部
報
広
編集

恭

子

として生涯続きます。

得た友達は、かけがえのない存在

何気ないことへの感謝
谷

どに気付き、感謝の思いを深くす

小

大震災を体験して、多くの人が、

希薄になっていた人と人との関わ

り の 大 切 さ に 気 付 き、「 絆 」 を 合

言葉に日本中の人々が、他の国々

をも巻き込んで繋がることの大切

さに気付きました。そして、もっ

とも近くにいる家族や友達こそが

日々の生活を意味あるものにし、

積極的に生きる力を与えてくれる

存在なのだということを再確認し

ました。私たちが皆、当然のよう

に受けている気遣いや、思いやり、

ると同時に、何か自分にもできる

11月1日創立記念観劇 フランチェスコの生涯

学校法人
ノートルダム清心学園
清 心 中 学 校
清 心 女 子 高 等 学 校
倉敷市二子１２００
〠７０１−０１９５
ＴＥＬ
（０８６）
４６２−１６６１
ＦＡＸ
（０８６）
４６３−０２２３
発行

校長
朝夕秋風のさわやかな頃となり
ました。厳しい暑さが毎日続いた
今年の夏でしたが、菊が咲き、コ
スモスの花が風にゆれ、澄んだ空
気に乗って生徒の練習する声が遠
くまで聞こえるようになり、過ご
しやすくなりました。
文化祭には、
大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。たくさんのお客さま
をお迎えし、
生徒たちの学習発表、
舞台発表、研究発表など、楽しん

した。厚くお礼を申し上げます。

小さなことが、家族や友人、他の

日々の生活の中で感じる安心感な

保護者の皆様には、バザーをお世

放課後、下校時間近く、校舎を

人々の幸せにつながることを確信

でいただけたと喜んでおります。
話いただき、ありがとうございま

一周してカフェテリアを通りかか

るもので苦労と努力を続けた結果

ではなく、与えられるもの、つく

えます。友達は自然にできるもの

がった仲間同士は、なごやかに見

と思うこともありますが、出来上

たちは、集団作りが上手ではない

いるように見えます。近年、生徒

しゃべりをしたりしてくつろいで

ながら友達と待ち合わせたり、お

す。飲み物を飲んだり、宿題をし

しそうに話しているのに出会いま

りますと、たいてい数人の中学生

音楽会へ向け、貴重な時間を惜しんで練習

したいと思います。

Sr.

た ち が、 部 活 後 の ひ と と き を 楽

牛乳パックをリサイクルして、「絆」を立体的に展示
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生徒会長あいさつ

鶴海

莉子

高校生徒会長

文化祭も終わり、何もかもがひ
と段落し始めた今日この頃、送別
会が少しずつ近づいてまいりまし
た。先輩方が卒業されてしまうの
かと思うと寂しくてたまりませ
ん。先輩方の心に残るような素晴
らしい送別会にしたいと考えてい
ます。是非、みなさん一緒に協力
し最高の送別会にしましょう。
さて、次期高校生徒会の選挙の
募集時期が迫ってきています。１
年生の人は勇気を出して立候補し
てみて下さい。宜しくお願いしま
す。

中学生徒会長

西井はるか

この度、中学なでしこ生徒会長
をさせていただくことになった、
２年Ｃ組の西井はるかです。
中学校で行われるさまざまな行
事が充実したものとなるように、
アイデアをたくさん出し、誠実に
実践していきます。そして、清心
中学校に在学していることに誇り
の持てる、楽しく活気のある中学
校にしたいと思っています。
一生懸命力を尽くしてがんばり
ますので、どうぞよろしくお願い
します。

沙季

北海道歴史文化コース
岩藤

彩花

高２Ａ 稲田

玲奈

沖縄戦争平和コース

研 修 旅 行
岡本

北海道自然環境コース
高２Ａ

梶原麻里花

沖縄自然環境コース
高２Ｅ

実際に山に入り、研修をする様子

On July 31st first grade life science course students left Okayama for a 5-day forest study trip
in Hiruzen. This year’s trip was warm with sunny days throughout. Students stayed in Tottori
University’s Field Science Center near the border of Okayama and Tottori prefectures. After
taking lectures on the wildlife and flora of the region, students entered the forest to learn to
identify tree species guided by Professor Sano of the forestry department of Tottori University.
Students used what they learned to then conduct field work. They measured tree age, height
and illumination to determine the carbon absorption of trees in a given area. Students left
Hiruzen having experienced university-level instruction and field work and with a fresh
appreciation for their natural surroundings.

