休校などもありましたが、中１から高３まで、授業や課外活動

に生き生きとした姿を見ることができ、生徒一人ひとりの頑張りに本当に感謝します。 

 いよいよ 43日間の夏休みです。今年は、オリンピック、パラリンピックが開催されます

から、それから大きな刺激を与えられるかもしれません。勉強、部活動など取り組むべきこ

とに、心をこめて臨んでほしいです。また、やりたいことに挑戦する楽しい時間もあります

ね。 

 一学期の生徒礼拝で、「人を信じることができるようになって、自分に自信をもてるよう

になった。」と、その生徒は語りました。飢え渇き求めるとき、一つのつながりが自分を変

え、自分をとりもどしていくことができることを知りました。 

私自身の高校生の時をふり返ると、勉強それも数学は真剣に取り組みましたが、生徒につ

ながりが大事だよと言えるようなものでは全くありませんでした。目の前の生徒たちを見て

いると、うらやましく思います。 

 わたし達は、他の人とつながり合い、認め合うときに、平安の中で生きることができま

す。夏休みも、出会う一つ一つのことを大切にし、喜び、祈り、感謝するときをたくさん持

ってほしいです。 

 

（校長） 
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グローバル研究成果発表会（高校） 

PSや課外活動を通じて行った、グローバルな問題に対する研修や探究活動の成果報告を６

月 26日(土)３・４限に行いました。例年は学年の LHRの時間、あるいはアセンブリーなどで

行っていたりしましたが、「問を立てて答えを導く姿勢」「学びに対する姿勢」を高校３学年

が共有するために、今年度初めてこのような発表会を実施しました。発表題目は以下の通り

です。 

◆2020年度高１（現高２） 

課題研究 学年優秀者の部 

・「コロナ禍とデジタル社会」 

・「コロナウイルスと化粧品会社」 

◆高３Global Issuesの部 

・「難民が求める条件」  

・「日本におけるパートナーシップ制度の実態」 

・「女性の働き方改革」 

・「新型コロナウイルス感染拡大による視覚・聴覚障がい者への影響に関する研究」 

・「動物と人間はどのように関わっていくべきなのか」 

 

仮説を論証するため、より多面的に根拠資料を集めた人。あるいは、企業に問い合わせた

り、全国の 100 通以上メールをしてアンケートを行ったグループ。どの発表者も実証的な研

究姿勢を大切にし、問にたいする答えを導き出していました。またフロアからの質問に対し

ても、的確かつ丁寧に答えていました。 

先輩たちの発表を聞いた高１から「どの研究もあー確かに気になっていた、というものが

多くて面白かった」、「一つ一つにきちんと理由をつけて説明されているので、説得力のある

発表だと思った」など、多くの刺激を得ていました。 

世の中に対する視線や、未知のものに挑む姿勢をさらに伸ばしていってほしいと思います。 

（グローバル教育推進部） 

 

 

