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聖書のことば
だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、
その日だけで十分である。
マタイによる福音書

６章 34 節

３学期が始まると同時に、コロナ感染症が猛威を振るい、ここまで緊張した日々が続いて
います。保護者・生徒・ご家族のみなさま、お元気でお過ごしでしょうか。
２月９日（水）
・10 日（木）に、文化祭を開催します。高１・２のクラス発表もあり、放
課後生徒たちがダンボールを運ぶ姿があります。今できることをしっかり取り組み、思い出
深いものとなりますよう祈ります。
新しい学力として「探求する力」があります。本校では、
「課題研究」として取り組んで
います。１月には、中３の理科の時間に、一年間通して取り組んだ「自由研究発表会」があ
りました。身の回りの現象を科学的にとらえ、実験し、自分の仮設の真偽を検証するもので
す。着眼するものも大変面白いのですが、家庭での実験をいかに科学的なものにするかとい
うことに取り組んだ生徒の力に感嘆しました。SNS を利用し、材料を調達し、さらにレベル
の高いものに取り組めたもの、家にあるものを駆使して作った実験装置のすばらしさなど、
生徒はすごいなと思いました。全員が取り組んだのですから、自分の思うように実験ができ
なかった人もいると思います。しかし、家族の人も巻き込んで、科学者として奮闘したこと
は、貴重な経験です。また、代表の人が発表したのですが、それを聴く人の集中した姿も大
変気持ちの良いものでした。生徒が主体となり、学び、つながる。その形ができてきている
と思います。
生徒たちは、緊張した日々の中で、本当に忙しい毎日をすごしています。また、高校３年
生は、自分の進路実現のために、邁進しています。その時、何を成したかということより、
今何を大切にしているか、ということを忘れないでください。
（校長）
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2022 年度大学入試 推薦入試などの合格状況
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
・慶応義塾大学 薬学部
・明治大学
経営学部
・青山学院大学 経済学部，法学部
文学部，社会情報学部
総合文化政策学部
・立教大学
経済学部，法学部
社会学部，文学部
異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部
・同志社大学
文学部（２）
，政策学部
商学部，経済学部
・立命館大学
国際関係学部
・学習院大学
国際社会学部
・東京女子大学 現代教養学部
・明治学院大学 社会学部
・武庫川女子大学 薬学部，文学部
生活環境学部

（2022.１.15 現在）

・東京薬科大学 薬学部（２）
・神戸薬科大学 薬学部（２）
・安田女子大学 現代ビジネス学部
・日本赤十字広島看護大学

看護学部
計 33

○広島女学院大学 人間生活学部（４）
計4
○関西学院大学 協定校推薦
社会学部（２），国際学部（２）
文学部（２），教育学部，法学部
計8
○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
商学部，生命医科学部，理工学部
計7

２．学校推薦型選抜（公募推薦）総合型選抜・自己推薦
・神戸大学
農学部
・兵庫医科大学 医学部
・東京外国語大学 言語文化学部
・福岡大学
医学部
・麻布大学
獣医学部（２）
・慶応義塾大学 法学部（２）
・日本赤十字広島看護大学 看護学部
・早稲田大学
国際教養学部
・上智大学
経済学部
・広島女学院大学 人間生活学部
総合人間学部
・広島工業大学 情報学部
・広島修道大学 人文学部
・中央大学
経済学部
・安田女子大学 看護学部，文学部
・京都女子大学 家政学部
・関西外国語大学 外国語学部（２）
・エリザベト音楽大学 音楽学部
・近畿大学
工学部
計 25
・大阪芸術大学 芸術学部
・昭和音楽大学 音楽学部