高２Ｃ

私がこの研修で得た大切なもの
は三つあります。一つめは自分で
考えて行動する力です。すぐ人に
頼ってしまって、自分で考えても
間違っているのではないかと不安
になりますが、この研修では個人
活動も多々あり、自分でよく考え
て行動することが必要でした。二
つめは仲間で協力することです。
水準測量も一人では絶対にできま
せんでしたし、シュノーケリング
やカヤックもお互いに協力して助
け合ったからこそできました。三
つめは自然の美しさです。特に驚
くほど透き通った海の中で、生き
物をたくさん見たのが印象的でし
た。この研修での学びは未来につ
ながる大切なものばかりでした。

担任 Brian Timms

高１E

Hiruzen Report

テーマが戦争平和だけあって、
とても「戦争」というものを沖縄
から感じ取りました。戦争という
のはどこか他の国で起こっている
こと、自分は巻き込まれるはずの
ないものだと思っていました。し
かし今回の旅行を通して、米軍基
地が日本の中にあること、沖縄で
は戦争そのものとまだ戦っている
人がいるということを体感してき
ました。それは実際に沖縄に行っ
てみなければ分からないものでし
た。沖縄で話を聞いていると、疑
問がたくさんでてきて、もっと勉
強しようと実感しました。今回の
旅行では学んだだけでなく、自然
や文化も楽しみました。私は沖縄
をとても好きになったので、絶対
にまた訪れたいと思います。

海洋実習を行う生徒たち（於 座間味）

洞爺湖畔にて記念撮影

研修旅行１日目の旭岳では見事
な紅葉に触れ、北海道の大自然を
肌で感じることができました。２
日目の旭山動物園では、滅多に見
ることができないキタキツネや
ホッキョクグマなどの動物たちに
出会うことが出来ました。また、
３日目の洞爺湖環境学習では、ウ
チダザリガニを捕獲し、文部科学
省に報告するために体長や重さ、
雌雄や特徴を計測しました。４日
目には鮭の故郷館で鮭の生態や遡
上について学びました。私たちは
この４日間の学びを通して、自然
の雄大さと環境の保全について改
めて考える機会をもつことが出来
ました。

沖縄県平和祈念資料館にて

この研修旅行で、札幌の歴史と
アイヌの文化が私にとって、とて
も印象深いものとなった。札幌で
は、外国のサインや判子が押され
た紙を実際に見たことから、私が
思っていたより昔から外国との貿
易が盛んだったことを知り驚いた。
また、アイヌの文化は最近まで国
に 認 め ら れ て お ら ず、 ア イ ヌ の
人々が日本の政策によってどれほ
ど苦しんできたかが、身にしみて
理解できた。アイヌの文化は私た
ちにとって大切な日本の文化であ
り、今後も守り続けられるべきで
あると感じた。
今回の研修旅行で歴史ある北海
道は、古代から現代までの日本の
始まりの一つではないかと思った。
生徒たちによる祈りの集い（於トラピスチヌ修道院）

平成24年11月９日（2）
学園だより
清心中学校・清心女子高等学校
第 107 号

14

9

SSH科学英語
岩井

久子

森

雅子

﹁つながる﹂SSH活動
教頭

集まれ理系女子で発表・交流する生徒

中学文化祭

彩乃

前中学生徒会会長

藤田

中学なでしこ生徒会は、文化祭
の中学生徒会企画として、クイズ
や参加団体の紹介などを行いまし
た。生徒会最後の行事ということ
で、早くから準備を進め、良いも
のにしようと頑張りました。今ま
での活動を通して、自分たちで考
え、行動することの難しさを知る
と共に、やり遂げた達成感も味わ
うことができました。当日は忙し
い中、多くの生徒が生徒会企画に
参加してくれました。とても思い
出に残る文化祭となりました。