８月６日平和記念礼拝のご案内 

例年、８月６日、原爆の犠牲となった 350 余名の女学院の生徒・教職員の

方々を追悼し、平和を祈る８・６平和記念礼拝が行なわれます。本校聖書科

講師の金信美幸先生（卒業生、同窓会幹事）よりメッセージをいただきます。 

今年度は、コロナのため、オンライン配信となります。テレビにて広島市

の平和記念式典を視聴、８時 15分に各家庭で黙祷、８時 50分より各クラスルームの Meetで

SHR後、９時頃より広島女学院中高８・６平和記念礼拝にオンラインで参加して下さい。 

 （宗教教育委員会） 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

生徒支援部から（夏休みにあたって） 

コロナウイルスによる学校生活への影響は今なお続いております。やむを得ず行事等が縮

小・延期することもありますが、まずは目の前の自身の「生活」を整えることが全ての第一

歩となります。 

自分の「生活」をマネジメントする力は、「学び」をマネジメントする力であり、これから

の「自分の将来」を切り拓いていく力にも繋がると確信しています。まだ例年通りとはなら

ない夏休みかもしれませんが、別に配布している「夏休みの過ごし方」のプリントをよく読

んで、生活リズムを整えて実りある夏休みにして下さい。ご家庭でも生活面の指導を継続的

に宜しくお願いします。 

 コロナ禍の中、マナーの在り方も変わってきています。ソーシャルディスタンスを保ち、

公共交通機関や公共の場では大きな声でおしゃべりしない等、互いのことを思いやる心を忘

れないようにして下さい。周囲のために自分がどう行動するのかを考える･･･、これは従来か

ら本校で大切にしてきた「隣人愛」そのものとも言えます。その意味では、心がけることは

コロナ禍前と変わらないのだと感じております。 

また、ＳＮＳを中心としたスマホやパソコンの利用については自分でコントロールしまし

ょう。文明の利器に依存し、「使う側」ではなく「使われる側」になってしまって、生活リズ

ムが大きく乱れる可能性があるのもこの長期休みの時期です。ネット依存は、勉強時間の減

少に留まらず、集中して勉強する習慣そのものにも影響します。一度依存状態に陥ると、生

活の立て直しが非常に難しくなります。自身をコントロールする術を身につけて下さい。 

スマホやＳＮＳについては、例年ホールで実施しておりました父親母親教室「ＳＮＳに関

する講演」がコロナ禍の影響で実施できませんでしたので、保護者の方向けに講演動画を配

信いたします。本校の保護者の方々ために制作されたオリジナル動画です。別に配信する、

さくら連絡網の内容を参照の上、是非ともアクセスしご視聴下さい。必ず今後のご家庭での

指導の参考になると思います。 

（生徒支援部） 

 

保健室だより（４） 

いよいよ夏休みが始まります。夏休みは勉強に部活、普段できないことができるチャン

スです。そういった充実した夏休みを送るためには、健康に過ごすことが大切になってい

きます。しかし、長期休みになると、夜更かしや朝寝坊といった睡眠時間の乱れや間食が

増え、生活リズムが乱れてしまいます。乱れた生活を送ると、２学期が始まった時に体も

心も上手くついていくことができなくなります。 

そこで、夏休みはなるべく「早寝早起きをする」「毎日３食バランスよく食事をする」

「適度に運動をする」の３つを心がけて生活できるようお子さまと１日のスケジュールに

ついて話合ってみてください。また、パソコンやスマートフォンを使い過ぎてしまうと、

目に大きな負担がかかります。目を休ませるためにもパソコンやスマートフォンの使い方

も同時に確認してみてください。 

これから夏本番を迎え、益々気温が高くなります。しっ

かり水分補給を行い、元気に夏休みを過ごしましょう。                                    

（保健室） 
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心の健康（４） 

ひまわりの花の似合う夏です。暑い日々、学校は 43日間の夏休みに入りますので、これま

で以上に家庭が子ども達の生活の場になり心身の健康管理もご家庭に委ねられます。 

 夏休みは、なんと 1,032 時間になります。大変ですけど、親子の関係を

強めていったり家族の和を作り直したり、心身の健康を自己管理する力を

つけていくチャンスです。 

 心と体は関連していますので、夏の暑さは体にこたえ、心の面でも意欲

が低下したり、イライラしたり、投げやりになりがちです。 

 暑い日々は、自分の立てたスケジュールにそった規則正しい生活、つまり、基本として起

床、食事、勉強、就寝の時間を一定にした生活をしていくことが、「心の健康」を保つことに

つながります。暑さをストレスとなる悪いものと思わないで、親子で工夫し、積極的に『夏』

を生活に取り込んでいきましょう。 

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、お申込みくだ

さい。 

（カウンセラー） 

 

 

2020 年度 高２ 第 17 回英語エッセイライティングコンテスト 優秀作品 

2020 年度３学期末に第 17 回校内英語エッセイライティングコンテストを行いました。今

回のトピックは次のとおりで、生徒は好きなものを一つ選び、200～400語の英語で自分の考

えを表現しました。 

1．2020年を振り返り、覚えておきたいこと、忘れてしまいたいことは何ですか。 

2．世界経済フォーラムが発表した「世界ジェンダーギャップ指数 2020」によると、日本は

153カ国中 121位でした。この状況を改善するためにはどうすればよいと思いますか。 

3．「科学技術は世界をよりよくした」これについて、賛成か反対の立場を選び、具体的な

理由や例を挙げて説明してください。 

 