（進路指導部）
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高校健康教育講演会報告
12 月 13 日（月）に高校チャペル（高３）と各教室（高１・高２）にて健康教育を実施しました。講師
に広島大学病院腫瘍外科乳腺外科の惠美 純子先生をお招きし、「知ってほしい乳房と乳がんの
お話」というテーマでご講演をいただきました。
乳房の仕組みや乳がんの基礎知識、治療法だけに留まらず、乳がん検診や自己チェックの方法
についてもお話いただき、“がん”という病気についてもクイズ等を交えながら分かりやすく、学ぶこと
ができました。
「２人に１人ががんに罹患する」と聞き、隣の人とどちらかが罹患するかもしれないと危機感を感じ
ている場面もありましたが、「がんは 60％治る」「早期発見できれば 9 割の人が治る」といった言葉
で、安心することができたようです。
乳房や乳がんについて、恥ずかしいという思いや知る機会が少なく不安も多くあったようですが、
自分の体を自分で守るための知識を増やすことができたと思います。
また、病気のみではなく、本校卒業生でもある惠美先生の高校時代の話や進路の話もあり、先生
の話術に生徒が引き込まれ、終始温かい雰囲気で講演会を行うことができました。
この度のご講演に際して、惠美先生が作成されたパンフレットを頂き、自宅に持ち帰っています。
乳房や乳がんについて分かりやすくまとまっており、かわいいイラストつきで生徒からも好評です。
事後アンケートの中には、家族と共有したいという意見もありましたので、ぜひお子さんと一緒に
ご覧になられて乳がんについて、また健康について考えるきっかけになさってください。
（保健室）

エンパワーメントプログラム
12 月 20 日～22 日の日程で ISA 主催エンパワーメントプログラムを実施しました。通常は日本の
大学・大学院で学んでいる留学生をお招きして、英語でディスカッションやプレゼンテーションを行う
5 日間のプログラムなのですが、今年は去年に引き続きオンラインによる実施となりました。
中３から高３の 26 名の参加者は、ポジティブシンキングやリーダーシップについてディスカッション
をしたり、自分の将来の夢についてプレゼンテーションを行い、自分を empower（＝力を与える）する
時間を持つことができたようです。まだ参加したことのない人は、ぜひ来年チャレンジしてください。
(グローバル教育推進部／英語科)

クリスマス献金報告
中高生徒の皆さんと教職員のクリスマス献金、女学院クリスマスの席上献金は合わせて、
414,041円をお捧げいただきました。保護者の皆さまもご協力ありがとうございました。
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、NPO法人抱樸（キリスト教強調週間講師奥田知志先生のホ
ームレス支援）など、40か所の福祉施設・災害支援・海外支援、諸団体に送らせていただきま
した。

(宗教教育委員会)
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高校卒業記念礼拝・中学特別礼拝
１月 18 日(火)に、高校卒業記念礼拝・中学特別礼拝がありました。高校は、前校長の星野
晴夫先生にお話をしていただきました。
「創世記２章９節『命の木と善悪の知識の木を生え出
でさせられた。
』とあり、わたしたちは、神様から命と知識を与えられ、自由を与えられてい
る。その自由のために知識の方が命より優先される状況がある。しかし、神様は命の方が
より大切であると教えている。また、自由を与えられているからこそ、すべての者の僕＝謙
遜なものとなったイエス・キリストがいる。
」とお話されました。
中学は、牛田教会の西嶋佳弘牧師にお話をしていただきました。牛田教会と広島女学院と
の関係を教えていただきました。また、戦争での広島の加害の面も教えていただき、平和を
創り出すために働くものである使命を改めて感じました。

(校長 渡辺信一)

保健室だより（９）
３学期がスタートしました。休みモードから、心とからだの切り替えはできていますか？
新型コロナウイルス感染症の広島県の感染拡大が止まらず、不安な日々が続いておりま
す。これだけ蔓延すると、誰が感染してもおかしくない状況です。感染経路不明の患者さ
んが増えるということは、これまでのインフルエンザや、他のウイルス性の風邪と一緒で
どんなに注意しても感染するときは感染します。家族が体調を崩して、それが新型コロナウ
イルス感染によるものだったということが、誰の身にも起こり得る状況であることを、今一
度ご認識ください。その中で、感染されたご本人が一番辛いです。症状が重く
出たり、誰かにうつしてないかと心配をしたりします。
今後、本校でも感染が確認され、休校等の措置があるかもしれません。その時は、誰か
が悪いことをしているわけではない、明日は自分が感染するかもしれないと思って、周り
にどうしてもらいたいかを考えた行動をご家族でお願いしたいと思います。

