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告知！！
2013年11月30日

今年もあと残すところ1ヶ月となりました。
来月に向けて重要な告知をいくつかさせていただきます。

告知①　Christmasの集い　2013
 来る12月21日（14：00～16：00），エリザベト音楽大学セシリアホールにて，「christmasの集い　
2013」が開かれます。
広島学院の生徒も多く参加し，学校の紹介，キャロルの合唱などが行われます。
2013年の最後，素敵で，荘厳なクリスマスを過ごされたい方は，是非，足をお運びください。
詳しくは以下のチラシをご覧ください。（画像をクリックするとPDFで大きく表示，印刷ができます）

2013年11月
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告知②　ボンバスのダイヤ改正
12月1日より，ボンバスのダイヤが大幅に改正されます。
あまり遅い時間帯のバスに乗車して遅刻しないよう，余裕を持って登校しましょう。
（広島学院では，8時までに登校するように指導しています）
詳しくは，以下をご覧ください。

告知③　12月3日は休日ではありません。「補填授業日」です。
12月3日，広島学院は創立記念日を迎えます。
例年ならば，創立記念日で休日となるのですが，今年度は，大雨の影響で家庭学習日が多くありましたの
で，
12月3日は「補填授業日」となります。
いつもどおりに元気に登校してください。

Page 2 of 52学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2013&month=11



なお，3日から部活停止。ということは期末試験1週間前です。
よいクリスマス，そして正月を迎えるために，しっかり試験の準備をしましょう（今日から！！）。

日常 , H.Y. , 2013年11月

詳細を見る

全国一斉緊急地震速報対応訓練
2013年11月29日

昨日と今日の２日間，高３は三者面談がありました。それぞれの進路が決まったでしょうか。

１０：３０頃に緊急地震速報対応訓練を行いました。緊急地震速報を聞いた生徒たちは，自分たちの机の下
に隠れて安全を確保したのち，速やかに前庭へ集まりました。

大地震を体験したことがない私たちがいざという時に動けるのか，しっかり考える時間にしてください。
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お昼休みには，高校クラスマッチ（ハンドボール）の決勝が行われました。高２Ｄ対高３Ｄの対決でした
が，どちらも譲らないすばらしい戦いとなりました。

結果は３対２で高３Ｄが勝利をおさめました。前回のハンドボール大会も含めて２連覇となりました！おめ
でとう，高３Ｄ！

日常 , T.I. , 2013年11月

詳細を見る

高校朝礼にて
2013年11月28日

　学院周辺の紅葉も盛りを越えつつあります。今日のザビエル体育館周辺はこのような光景になっていま
す（撮影時はあまり天気が良くなかったのですが、９月１９日のホームページと比較してみてくださ
い）。
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　今日の高校朝礼では、表彰が３件ありました。次の写真はライスクッキングコンテストで中国放送賞に
入賞した高２のＩ君です。テーマは「わけぎを使った朝ごはん」だったそうです。

　次の２枚の写真は、広島県総合文化祭の写真展で入賞した美術部の２人です。左が高３のＹ君で右が高
２のＫ君です。223作品中のＹ君が４席にＫ君が５席に選ばれたそうです。

そして次は、昨日のホームページでも紹介されていた科学オリンピックの表彰です。

Page 5 of 52学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2013&month=11



　昨日と今日の高２家庭科では調理実習が行われています。３・４限のＢ組を取材しました。今回の実習
では班ごとにメニューが異なっていました。

　家庭科室全体がとてもおいしそうな匂いで包まれていました。

日常 , M.Y. , 2013年11月

詳細を見る

次は全国！
2013年11月27日

広島県庁にて「広島県科学オリンピック」の表彰式が行われました。

広島県科学オリンピックにおいて第1位である金賞の表彰を受けた後，県教育委員会より「第3回科学の甲子
園全国大会」の広島県代表としての認定を受けました。今後は来年3月に行われる全国大会に向けて準備を進
めることになります。リーダーは，表彰式で教育長に「全国でもしっかりがんばります」と抱負を語りまし

た。今後ともどうぞ応援よろしくお願いいたします。
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日常 , 表彰 , 2013年11月

詳細を見る

図書委員の活動
2013年11月26日

今日は、中1の化学の実験がありました。中1生は、まだまだ全部が目新しいようで、
見ていても楽しいです。

↑今日は、電源装置と電流計を組み立てて、イオンの水溶液の電気伝導性を調べました。

どのクラスも、カメラを向けても元気いっぱいでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

放課後は、図書室へ行ってみました。

今度の創立記念式典で東ティモールの話があるので、さっそく特設コーナーを作ったそうです。
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毎年冬に遠征に行っている、釜が崎のコーナーも作ってありました。