※後援会の文化祭収益の使途は、平成25年１月に開催される｢後援会後期委
員会｣にて協議･決定される予定です。（昨年度は、｢校舎改修整備等助成資
金及びクリスマス献金の一部｣として寄付していただきました。）
※同窓会模擬店・バザーの収益は、マリア・ジュリー奨学金として500,000円
寄附していただきました。

ター発表、女性研究者の発表、首
都大学東京の福田公子先生、大阪
府立大学の東優子先生から「理系
女子」にエールをおくる講演をい
ただきました。総勢２６１名の参
加で、清心中学校３年生も初めて、
ポスター発表で参加し、多くの参
加者からアドバイスをいただきま
した。日本の女性の生き方が世界
からも注目される今、この交流会
を継続することの大切さを感じま
した。つながりを持っていただい
た皆様に感謝です。

紅里

副会長

771,640

高校文化祭

行廣

高校生徒会

平成24年度文化祭 後援会寄贈品販売・模擬店収支報告書

英語科主任

21

佳子

英語で主張する生徒と見学者

加村

24

オーストラリア研修

16

中３学年主任
10

今年も 月の終わりに「ＳＳＨ
研究成果発表会」と「集まれ！理
系女子 第４回女子生徒による科
学研究発表交流会」を実施しまし
た。成果発表会は、本校の運営指
導副委員長でもある川崎医科大学
の西松伸一郎先生の「発生」に関
する講演の他、高２・高３の生徒
が活動や課題研究の口頭発表を行
いました。加えて、今年は広島大
学の前田祐伽さん、京都大学で博
士号（理学）を取得した岡本和子
さんの二人の卒業生の講演があ
り、生徒にとって大変身近な方々
から、中学・高校時代を清心で如
何に過ごしたか、その後如何に学
平成 年６月、本校にて第４回
んだかを聞くことができました。
ＳＳＨ科学英語研究会が開催され
翌日、福山大学社会連携研究推
ました。
生命科学コースでは、
ツー
進センターを会場に、 中高、７
ルとしての英語運用能力の育成に
大学の女子生徒・学生によるポス
重点をおいた研究開発に取り組ん
でいます。今回は、生徒がコミュ
ニケーション能力を身に付ける過
程 を 大 切 に し た Team Teaching
による英語ディベートの授業を公
開しました。
県内外からの多くの参加者の前
で「臓器移植」について自分たち
の意見を論理的に伝えることがで
きたと思います。今後も生徒たち
が向上心をもって、英語によるコ
ミュニケーション能力を身に付け
ていって欲しいと願っています。

今 年 の 文 化 祭 はテ ー マ
｢teenage dream｣を 掲 げ、 文 化
祭を成功させるために各学年がア
イディアを出し合い準備をしてき
ました。
をテー
１年生の展示は ｢hope｣
マ と し て 観 覧・ 参 加 型 な ど 工 夫
をテー
し、２年生の劇は ｢dream｣
マとしてクオリティの高い作品を
作り上げ、３年生の模擬店は初め
ての試みの中オリジナリティ溢れ
る内容で行うことができました。
十代の私たちが主役になること
ができる素晴らしい文化祭となり
ました。

847,385

1,619,025

合

計

771,640

1,069,630

847,385

店

擬

模

549,395

寄 贈 品 販 売

益（円）

上（円） 諸経費（円） 収

売

別

種

中１の入学時から、この日を楽
しみにしていたと聞いていました。
いよいよ、オーストラリア研修
出発の７月 日。出発式は笑顔で
いっぱいでした。関西空港から飛
行機に乗り所要時間約 時間で、
目的地ブリスベンに到着です。今
回 は シ ャ フ ス ト ン・ イ ン タ ー ナ
ショナルカレッジでお世話になり
ました。
日の月曜日から研修スタート
です。午前中は英語の勉強。午後
は、毎日、アクティビティで、小
学校訪問をしたり、アボリジニの
文化研修をしました。一日遠足な
どもありました。
ホームステイをしながらの生活
でもあり、とてもよい異文化体験
になったと思います。

