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聖書のことば 

 

見よ、新しいことをわたしは行う。 

    今や、それは芽生えている。            イザヤ書 43章 19節 

 

 寒い日が続きます。みなさま、お元気でしょうか。１月 

25日は、雪のため臨時休校となりました。学校は、それほど

の積雪ではありませんでしたが、ゲーンス先生の胸像にも雪

がしっかり積もり、ゲーンス先生が白いふわふわの 

セーターを着ているように見えました。 

 それにしても寒さが厳しいです。学校では朝、ゲーンス 

ホールで礼拝を行います。電気代節約のため、暖房はつけま

せん。生徒のみなさんは、コートを着込み寒さ対策です。 

実際、 2 0 分の礼拝時間では、ホールが暖まる前に 

終わってしまいます。その中学礼拝で、３学期となり、１年

生の生徒礼拝が始まりました。私は、中１生の初々しい礼拝

を本当に楽しみにしています。31 日(火)の礼拝は、 

凛とした冷気の中に、ピアノ奏楽者、司会者、お話の生徒の礼拝を大切にしている姿勢が 

伝わって、温かい気持ちでいっぱいになりました。この集まりの時がいつまでも続くように

と祈りました。 

 冬真っただ中にいるのですが、２月３日には節分を迎え、11 日(土)からは、最終下校 

時間が中学 18：00、高校 18：15の夏時間となります。もうすぐ春です。植物たちを見ると、

この寒さの中でしっかりと春の芽生えの準備をしています。この厳しさを通り越すことが、

春の豊かさになるのです。まさしく、高校３年生で受験に臨んでいる人は、この時にいるの

です。木や花のように、あなたの“ふんばり”は、必ず大きな花を咲かせます。 

 上で“ふんばる”ということばを使いましたが、これは１月 17 日の卒業記念礼拝で、 

三谷高康院長先生が高校生に、「がんばるは、頑なに張るということだが、ふんばるは、 

お相撲さんが土俵際でこらえるような身体的イメージが湧くことばで、このようなことばを

使う方がよい。高校３年生のみなさん、ふんばってください。」と送っていただいたことば

です。 

身体的イメージが湧くことば、そう、広島女学院には、Chest Up！がありますね。この 

寒さの中だからこそ、Chest Up！で一日を始め、ふんばって一日を過ごしましょう。 

 

（校長） 

2023  

第９号 

広島女学院中学高等学校 



- 2 - 

 

2023 年度大学入試 推薦選抜などの合格状況        （2023.１.23現在） 

１．指定校推薦 

・国際基督教大学 教養学部 

・早稲田大学 法学部，基幹理工学部 

  商学部，先進理工学部 

・慶応義塾大学 薬学部 

・東京理科大学 工学部 

・明治大学 法学部，経営学部 

・青山学院大学 経済学部，法学部 

        文学部 

・立教大学 経済学部，法学部 

社会学部，文学部 

・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 理工学部 

・学習院大学  国際社会学部 

・芝浦工業大学 建築学部 

・東京女子大学 現代教養学部（２） 

・明治学院大学 経済学部，文学部 

 

 

 

・東京薬科大学 薬学部（２）   

・東京歯科大学 歯学部  

・大阪歯科大学 歯学部 

・安田女子大学 薬学部 

計 33 

 

○広島女学院大学 人間生活学部（５）  

 計５ 

 

○関西学院大学 協定校推薦 

 社会学部（２），人間福祉学部，法学部 

総合政策学部，国際学部，教育学部 

 計７ 

 

○同志社大学 協定校推薦 

 社会学部，法学部，政策学部 

 スポーツ健康科学部，理工学部 

        計５ 

 

２．学校推薦型選抜（公募推薦）・総合型選抜・自己推薦 

・広島大学 総合科学部 

情報科学部 

・熊本大学   文学部 

・広島市立大学 国際学部 

・叡啓大学   ソーシャルシステム 

デザイン学部 

・周南公立大学 経済学部 

・慶応義塾大学 環境情報学部 

・国際基督教大学 教養学部 

・同志社大学  グローバル地域文化学部  

神学部      

・立命館大学  文学部 映像学部 

・同志社女子大学 表象文化学部 

・京都女子大学 文学部 

・関西外国語大学 外国語学部 

         英語国際学部 

・大阪樟蔭女子大学 学芸学部 

・近畿大学   情報学部，工学部（４） 

 