背後では、図書委員がせっせと本の整理や古くなった本のラベル貼りをしていました。
図書委員のお勧め本のコーナーもあるそうなのでよかったら見にいってくださいね。（写真下右）

日常 , M.T. , 2013年11月

詳細を見る

広島学院メープル賞！
2013年11月25日
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「宮島」の紅葉谷公園も昨日はものすごい人出だったようですが…

学院NO1 の紅葉(メープル賞？)を探しに校内をぐるっと一周…

おそらくこの木↑ではないでしょうか？　どこにあるかわかりますかね。

ヒント……近くでロサド先生がハンガーを製作中でした。

今朝は激しい雨で中2Aの傘立も満員…ちゃんとネームシールが貼ってあるので大丈夫です。
・・・・・・・・・・

午後には明るい日差しが…高3LHRはスポーツですが…
校舎内では「知のスポーツ」…ペーパークイズ＆アタック25に24人が挑戦しました。
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前半リードのA組↑を一時はB組が逆転↓しましたが…

アタックチャンスの「5番」をA組に奪われ万事休す… 
 ・・・・・・・・・ 

　　ペーパークイズ問題から5問とってきました。（さまざまなジャンルからの出題です）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………さすがに高3用は少し難しいですかね？

　　　（スポーツ）　ヤンキーズのイチローと黒田の背番号、足していくつ？
　　　（昔話）　花咲じいさんがまいた灰、一体何を燃やしでできたもの？
　　　（音楽）　ドイツの作曲家3B、バッハ・ベートーベンとあと一人は？
　　　（文学）　日本三景のうち「百人一首」に詠まれている名勝がある都道府県は？
　　　（化学）　アルファベットA～Jの10文字のうち、一文字で元素記号をあらわすものはいくつある？

日常 , N.K. , 2013年11月

詳細を見る

結実の秋
2013年11月24日

昨日は、夏休みの宿題の中でコンクールに応募して賞を貰った作品の表彰式に行ってきました。
実は、朝から3つ表彰式がありました。
１つ目が、科学作文のコンクールでした。
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中３のK君は最優秀賞に選ばれ、11月19日の中国新聞に作文が掲載されたそうです。

中２のH君は佳作に選ばれました。

午後からは、こども文化科学館で夢絵画と工作の表彰式がありました。
夢絵画は受賞者6名中、特別賞以上の2名が呼ばれました。
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中１のT君が、未来の車いすという題名の絵で、クマヒラ賞という賞をもらいました。

作文に引き続き、中３のK君がフィードバック式分子化光線機という題の絵でエネルギア賞という賞をも
らいました。

工作は、中１のO君がアイデア賞をもらいましたが、都合により出席できなかったので、今度の中高別朝
礼で表彰してもらおうと思います。
みんな、夏休みのことはすっかり忘れていたと思いますが、夏休み中の努力が実を結んで良かったです
ね。夢絵画と工作は、この後さらに県の代表作品として全国大会へ出展されるそうです。

日常 , 2013年11月

詳細を見る
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秋の集い… 2013年11月23日

カト研恒例の「秋の集い」…
この聖堂では最後になります。

今年は中1が38人集まり…

上級生と映画やソフトボールを楽しみました。

牛尾神父のお誕生日も…
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最後はおやつを食べて解散！

楽しい秋の一日でした。
・・・・・・

家に帰ったら…お父さん・お母さんの勤労に感謝しましょう！

行事・イベント , 日常 , 2013年11月

詳細を見る

すっかり寒くなりました。
2013年11月22日

今週から高校クラスマッチが始まりましたが，いよいよ来週月曜日に決勝戦が行われます。昨年度王者の高
３Ｄに高２Ｄがどれだけ食らいつけるかが楽しみです！
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それにしても，すっかり寒くなりました。朝には４℃近くまで冷え込んでいます。

さすがに川で遊ぶ中１はいなくなりました…

水泳部たちもさすがにプールで泳げないみたいです…

明日は秋の集いです。心がほっこりする１日になりますように…。

日常 , T.I. , 2013年11月

詳細を見る

IP研修
2013年11月21日

今日は，中３・中１がIP研修に出かけています。

中３担任団が現地からその様子を伝える写真を送ってくれました。

中３はＩＰ学習の一環で大久野島を訪れました。天候に恵まれ、大久野島の魅力を味わいつつ、ここにか
つて存在していた歴史の痕跡をめぐりました。
今の大久野島の平穏で美しい姿からは想像できない悲しい現実を見つめる中３のまなざしは真剣そのも
の。
この島で感じたことをきっかけに平和の尊さを考えることができたのではないかと思います。
（文責　K.K）
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続いて，中１からも。