高３生は大学入試の終盤です。今までの努力が実るように、最後は体調管理を最優先に
してくださいね。健闘を祈ります。

（保健室）

心の健康（９）
新型コロナウイルス感染症の拡大により、ストレスの多い日々が続いて
います。今回はストレス解消のヒントである「自然にふれよう」をお知らせ
します。
山、川、海など自然にふれて心がやすらぎ、ストレスが消えていくことを
体験した人は多いと思います。最近は、機器に囲まれての生活で、いろいろなことがとても
便利になったこともあり、私たちのもつ動物性について忘れがちです。動物性というのは
食べたり、体を使って動いたり、睡眠をとったり。また草花や山や海や川などの自然に
親しむことです。
今は舗装され土がほとんど見えない生活ですが、実は人も木も植物も大地に生かされてい
ます。それで大地の営みである自然にふれると人間の原点に帰り、人間らしさを取り戻し、
心身共にリラックスするのでしょう。学校のお休みの多い２月です。親子で、またお友達で
自然にふれて、健康な生活を守りましょう。
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（カウンセラー）

最終下校時刻の変更
最終下校時刻の変更についてお知らせします。２月 11 日(金・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。
(中高生徒会)

生徒の活躍
◇第 45 回広島県アンサンブルコンテスト
＊中学校吹奏楽部

管打八重奏

金賞

＊高等学校吹奏楽部 打楽器四重奏 金賞
管楽八重奏

銀賞

今月の聖句
天が下のすべての事には季節があり、すべてのわざには時がある。
生るるに時があり、死ぬるに時があり、
植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、
殺すに時があり、いやすに時があり、
こわすに時があり、建てるに時があり、
泣くに時があり、笑うに時があり、
悲しむに時があり、踊るに時があり、
……
黙るに時があり、語るに時があり、
愛するに時があり、憎むに時があり、
戦うに時があり、和らぐに時がある。
……
神のなされることは皆その時にかなって美しい。
神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。
それでもなお、人は神のなされるわざを初めから終りまで見きわめることはできない。
伝道の書（コヘレトの言葉）３章１～１１節（協会訳）
この時期、高校自習室前に、高３への応援メッセージが貼りだされます。先生たち
がそれぞれ小さなカードに書くのですが、私はいつもこの聖書の言葉を送ります。人
生には良いことばかりではなく、つらいことや理不尽に思えることもあるけれど、そ
れも含めて自分の人生の一コマであり、神様から与えられたそれぞれの“いのちの時”
を、大切に自分らしく歩んでほしいとの祈りを込めて。
（聖書科 Ｔ．Ｍ）
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２月の行事予定
1
2
3
4

火

5

土

6
7
8

日

9

水

水

［ NC］ ［ EP ］

木
金 (中)漢字検定(中1～3)
振替休日(1月29日)
新入生オリエンテーション①

月 水曜授業
火
文化祭準備日・文化祭(授業なし)
(中3,高1・2出校日)

10 木 文化祭
建国記念の日 じょがくin Love

11 金 最終下校時刻変更(中)18：00 (高)18：15
フェリス女学院碑巡り案内(午後)

12 土 高1GIフィールドワーク
13 日 高2駿台全国模試(希望者)
14 月
15 火

3 限ま で授業 土曜授業

(総)

(中)オラトリカルコンテスト

高1・2球技大会

16 水
17 木
18 金

［ NC］ ［ EP ］

新入生オリエンテーション②

中学(L・ 総)

19 土 高1・2小論文コンクール(3限～)
数学検定試験(午後)

20
21
22
23
24
25
26
27
28

日 高1駿台全国模試(希望者)
月
火
水 天皇誕生日
木
金 国公立大学前期日程入試開始
土

（ L・ 総）

日
月 高3登校日 卒業礼拝リハーサル

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
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