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聖書のことば
希望の源である神が、信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなたがたを満たし、
聖霊の力によって希望に満ちあふれさせてくださるように。
ローマの信徒への手紙 15 章 13 節

１学期の終業の日、７月 20 日発行の広島女学院中学生徒会新聞と広島女学院高校
新聞を先日部員の人からもらいました。中学は「女学院史上初！グリーンアリーナでの体育
大会」、高校は「3 年ぶり

体育大会！！」が一面を大きく飾っていました。記事を読み

ながら、体育大会当日の熱気を思い出し、その意義を改めて感じています。
４月から、コロナ対策をしながらも、コロナ前に取り組んできたことを当たり前のように
取り組んできました。中１から高３の生徒のみなさん、どのように感じていますか。疲れを
覚えることもあったでしょうか。しかし、失敗しながらも先生からの叱咤激励を受け、笑い
あい泣きあった友達と切磋琢磨する、当たり前の一日のありがたさを感じたことと思いま
す。
21 日から８月 29 日まで、40 日間の夏休みとなります。中学生は、しっかり
勉強しましょう。高校生は、しっかり動きましょう。“to know”より“to do”、
“to do”
より“to be”
（知ることより何をするか、何をするかよりどこに立つか）は大切です。しか
し、40 日間にできる“to know”と“to do”も、とてつもなく大きく、貴重なチャンス
でもあります。
上の聖書の言葉に、
『信仰によって得られる』とありますが、信仰はないから得られない
というのではありません。これは、
『あなたは尊い、あなたは大切です』と言われる神様の
言葉に信頼するということです。また、
『聖霊の力によって』とあるのは、
『その神様の言葉
を大切にし、祈るときに』ということです。元気で希望にあふれる一日を過ごしましょう。
最後になりますが、またコロナ感染者の数が増えてきました。一方、マスクを外した方が
良い、熱中症対策も必要です。どうぞ、安全・安心も大事にしてください。

（校長）
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グローバル研究・成果発表会（高校）
６月 25 日(土)３・４限に、昨年度に引き続きグローバル研修・成果発表会を行いました。
発表題目は以下の通りです。
◆外部スピーチコンテスト受賞者の発表
・高円宮杯第 73 回全日本中学校英語弁論大会１位“Say My Name”
（英語）
・広島県高校生韓国語スピーチ大会

駐広島大韓民国総領事館賞「おじいさんが教えて

くれたこと」
（韓国語）
◆カナダ、フランスに留学中の高校２年生による留学レポート
◆高ⅢGlobal Issues 選択生によるグループリサーチの発表
・
「なぜ SDGs5 番『ジェンダー平等を実現しよう』には LGBTQ の明記がないのか」
・
「現在の日本の医療において、在日外国人のインフォームド・コンセントは果たせている
か」
・
「SNS は企業の売上にどのように影響しているのか～SNS のエシカル商品の売上への影響」
・「知的障害者、発達障害者、精神障害者は健常者と同等の政治参加の権利を行使できて
いるのだろうか」
いずれの発表も、長期に渡る研究、準備、練習を積み重ねたもので、とても見ごたえの
あるものでした。また聴衆の皆さんも大変熱心に聴き、多くの刺激を受けたようでした。
この発表会が、一人ひとりがグローバルな視野をさらに広げるきっかけになることを
願っています。

（グローバル教育推進部）

８月６日平和記念礼拝のご案内
８月６日（土）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。
講師の土屋時子さんは、同窓生で、元女学院大学図書館司書として
「栗原貞子記念文庫」設立に関わり、また大学時代から演劇を始め、
広島女学院原爆被災誌『夏雲』をもとにした朗読劇を制作・上演するなど、演劇を通して
平和活動をされてきました。
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。
他学年や礼拝に出席できない人たちも、午前８時 15 分には それぞれの場でこの日を
覚えて、黙祷をささげましょう。また後日、礼拝をクラスルームで視聴できます。
なお、当日はゲーンスホールのみ制靴可です（校舎に入る用事のある人は校内靴持参）。
１時 20 分には中１・中３はホールのいつもの席、高２は２階席に着席し、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）
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生徒支援部より
夏休みが始まります。自由になる時間が増えますが、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
にも繋がります。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、黙食の徹底等、互いのことを思
いやる心を忘れないようにして下さい。
近隣の方から、朝夕の送迎の車についてや、登校中のマナーについて、苦情の連絡が来て
います。特別な理由が無い限り公共交通機関を利用すること、登下校中は周囲の迷惑になっ
ていないか考えることなど、ご家庭でも確認いただければと思います。
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高いのもこの夏休みです。スマホ・ネット依存は、勉強時間の減
少（
「量」の面）に留まらず、集中して勉強する習慣そのもの（「質」の面）にも影響します。
スマホやＳＮＳの理解と指導については、父親母親教室の一環として「SNS に関する講演」
を動画で配信します。本校の保護者の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。
（生徒支援部）

保健室だより（４）
友だちと遊んだり、旅行に行ったり、海やプールで泳いだりと、それぞれに楽しみな夏休みが
始まります。期間中は、子どもたちの行動範囲が広がり、解放感でケガや大きな事故に繋がりや
すくなるので注意が必要です。
特に水辺の事故は、一度発生すれば重大な結果をもたらす可能性があります。広島県で
は、今年度既に、中高生の水辺の死亡事故が発生しています。危険を避けて、安全に楽しむ
ためにはどうしたらいいか、一緒に考えてみてください。
一方、夜更かしや寝不足、間食が増え食事が不規則、運動不足など、生活のリズムが崩れや
すくなりがちです。とりわけ、大きなカギになるのは睡眠です。「夏休みだから少しくらい夜更か
しをしてもよいのでは？」と思いがちですが、その夜更かしこそが生活リズムを狂わせてしまう原
因です。朝の光をしっかり浴びて、普段は時間がとれず、なかなかできないことや新しいことに
チャレンジする良い機会にしてください。
健康診断結果のお知らせを配布しています。内容をご確認いただき、セルフケアまたは、受
診をお願いします。