 中1はIP研修でフランシスコザビエルゆかりの地山口市に行ってきました。

最初に山口ザビエル記念聖堂でカンガス神父様の話を聞き、ごミサにあずかりました。
カンガス神父様からは「自分のために生きるか、人のために生きるか。」と学院が大切にしているBe 
men for othersの精神について話していただきました。
その後資料館を見学。
（残念ながら聖堂の中では写真撮影が出来ませんでした）
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午後からは、ザビエルに布教を許可した大内氏とゆかりのある瑠璃光寺を訪ねました。

普段とは違う雰囲気の中での、良い研修になりました。
（文責　Y.F）

日常 , H.Y. , 2013年11月

詳細を見る

広島県科学セミナー
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2013年11月21日

さる11月16日，高校2年生6名で広島県科学セミナーに参加してきました。このセミナーでは，各校のグ
ループが自然科学に関するテーマを決めて研究を進め，2月に発表を行います。この日は，その研究の中
間発表をポスターセッションの形で行いました。

セッションでは，他に発表した各校の生徒や大学の先生などさまざまな方が来られ，ポスターを前に議論
をかわしました。彼らにとってポスターセッションは初めてでしたが，貴重な経験となったようです。

なお，上記6名が参加した広島県科学オリンピック(11月9日開催)において，本校が金賞（総合1位）を獲
得しました。応援いただいた皆様，ありがとうございました。

日常 , 表彰 , 2013年11月

詳細を見る

中2…PIGな一日
2013年11月20日

生物実験室では…泌尿器系を学習中の中2が「腎臓」の解剖…
真っ二つに開くのは簡単そうに思えるのですが…

腎盂（じんう）が見えるように切るのは意外に大変です。
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うまく切れたら内部のスケッチも楽にできます。
↓　中2A組　F君のスケッチです

・・・・・・・・・・・・・・・・

理科棟の最上階は家庭科教室…今日は中2の調理実習の日、
「しょうが焼」のいい匂いがしてきました…

日常 , N.K. , 2013年11月

詳細を見る

クラスマッチ始まる
2013年11月19日

このところ急に寒くなってきました。
体育祭・文化祭と大きい行事は終わりましたが、生徒会の掲示板を見ると

様々な活動をしているようです。
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募金活動やクリスマス会の準備やクラスマッチなど様々です。
これ以外にも、街頭募金や炊き出しなども行っています。

18日から昼休みにクラスマッチでハンドボールを行っています。
次の試合は20日です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日は、昼休みに図書室へ行ってみました。

図書委員が慣れた手つきで本の貸し出しをしていました。
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新刊や特集コーナーもなかなか充実しています。

寒いせいか、雑誌コーナーや読書コーナーも賑わっていました。

日常 , M.T. , 2013年11月

詳細を見る

『あきらめない』
2013年11月18日

月曜日は全校朝礼…校長の話は山下貴大君について…

貴大君のお父様、山下正樹さんは本校24Kで弁護士をされていました。
貴大君は6歳で父親の正樹さんを亡くし、脳腫瘍、大腸がん、そして白血病を発病…

先月、手記『あきらめない』の出版前に18歳で亡くなられました。

この本を読んでもらって、貴大君の言葉を届けたい！………

Page 21 of 52学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2013&month=11



…入手に関して、お父様の同期24K卒業生がお世話くださいます
本屋さんでは手に入らないそうですが…ご希望の方はこちらからどうぞ…

  ・・・・・・・・・・・・・・

久しぶりにロサド先生を尋ねて木工室へ…

 10月28日のHP「学校便り」にあった恐竜？は…

内部に電気をつけてもらうと、すでにリアルな岩のようすが…

新中1の手作りハンガーの準備も着々と進んでいましたよ

Page 22 of 52学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2013&month=11



ロサド先生を見習って、計画的に仕事をしたいものです…

受験生のみなさん…「入学ハンガー」を目指して、あと2カ月風邪ひかないように！！

日常 , N.K. , 2013年11月

詳細を見る

夕方の幟町公園
2013年11月17日

今日は『炊き出し』の日…

銀杏も黄色くなり、生徒たちも寒そうに準備しています.
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さあ、今から温かいカレーライスをお渡ししますね！