・昭和薬科大学 薬学部 

・東海大学   海洋学部 

・岡山理科大学 獣医学部 

・広島国際大学 薬学部 

・広島修道大学 法学部 

・武庫川女子大学 食物栄養科学部 

・広島工業大学 工学部（２） 

・神戸女学院大学 文学部，音楽学部 

人間科学部 

・広島女学院大学 人間生活学部 

・安田女子大学 家政学部（２），心理学部 

        薬学部 

・Union College  

計 39 
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高校健康教育講演会報告 

12 月 15 日(木)に高校チャペル（高２）と各教室（高１・高３）にて健康教育を実施しました。 

講師は、埼玉医科大学病院 産婦人科 助教・埼玉医科大学医学教育センターの髙橋幸子 

先生で、「正しい知識があなたを守る。いつか必ず役に立つ性教育講座」というテーマで広島

女学院の生徒に向けオリジナルに動画を作成していただき、高校生全員で視聴しました。 

講演は、事前に生徒から集めた性や体に関する質問を中心に進んでいきました。性の多様

性や月経、低用量ピルの使い方、受診のポイントまで髙橋先生の明るい人柄で親しみやすく 

学ぶことが出来ました。事前の質問で多かった月経痛に関するものは、痛みの仕組みや薬を

飲むタイミングについて教えて頂き、「月経は病気ではない。けれども生理痛は月経困難症と 

いう病気である」という言葉が印象的でした。 

また、現在無料接種できる HPV ワクチンは 4 価のワクチン（70％の効果）ですが、2023 年 

4 月からは新たに 9 価のワクチン（90％の効果）も無料で接種することができ、キャッチアップ 

接種も行っているようです。 

生徒の事後アンケートより、「将来役立つ情報を知ることができた。正しい性の情報や産婦 

人科の受診の目安が分かり、困った時に頼れる産婦人科医を探したい。」といった声があり 

産婦人科についても身近に感じることができたのではないかと思います。 

講師の髙橋先生より、保護者の方にも見て頂きたいとコメントを頂いております。高校生の 

各学年のクラスルームに講演の動画を掲載しております。是非お子様と一緒にご覧になって 

みてください。（視聴期間は 2 月 28 日（火）まで）                      （保健室） 

 

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、 

322,006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）、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（昨年度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。詳細は 

さくら連絡網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（１/17） 

高校３年生の登校日に合わせて、高校卒業記念礼拝・中学特別礼拝がもたれました。 

高校卒業記念礼拝では、三谷高康（広島女学院院長・大学長）先生より、女学院で６年間の

学びを経て巣立ちする高３生を軸としメッセージを頂きました。マタイによる福音書 18 章

の「迷い出た一匹の羊」を用いたメッセージでは、家族や友人、そして隣人や自分を大切に

する意味について、そして広島女学院の歩みにおけるその意味と位置づけについて語られ、

高３生のみならず高２生・高１生や教職員にも「祝福の糧」となるものでした。特に 

メッセージの中で語られた「広島女学院の娘たちよ！」という言葉は、広島女学院を卒業 

しても女学院の娘であるその関係性（つながり・かかわり）には変わりのない女学院の教育
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の原点を示すもので、「迷い出た一匹の羊」をも大切にする広島女学院へ導かれた全ての生徒