読み応えのある作品が多く審査は大変でしたが、最優秀賞、優秀賞が下記の通り選ばれま

した。（コンテスト実施時は高２でしたが、高３で記載しています） 
 

Best Essays（最優秀賞） 

３Ｂ Ｔ．Ｋ ３Ｄ Ｓ．Ｍ ３Ｄ Ｓ．Ｓ 

 

Outstanding Essays（優秀賞） 

３Ａ Ｔ．Ｃ  ３Ｃ Ｙ．Ｍ  ３Ｄ Ｍ．Ｋ  

３Ｅ Ａ．Ｈ  ３Ｅ Ｉ．Ｎ 

 

英語αクラス優秀賞 

  ３Ａ Ｍ．Ｅ ３Ａ Ｉ．Ｆ               （英語科） 
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「どこかで？ゲンビ」サテライト展示 

比治山にある広島現代美術館が改装休館するため、広島のあち

こちでアート展示をしています。その中の一つが女学院に！ 

キース・へリングは、1980 年代アメリカの現代アートを代表す

るアーティストです。ストリートアートの先駆者と言われており、

日本ではユニクロとの T シャツコラボも多数！ポップな絵柄は 

親しみやすく世界中の人から愛されています。 

「アルター・ピース」は祭壇画という意味で、彼が亡くなる 

２週間前に作られました。一体何を描いているのでしょうか？？     

答えは一つではありません。ぜひ本物を見て、想像を広げて、 

じっくりと作品を楽しんでください。 

期間：2021年６月～2022年３月 

場所：アイリスセンター２F廊下 

メンテナンスと記録：中高美術部が担当 

 

 

 

 

（美術科） 

 

 

 

 

 

 

野の花がどのように育つのか、注意して見なさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、

言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかっ

た。……だから、『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思い悩

むな。……何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは

みな加えて与えられる。        (マタイによる福音書 ６章 28～33節抜粋) 

 

 国連の 2021年度世界幸福度ランキングで日本は 56位で、先進国では最低順位です。

「GDP」「健康寿命」では上位ですが、「社会的支援」「他者への寛大さ」「政府への信頼度」

が低い結果となっています。経済的繁栄を求めて神と隣人を忘れたソロモン王を批判的

に見ていたイエスは、まず「神の国と神の義」すなわち、「この社会に愛と正義が実現す

ること」を求めなさい、そうすれば生きる糧は自ずと備えられると語りました。私たち

が本当に安心して暮らせる社会とは？ 

このような時代だからこそ立ち止まって考えてみるべきなのかもしれません。 

（中３聖書授業より 聖書科 T.M） 

 

今月の聖句 

 

 

学芸員によるレクチャー 
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７月末から８月末の行事予定 

７月 18日（月）～８月 29日（日） 

夏期休業 

 

７月 17日（土）～７月 29日（木） 

高３補習 

 

７月 19日（月） 

リーダープレキャンプ 

 

７月 19日（月）～７月 21日（水） 

勉強合宿（校内） 

 

８月６日（金） 

平和祈念式 

平和記念礼拝（全学年オンライン） 

 

８月 14日（土）～８月 16日（月） 

夏期特別休暇（学校休校） 

 

８月 17日（火）～８月 26日（木） 

後期補習 

 

８月 30日（月） 

始業の日 

休み明けテスト（高１,２） 

 

８月 31日（火） 

休み明けテスト（中１～高２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月の行事予定 

 

NC･･･ノークラブデイ 

※行事予定は変更になることがあります 

1 水

2 木

3 金

4 土 （L・総）

5 日

6 月

7 火

8 水 休み明けテスト素点確認 ［NC］［EP］

9 木

自宅学習日　中2チャレンジキャンプ

高3ベネッセ駿台マーク模試

11 土

12 日

13 月 高2スタディサポート

14 火 １限 8：55～水曜日授業

１限 8：40～火曜日授業 ［NC］［EP］

（午前）中1～3学力推移調査

高1スタディサポート

16 木 （午後）第2次スクリーニング

17 金

18 土 （L・総）

19 日

20 月 敬老の日

21 火

22 水 ［NC］［EP］

23 木 秋分の日

24 金

中学　午後体育大会（午前自宅学習日）

（高校　L・総）

26 日

27 月

28 火

29 水 金曜授業 ［NC］

30 木

25 土

10 金

15 水


