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▼お言葉ですから▼ 
校 長  阿南 孝也 

 
７月の聖書の言葉は、ルカによる福音書５章、シモン（後のペトロ）たち漁師が、イエスの弟

子として召し出される場面です。 
 

イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして、群衆がその周

りに押し寄せて来た。（中略）イエスはシモンの持ち舟に乗り、岸から少し漕ぎ出すよう

にお頼みになった。そして、腰を下ろして舟から群衆に教え始められた。話し終わった

とき、シモンに「沖に漕ぎ出して網を降ろし、漁をしなさい」と言われた。シモンは、「先

生、わたしたちは、夜通し苦労しましたが、何もとれませんでした。しかし、お言葉です

から、網を降ろしてみましょう」と答えた。そして、漁師たちがそのとおりにすると、おびた

だしい魚がかかり、網が破れそうになった。（中略）イエスはシモンに言われた。「恐れる

ことはない。今から後、あなたは人間をとる漁師になる」。そこで、彼らは舟を陸に引き上

げ、すべてを捨ててイエスに従った。          （５章１～１１節） 
 
「お言葉ですから」という言葉に、シモンの複雑な気持ちが表れていると思います。漁師とし

てのプライドもあったでしょう。不漁で疲れている上に、プロの常識である「漁は夜、浅い場所

で」に反するイエスの言葉でした。しかし、シモンは「お言葉ですが」とは言わず、イエスの言

葉に従いました。そしてそのことが、生涯を決定づける出来事へとつながっていったのです。 
「捨てる」という言葉に注目したいと思います。シモンたちは。舟や網を置いてイエスに従う

道を選びました。私たちが進むべき道へと踏み出す時に捨てなくてはならないものは何でし

ょうか。生活のリズムを変えたくないという気持ちやプライドかもしれません。仕事を表す

“calling”や“vocation”は、神の招きに応えてという意味が込められた言葉です。神のご意思
は、しばしば人との関わりの中で示されるものです。シモンのように、自分の知識や知恵に固

執することなく、「しかし、お言葉ですから」と受け入れる、小さな勇気と素直さを持って、神に

委ねてみること、それが何より大切であることを教えてくれているのだと思います。 
聖書の言葉に続いて掲示されている言葉を贈ります。夏期休暇中の様々な出会いを大切

にして、心身の成長につなげてくれることを期待しています。 
漁師たちが、「私」を基準とした生き方から、「イエス」を基準とした生き方に導かれていった

物語です。その結果、大漁という実りを得ることができました。私たちも、勉強や様々な活動に

おいて、「お言葉ですから」と受け入れる、素直な心を大切にしたいものです。 
 

 



  

 

 

カトリック教会が、マスコミを通じてキリストの愛の精神を伝えるために行っている「心のともし

び」のテレビ番組（衛星放送スカイ A）に、阿南孝也校長が出演しています。「小さな気づきを大
切に」をテーマに、２４回にわたって放送されます。インターネットで「心のともしび」を検索いた

だければ、YouTubeでご覧いただくことができます。 

 
 

 

生徒向けのプリント『夏期休暇中の心得』を、短縮期間中に配付の予定です。ご家庭におかれまして

も、是非お目通しいただき、内容についての確認をお願いいたします。なお、夏期休暇中のクラブ活動

は午後４時４０分活動終了、５時下校となっています。 

 
 

 

○夏の健康管理 

   気をつけたい熱中症！	 

	 	 生徒たちが楽しみにしている夏期休暇が始まります。けがや病気をすることなく私生活やクラ

ブ活動を充実して頂きたいものです。気温が高くなる夏、今夏も熱中症に気をつけましょう。	 

	 	 筋肉が突っ張るなどの症状が出る「熱けいれん」、頭痛や吐き気、めまいなどの症状が出る「熱

疲労」が疑われる場合、風通しのよい日陰に移動させ、服をゆるめ、足を高くする。スポーツド

リンクなどで、冷水と塩分の補給をこまめに行う。首筋や脇の下、足の付け根などを冷やす。な

どの対策が必要です。また気温や湿度が高いとき、体調が少しでも不調な時は運動をひかえまし

ょう。保健室に、公益財団法人日本体育協会発行の「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」

がございます。ご希望の方には、ご子息を通じてお渡し致します。	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「心のともしび」放映のお知らせ 

生徒部より 

保健部より 



  

 

最近の主なクラブ実績等から  

龍谷大学第１３回青春俳句大賞 英語部門 優秀賞、 入選、 

第２６回日本数学オリンピック予選  A ランク 

京都府学年別選手権水泳競技大会 

 高校水泳部 男子２００ｍ個人メドレー 第２位 

  男子１００ｍバタフライ 第２位 

  男子１００ｍ自由形  第３位 

 中学水泳部 男子１００ｍ平泳ぎ  第２位 

  男子２００ｍ個人メドレー 優勝 

  男子１００ｍバタフライ 第３位 

  男子２００ｍ個人メドレー 第２位 

     第３位 

  男子１００ｍバタフライ 第２位 

京都府私立高等学校総合体育大会 弓道の部 

 弓道部  男子個人   優勝 

     第２位 

     第４位 

  男子団体   優勝、第２位、第３位 

京都市中学校春季総合体育大会 

 バドミントン部 男子団体  第３位 

  男子ダブルス 第３位 ２組 

 テニス部 シングルス 優勝 

  ダブルス  第２位 

  団体戦  優勝 

 ハンドボール部   第３位 

京都府高等学校総合体育大会 

 バドミントン競技 男子シングルスⅠゾーン 優勝、第２位、第３位 

  男子シングルスⅡゾーン 優勝、第２位、第３位 

 バスケットボール部 下級の部  優勝 

 弓道部   男子個人の部 優勝、第２位、第７位 

京都春季選手権水泳競技大会 

 水泳部  男子５０ｍ平泳ぎ  優勝 

  男子２００ｍ平泳ぎ  第３位 

  男子４００ｍ自由形  第３位 

 