（保健室）
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心の健康（４）
夏は暑いです。太陽がカーッと照りつけて汗がダラダラ流れて、それで元気になる時とあ
まりの暑さにグターッとなり弱ってしまう時とがあります。暑さをストレスとなる悪いもの
と決めつけないで、暑さにどう対応していくか親子で工夫するのも夏休みの課題です。
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 T です。
T－tree ・自然にふれよう
Tree・木で代表される山、また川・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
たちは人間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。夏休みは親子で、またお友達で自然にふれて、健康な
生活を守りましょう。
夏休み中のカウンセリングルームは火曜日に開室します。
希望される方は、お申込みください。

（カウンセラー）

2021 年度 高２ 第 18 回英語エッセイライティングコンテスト優秀作品
2021 年度３学期末に第 18 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．女性の政治家の割合について、2020 年の世界平均は 25.5％でしたが、日本は 9.9％（世
界 166 位）であり、G７の国々のなかでは最も低い割合でした。女性政治家が少ないこと
によるマイナス面にはどのようなことがあり、その状況を改善するにはどうすればよい
でしょうか。
2．タイムマシーンで 10 歳の頃の自分に会えるとしたら、どんなアドバイスをしますか。
理由とともに述べてください。
3．あなたの町の講演に女性の像を建立することになりました。どの女性を選びますか。理
由とともに述べてください。
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）
３Ａ Ｔ．Ｙ
３Ｂ Ｉ．Ｃ
３Ｃ Ｏ．Ｍ
Best Essays in α Class （αクラス最優秀賞）
３Ａ Ｋ．Ｓ
３Ｂ Ｎ．Ｍ
Outstanding Essays（優秀賞）
３Ａ Ｉ．Ａ
３Ａ Ｙ．Ｈ
３Ｂ Ｎ．Ｍ
３Ｃ Ｎ．Ｍ

３Ｅ Ｏ．Ｉ

３Ｃ Ｍ．Ｊ
（英語科）
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生徒の活躍
◇中学卓球部
広島県中学校卓球選手権大会
Ｕ．Ａ（２-２） 個人戦 ベスト８ （中国大会出場決定）

教職員の動向
〇７月 12 日に数学科の増原先生に女児が誕生されました。おめでとうございます。
ご成長の上に神様の豊かな祝福をお祈りします。

今月の聖句
そのとき、『見よ、ここにメシアがいる』『見よ、あそこだ』と言う者がいても、
信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、しるしや不思議な業を行い、
できれば、選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だから、あなたがたは気を
つけていなさい。

（マルコによる福音書

13 章 21～23 節）

今学期の高３聖書の授業では、
「現代世界における宗教のプラス、マイナス両面につい
て考える」というテーマで学びました。日本では多くの人が、宗教に対して否定的なイ
メージを持っていますが、世界では宗教を信じている人の方が圧倒的に多く、自分が
信じるかどうかは別として、宗教への理解はグローバル世界で不可欠と言ってよいで
しょう。女学院に入学してくる中１も、はじめはキリスト教にもそんな引いた思いで
いる人が多いようですが、６年間の女学院での毎日の礼拝や講師の先生方との出会いを
通して、宗教が人の心や生き方を支えたり、社会に大きな貢献をする活動の原点に
なったりしていることを実感します。
一方で、確かに宗教にマイナスの側面があることも事実です。先日、元首相が銃撃
されるという衝撃的な事件が起きました。その背景にカルトの問題があることが報道
され、カルトがどれほど深刻な影響を個人や社会に与えているかを考えさせられます。
大学生はカルトのターゲットになりやすく、宗教を正しく理解することが、自分の人
生を大切にすることにつながると卒業間近の高３に伝えています。
（聖書科 T.M）
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７月末から８月末の行事予定

９月の行事予定

７月 21 日（木）～８月 29 日（月）

1
2
3
4
5
6
7

夏期休業
７月 21 日（木）～8 月 2 日（火）
高３補習
７月 21 日（木）

木
金
土 ミニ学校見学会

（ L・ 総）

日
月
火
水

［ NC］ ［ EP ］
中学学力推移調査(午前) 中１ ・ ３ 午後授業

リーダープレキャンプ

8

木

高１・２スタディサポート
高３ベネッセ駿台マーク模試
午後～中２チャレンジキャンプ

７月 21 日（木）～７月 23 日（土）
勉強合宿（いこいの村広島）
８月６日（土）
平和祈念式
平和記念礼拝 13:30～

9

金

10
11
12
13

土

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

８月 10 日（水）代休
８月 11 日（木）～８月 17 日（水）
夏期特別休暇（学校休校）
８月 18 日（木）～８月 26 日（金）
後期補習
８月 30 日（火）
始業の日
休み明けテスト（高１・２）

月
火 休み明けテスト素点確認
１～３限まで授業

［ NC］

金
土 海外研修合同説明会

（ L・ 総）

日
月 敬老の日
火 金曜授業
水

［ NC］ ［ EP ］

木
金 秋分の日
土 4 5 分授業 創立記念特別礼拝 （ 総）
日
月
火

29 木
30 金

休み明けテスト（中１～高２）

鑑賞行事(午後)

木

28 水

８月 31 日（水）

中２出校日

日

14 水

（ホール 中１・３ 高２ 準出校日）

自宅学習日(中１・３、高１・２・３)

１ ～３ 限 土曜授業

（ 総）
［ NC］ ［ EP ］

参観日

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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