たちとの出会いについて「感謝」を分かち合う一時でした。 

中学特別礼拝には、日本キリスト教団東広島教会牧師の濱田裕三先生よりメッセージをいただ

きました。濱田先生は精神障がい・精神疾患を抱えた人たちの集うミルキーハウスで、「和解＝ 

仲直り」ということをテーマに活動しておられます。人と仲良くできない、集団と仲良くできな

い、家族と仲良くできない、自分の過去と仲良くできない、私たちも、仲良くしたいのにできず

に苦しんでおり、最も仲直りが難しいのは、自分自身との関係かもしれない。ミルキーハウスで

は自分を物語るということを大切にしているといいます。社会や時代の価値観から自由になって

自分を物語ることが、人生の豊かさにつながっていく。学校での学びの場もまた、「自分物語を 

交わし合う関係づくりの場」といえる。和解すること、仲直りすることの難しさに悩み、言葉へ

の不信感や、物語ることへの不安感があっても、新たな自分物語に出会っていくそのそばに 

イエスが共にいてくださると語って下さいました。 

（宗教教育委員会） 

 

 

保健室だより（９） 

3 学期のスタートから 1 か月が経ち、学校生活のリズムに体は慣れてきたでしょうか。3 学期

は寒い日が続くため、体調を崩しやすくなる季節です。1 月 1２日（木）には、広島県でインフル

エンザの流行入りが発表されました。 

インフルエンザの主な症状は、３８℃以上の発熱や寒気、関節痛、喉の痛み、咳、全身の 

だるさなどです。ウイルスが鼻や喉などの粘膜に付着して感染するため、飛沫感染が主な感染

経路です。 

 予防法は、 

 ①流水と石鹸で手洗いを行う 

 ②マスクを正しく着用もしくは咳エチケット（咳やくしゃみはティッシュや 

  ハンカチで抑える） 

 ③十分な睡眠をとる 

 ④バランスの良い食事で体力をつける 

 ⑤湿度を 50～60％に保つ 

 インフルエンザは薬剤に弱いため、ほとんどの消毒液が有効で、手の消毒にはアルコールを

含んだ消毒液が扱いやすく効果的です。石鹸等の界面活性剤も容易にウイルスを破壊でき 

ます。インフルエンザが疑われる場合は、早めの受診をお勧めします。 

 インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後（発熱の翌日を 1 日目として）5 日を経過し、

かつ解熱した後 2 日を経過するまで」です。感染が判明した場合は学校へご連絡頂き、自宅で

ゆっくり療養されてください。 

 寒い冬の時期はインフルエンザだけでなく、様々な感染症が流行します。基本の手洗い 

うがいで予防し、ご家族で健康にお過ごしください。 

（保健室） 
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心の健康（９） 

最も寒い２月です。寒さを防ぐために、自然に身体は縮こまり肩がこります。身体と心は

相関関係にあるので、身体が縮こまると、いつの間にか心も縮こまって心の視野が狭くなっ

ていきます。 

 ストレスの多い生活ですので、「癒し（いやし）」という言葉が身近に使われています。 

癒しの方法はいくつかあり、その１つに誰もが体験する「話す」ことがあります。話すと 

いうのは言葉を使うことで、「言葉と癒し」は深い関係にあります。話して表現するだけでは

なく、言葉には「情景」が付いていて、話すことで情景が心に思い浮かびます。 

 これまでの心地よい情景を思い出す語らいで、景色の乏しい冬を家族で過ごしてほしいと

願っています。 

              （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(土)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 

◇吹奏楽部 

第４６回広島県アンサンブルコンテスト 

高等学校部門 フルート四重奏 銀賞 

管打七重奏 銀賞 

打楽器三重奏 金賞 

中学校部門  管打六重奏 銀賞 

管打八重奏 銀賞 

管楽八重奏 銀賞 

 

 

◇中学校ソフトテニス部 

広島市中学校ソフトテニス新人大会 団体戦女子の部（９月 25日） ベスト８ 

（Ｍ．Ｍ・Ｎ．Ｋペア、Ｙ．Ｒ・Ｉ．Ｎペア、Ｔ．Ｒ・Ｙ．Ｍペア、 

 Ｍ．Ｆ・Ｙ．Ｒぺア） 

 

広島市中学校ソフトテニス新人大会 個人戦女子の部（11月 27日） 

 ２年生 Ｙ．Ｒ・Ｉ．Ｎペア ベスト８ 

 