活動部より 



  

京都府私立中学校総合体育大会 弓道の部 

 弓道部  男子個人   第６位 

近畿私立中学校水泳競技大会 

 水泳部  男子総合   第５位 

  男子４００M リレー  第６位 

  男子４００Mメドレーリレー 第６位 

  男子２００M リレー  第５位 

  男子２００M平泳ぎ  第３位 

  男子２００M背泳ぎ  第５位 

  男子２００M個人メドレー 第２位 

  男子１００M平泳ぎ  第５位 

  男子４００M個人メドレー 第３位 

  男子１００Mバタフライ 第６位 

全国高校総体弓道大会京都府予選会 

 弓道部  団体 男子の部  優勝 

８月鳥取県米子市で開催される全国高校総体に

出場 

  個人  優勝 

 ８月鳥取県米子市で開催される全国高校総体に出場 

    第３位 

    第６位 

全国中学生弓道大会京都府予選会 

 弓道部  個人の部  優勝 

 ８月明治神宮で行われる全国大会に出場 

  団体の部  第２位、第３位 

京都府私立中学校総合体育大会 

 バドミントン部 男子団体  優勝 

小・中学校将棋団体戦京都府大会 

 囲碁将棋部 中学校の部  優勝 

京都市中学校春季総合体育大会 

 水泳部  男子総合   第２位 

  男子４００Mメドレーリレー 第２位 

  男子４００M リレー  第３位 

  男子２００M個人メドレー 第２位 

  男子１５００M自由形  第２位 

  男子１００M平泳ぎ  第３位 

  男子２００M平泳ぎ  第３位 

  男子４００M自由形  第３位 



  

 

 

 
●第２５回日豪交流奨学生	 	 ５名	 

	 	 派遣期間：2016年7月20日～８月３日	 引率：モーリン	 先生	 

●今年度のホワイト奨学金対象は次の１名と１団体です。	 

	 ○個人の部 

   髙羽 悠樹（Ｈ３Ｂ） 

     第１１回全国物理コンテスト物理チャレンジ２０１５ 銀賞 

     第４７回国際物理オリンピック スイス・リヒテンシュタイン大会 日本代表 

 ○団体の部 

   高校料理研究部  ジュニア料理選手権 グランプリ  ３名 

 

 ８月６日（土）の洛星同窓会「2016年洛星ファミリー夏の集い」において、 

日豪国際交流奨学生を紹介します。また、優れた活動・業績が期待できる個人や団体に与えられるホワイ

ト奨学金の贈呈式が行われます。 

 

 
・ベルマーク・インクカートリッジ・テトラ社の紙パックをご家庭で集めて頂き、学校へお持ちくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同窓会――日豪交流奨学生・ホワイト奨学金 

教育協力会からのお知らせ 



  

 

 

７月中旬～９月初め行事予定   

７月１１日（月）～１５日（金） 特別編成授業（１１～１４日 ６限、１５日 ３限） 

１２日（火） 中学３年 平和ミュージアム見学（３・４限、５・６限） 

１３日（水） 高校３年・２年 1-4限授業、午後 能楽鑑賞(金剛能楽堂) 

 中学３年 人権講演会（６限＋α） 

１５日（金） 特別編成授業（３限） 合同終礼 

１６日（土） 生徒休業日 

１６日（土）～２１日（木） 高校３・２・１年（第１期）講習（１７日(日)を除く） 

１８日（月） 海の日 

１９日（火）～ ８月３１日 (水)  夏期休暇 

１８日（月）～２２日（金） 中学３年（第１期）補習 

１９日（火）～２８日（木） 中学２年・１年（第１期）補習（２３日（土）・２４日(日)を除く） 

２２日（金）～２７日（水） 高校３年(第２期) 講習（２４日(日)を除く） 

２３日（土） 本校主催学校見学会(10:00、14:00) 

２４日（日） 本校主催学校見学会(10:00) 

８月         １日（月） 中学１年 登校日 

５日（金）～１７日（水） 夏期学校休業期間 

１１日（木） 山の日 

２１日（日） 本校主催学校見学会(10:00、14:00) 

２３日（火）～２６日（金） 中学１年（第２期）補習 

２４日（水）～２７日（土） 中学２年（第２期）補習 

２５日（木）～３０日（火） 高校３年（第３期）講習 高校２・１年（第２期）講習（２８日(日)を除く） 

２６日（金）～３０日（火） 中学３年（第２期）補習 

９月         １日（木） 合同朝礼・ケルブ神父記念の祈り、特別編成授業（５限） 

特別編成授業（５限、土曜日は４限） 2日（金）～ ７日（火） 

６日（火）～１５日（木） 文化祭準備期間 

 
  第６号は９月２日頃発行予定です。 
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