修了証を持ち、集合写真でカシャ！
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浩和

中 １郷 土 学 習 報 告
松本

校外活動実績︵〜８月︶

デンジソウの就眠

運動リズムの解析

活性の低下作用と調理による制御
郷田 真佑 妹尾 莉沙

植田絵莉奈 正
千尋

秋山 史圭

・ジュニア農芸化学会２０１２
銅賞
絶滅危惧種デンジソウの組織培養
御倉友梨恵 中島 遥香

水野 真帆 正藤 理那

・ 第 回日本植物生理学会年会特別企画
「高校生生物研究発表会」
優秀賞

大学院生による研究紹介と交流の会

・ 岡山大学大学院自然科学研究科高校生・

優秀賞
振動磁場中での磁石の運動

久山 寮納 冨谷麻也香

中村 恵衣 原紗 耶香

※英語に関する表彰は３月号でお知ら
せいたします。

3月 1日（金）
２月20日（水） 専願者
併願者 3月20日（祝）

中１学年主任

し ま し た。 班
単位の共同生
活をすること
で、 各 自 に 責
任感や協調性
のある言動も
見 ら れ、 日 頃
の学校生活で
は体験できな
い充実した行
事でした。

佳子

2月12日（火）
２月5日（火） 専願者
併願者 3月20日（祝）

2月12日（火）
２月5日（火） 専願者
併願者 3月20日（祝）

1月29日（火） 国語・数学・英語・グループ面接
※英語はリスニングを含む。

2月12日（火）
２月5日（火） 専願者
併願者 3月20日（祝）

（火）～14日（木） ２月18日（月）作文・グループ面接
選抜Ⅱ期 文理レギュラーコース ２月12日
※郵送の場合は消印有効

中 ３平 和 研 修
加村

1月29日（火） 国語・数学・英語・グループ面接
※英語はリスニングを含む。

1月30日（水） 国語・数学・英語・グループ面接
※英語はリスニングを含む。

※郵送の場合は消印有効

中３学年主任

選抜Ⅰ期 文理コース選抜クラス

1月17日（木）～21日（月）

2月12日（火）
２月5日（火） 専願者
併願者 3月20日（祝）

※郵送の場合は消印有効

運動系
・Ｈ 年備中支部高校総体 水泳
女子総合優勝

・第 回全国中学生テニス選手権大会
団体 位
県予選女子団体戦 
・Ｈ 年備中支部高校総体 テニス
位

・Ｈ 年天皇杯皇后杯全日本バレー
ボール 岡山県大会 
位
・ Ｈ 年岡山県高校総体 バレーボール
位

・Ｈ 年中国高等学校バレーボール選
位
手権岡山県大会 
・第 回岡山県中学総体 テニス
団体 位

・第 回知事杯 弓道
高校個人 位 町田 花子

・Ｈ 年岡山県中学生弓道大会
個人の部優勝 藤島 彩加

・Ｈ 年岡山県中学生弓道大会
 団体 位 藤原 萌愛 藤島 彩加
西山 結莉


選抜Ⅰ期 生命科学コース

1月17日（木）～21日（月）

爽やかな秋晴れとなった十月五
日、 中 １ は 岡 山 県 青 少 年 教 育 セ ン
ター閑谷学校を訪れました。午前中
は国宝の講堂に入り、論語の講義を
体験しました。慣れない正座に苦し
む 様 子 も 見 ら れ ま し た が、「 己 の 欲
せざる所人に施すことなかれ」など、
孔子の教えが現在の学校生活におい
ても通じる部分があることを、生徒
も実感したようでした。午後の備前
焼体験では、講師の方のアドバイス
のもと、湯呑みや皿など思い思いの
作品を楽しく作り上げていました。
普段、学校では体験できない郷土の
歴史や文化を肌で感じることのでき
た一日となりました。