◇第 15回ジュニアピアノコンクール 中国Ｂブロック 

１－３ Ｙ．Ｙ Ｂ過程  優秀賞・広島県教育委員会賞 受賞 
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◇第 68回青少年読書感想文全国コンクール・第 55回広島県中学校読書感想文コンクール 

２－１ Ｍ．Ｍ 入選「偏見に気づく大切さ」 

２－５ Ｎ．Ｔ  入選「人の靴を履くこと」 

https://www.dokusyokansoubun.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これらの小さな者を一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、

彼らの天使たちは天でいつもわたしの天の父の御顔を仰いでいるのである。 あなたが

たはどう思うか。ある人が羊を百匹持っていて、その一匹が迷い出たとすれば、 

九十九匹を山に残しておいて、迷い出た一匹を捜しに行かないだろうか。はっきり 

言っておくが、もし、それを見つけたら、迷わずにいた九十九匹より、その一匹の 

ことを喜ぶだろう。そのように、これらの小さな者が一人でも滅びることは、あなた

がたの天の父の御心ではない。」 

（マタイによる福音書 18章 10～14節） 

 

１月には、2022年度中学・高等学校の卒業記念礼拝が行われました。高校卒業記念

礼拝では三谷高康（広島女学院院長・大学長）先生より、上述の本文を用いた 

メッセージが語られました。特に６年間の学びを経て女学院を巣立ちする高３生への

メッセージの中では、「娘たちよ！」という言葉が語られ心に留めていました。「広島

女学院の娘たちよ！」とは、広島女学院を卒業しても女学院の娘であるその関係性 

（つながり・かかわり）には変わりのないことを示す言葉でした。これは多くの学校

がある中、キリスト教主義学校である広島女学院だからこそ可能であった６年間の 

豊かな学びやかかわりに終止符を打つものではなく、卒業後も広島女学院のかけがえ

のない存在として共に生きる喜びを確かめる、「祝福の糧」として語られました。「神

と共に働く者なり」という学院聖句に立ち留まり、神の御言葉に立つ学校へ導かれた

全ての生徒たちとの出会いを鑑みると、「感謝」「奇跡」のほかございません。 

 新たな年も「迷い出た一匹の羊」をも大切にする広島女学院の歩みが祝福され、生

きる希望を失得ざるを得ない「逆境」の時代にも、「地の塩・世の光」としての召命を

果たすため、想いと祈りを一つに、喜びをもって共に歩みたいと思います。 

（聖書科Ｋ） 

 

今月の聖句 

 

 

https://www.dokusyokansoubun.jp/
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 ２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 参観日

新入生オリエンテーション①

振替休日(1月14日)　高２進研マーク模試

5 日 中３Z会アドバンスト模試(希望者)

6 月

(中)１～３限まで授業　土曜授業　　（総）

午後オラトリカルコンテスト

（高)１・２限　土曜授業　３限～小論コンテスト

午後　高１・２球技大会

8 水 フェリス女学院碑巡り案内 ［NC］

9 木

10 金 (中)漢字検定(中１～３)

建国記念の日 じょがくin Love

最終下校時刻変更（中)18：00　（高)18：15

12 日

13 月

14 火

15 水 ［NC］［EP］

16 木

17 金

新入生オリエンテーション② 　　　（L・総）

数学検定　午後

19 日 高１駿台全国模試(希望者)

20 月

21 火

22 水 レント(受難節)～４/８ ［NC］［EP］

23 木 天皇誕生日

24 金 水曜授業 ［EP］

25 土 国公立大学前期日程入試開始 　　　（L・総）

26 日

27 月

28 火 高３登校日　卒業礼拝リハーサル

4 土

7 火

18 土

11 土

http://www.bing.com/images/search?q=2%e6%9c%88%e8%8a%b1%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99&view=detailv2&&id=0C9286C15655ECBD39FCBE720D78F00A6E9B2855&selectedIndex=18&ccid=MJjjQtEq&simid=608032263190874980&thid=OIP.M3098e342d12ac3540832cecd4e8c98e9o0