２月5日（火） ２月 9 日（土）

1月29日（火） 国語・数学・英語・グループ面接
※英語はリスニングを含む。

1月17日（木）～21日（月）

選抜Ⅰ期 文理レギュラーコース

中 ２林 間 学 校

仲田 雅子
川上 未紗

２月3日（日）国語・算数・グループ面接

※郵送の場合は消印有効

2

文化系
・雨活アイデアコンテスト２０１１
佳作 藤井
和

・ 第４回田辺聖子文学館ジュニア文学賞
読書体験記部門  佳作 植木 彩香
・ 第 回青少年読書感想文 岡山県コンクール
佳作 木村佳奈子 新谷 紗希

・第 回全国高校囲碁選手権岡山県大
位 伊藤みのり
会女子個人戦 
・岡山県高校生美術コンクール
銀賞 森
圭子


明音

市街地近郊でのクサガメとミシシッ
ピアカミミガメの生態について

井谷

1月26日（土）～2月1日（金）

1月17日（木）～21日（月）

※郵送の場合は消印有効

59

59

2
1
3
3
4
2

24

39

24

24

24

24

50

53

御倉友梨恵 中島 遥香

水野 真帆 正藤 理那

・日本生態学会第 回大会高校生ポス
ター発表「みんなのジュニア生態学」
最優秀賞
絶滅危惧種デンジンソウの生育
についての研究
松永 梨花 難波 眞子

藤澤 未雪 西江 麗奈

・日本生態学会第 回大会高校生ポス
ター発表「みんなのジュニア生態学」
優良賞
オオイタサンショウウオの実験
室内での産卵行動
中桐
菖 保家佑貴子

・中四国地区生物系三学会合同大会
優秀プレゼンテーション賞
オオイタサンショウウオの人工
授精と発生段階
森下 瑶子 大西 優衣

・中四国地区生物系三学会合同大会
優秀プレゼンテーション賞
バイオエタノール製造に使える野
生酵母が存在する可能性をさぐる
小嶋由加里 川井 里香

澤田 春那 齋藤
恵

田中 璃彩

・中四国地区生物系三学会合同大会
最優秀プレゼンテーション賞
絶滅危惧種デンジンソウの生育
についての研究
松永 梨花 難波 眞子

藤澤 未雪 西江 麗奈

・中四国地区生物系三学会合同大会
優秀プレゼンテーション賞




２次募集

高等学校
選抜Ⅰ期 文理プログレスコース
募集要項

12月3日（月）～15日（土） 12月23日（祝） 国語・算数・グループ面接 12月25日（火） 専願者 1月 7日（月）
併願者 1月28日（月）
※郵送の場合は消印有効
※NELP希望者は英語・英語面接を加える。

中 学 校
1次募集 B日程 SELP・NELP入試
募集要項

手続締切日
出願期間
入試日
試験科目
結果発表
12月3日（月）～10日（月） 12月16日（日） 国語・算数・理科・グループ面接 12月18日（火） 専願者 1月 7日（月）
併願者 1月28日（月）
※郵送の場合は消印有効

1次募集 A日程

茂樹

12

60

24

24

57

36

ＳＳＨ（理系）
・集まれ！科学好き 発表会
優秀賞  松永 梨花 難波 眞子
藤澤 未雪 西江 麗奈

・ 日本物理学会主催 第 回 セッション
審査員特別賞
振動磁場中における磁石の運動
藤原 智子 北井 千晴

新開 咲子 榊原 奈美

堀
繭夏 濱部 里恵

・ジュニア農芸化学会２０１２
銀賞
キュウリによるトマトの抗酸化
Jr.

2013年（平成25年）度入試日程

入試種別

3

2

8

森

月 日、校外学習の日、とても
よいお天気に恵まれ、中３は、広島の
平和記念公園に向けて出発しました。
しかし、行きに事故のための山陽
自動車道一部通行止めというアクシ
デントに巻き込まれました。平和記
念公園に着いたのは既に 時を過ぎ
ていました。お弁当はバスの中で食
べていたので、到着後から慌ただし
く活動開始です。
まず初めに「原爆の子」の像の前
で祈りの集いをし、みんなの折った
千羽鶴を捧げました。その後は、広
島平和記念資料館、そして、グルー
プでの碑めぐりです。
生徒たちにはもう一度ゆっくりと
見学に行って欲しいと思います。
5

三平山登山完了で満面の笑み
「原爆の子」の像の
前で祈る生徒たち

中２学年主任
中２は、蒜山にあるセミナーハウ
スを利用させていただき、林間学校
に行ってまいりました。２日間とも
天候に恵まれ、全日程を滞りなく実
施することが出来ました。
１日目の塩釜キャンプ場での飯ご
う炊さんでは、ゴーグルを装着して
奮闘し、おいしいカレーライスを作
りました。夜には、セミナーハウス
前の駐車場に仰向けに寝ころがって
満点の星空を観察しました。２日目
は、三平山に登り、大山から日本海
までが見渡せて自然の雄大さを体感
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平成24年11月９日（4）
学園だより
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