行事・イベント , 日常 , 2013年11月

詳細を見る

平成25年度　広島学院物故者追悼式
2013年11月16日

今日は，追悼式。
今年度に学院関係者で亡くなった方に想いをよせ，その死を悼む日です。
講堂では，全校生徒が参加し，厳粛な雰囲気の中，式が行われました。

日常 , H.Y. , 2013年11月

詳細を見る

大切にする。
2013年11月15日

以前，ぐるぐるスクールで「物を大切にする学校」として紹介していただいたのに…持ち主不明の忘れ物た
ちが寂しそうに職員室前廊下に並んでおります。メガネや時計などの貴重品や，校内着，水筒，運動靴，さ
らには弁当箱まで！
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せめて名前を書いていれば，持ち主の元に帰ることができたのですが…。すぐに買い替えてしまう時代に
なってしまいましたが，昔と変わらず物を大切にする人であってほしいものです。寂しく並んだ彼らがご主
人の元に無事に帰れますように。

中１Ｂの教室を覗くと，クラスの現状を共有するために取られたクラスアンケートが掲示されていました。

 良いところと悪いところを並べてみると，反省点が浮き彫りになりますね。
・元気がいいが，授業中騒がしくなることが多い。
・うるさいときにみんなが注意するので，授業がチャイムと同時にはじまらない。
・行事のときに盛り上がるが，提出物の出は悪い。
・いつも笑顔だが，挨拶は担任より声が小さい。（担任の声が大きすぎるのか？！）
・面白いクラスだが，けじめがついていない。
・（楽しい行事では）まとまりがあるが，（やるべきときには）まとまりがない。
今後，クラスのまとまりを大切にする中１Ｂに期待しましょう！

明日は追悼式ですが，講堂では校務の先生方が準備をされていました。普段目にすることは少ないのです
が，こういった裏方で私たちの学校生活を支えてくださっている人がいることに気づき，感謝できる人に
なってほしいと思います。
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明日の追悼式は，亡くなられた大切な方々を思う日にしましょう。

日常 , T.I. , 2013年11月

詳細を見る

フィリピン台風災害救援募金
2013年11月14日

　前庭の桜の木もだいぶ紅葉が進み、葉っぱがようやく散り始めています（例年より遅い気がします）。
今朝の中高別朝礼では、台風30号によって多大な被害が出たフィリピンへの募金を奉仕委員が呼びかけま
した。

　高校の朝礼では、先週行われたエコノミクス甲子園（金融知力普及協会主催）の広島大会で優勝した、
高１のＳ君とＮ君の表彰が行われました。この後２人は、東京で行われる全国大会に参加します。写真は
少し大げさですが、東京行きの航空券です。

　高校２年（写真はＤ組）の化学では「陽イオンの検出実験」が行われていました。生徒たちは、様々な
金属に陰イオンを混ぜて沈殿物を生成し、その実験結果をまとめていました。
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　６時間目の中２ＩＰの授業では、助産師の筆本さんを講師としてお招きし、“つながる「いのち」を考
える”という演題で生命倫理に関する講演をしていただきました。１人１人の「いのち」はかけがえのな
いものだということを真剣に考えるきっかけになったことだと思います。

日常 , M.Y. , 2013年11月

詳細を見る

中間体操
2013年11月13日

One of the most common 
topics for this page is the 
daily calisthenics 
performed by students at 
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Gakuin. The tradition is as 
old as the school and 
promotes the old saying, 
"healthy body, healthy 
mind". However, the brisk 
weather of winter forces 
the school to change some 
parts of the activity.

In cold weather, the student jog with their classmates in order to stay warm. The music is also 
different in winter. The Tokyo Olympic March is played from November at Gakuin. It's fast pace 
and rhythm get the students moving.

Unfortunately, some boys get too close to the camera.

日常 , 2013年11月

詳細を見る

高3化学実験見学
2013年11月12日

今日は、高3の化学で実験をするということで見学に行ってきました。
自習室で見かける真剣な様子とはまた異なり

和気あいあいと班の仲間と協力して実験をしていました。

↑実験の最後の仕上げの少し前でしたが、中断してピースサインをくれました。

Page 28 of 52学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2013&month=11



↑(左)　実験テーマと、実験を見守る阪本先生です。
↑(右)　実験で使う油の膜が上手く出来ました。　

↑(左)　皆、体が大きいので、大学の実験室にいるような気分でした。
↑(右)　良い質問が出たのか!?阪本先生が身振りを交えて説明していました。

体育祭、文化祭も終わって、急に寒くなってきました。
高3を含め、生徒の皆は風邪をひくことのないように気をつけましょう。

日常 , M.T. , 2013年11月

詳細を見る

the rainbow
2013年11月11日

4連休も終わり、通常の週の始まり…
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 朝礼での校長の話は、今週土曜日の追悼式を前にして…

　　　　　　　　　　「広島学院を造られた多くの人々のことを考えること…」
　　　　　　　　　　「死を考えることによって現在をより豊かに生きること…」

 詳細は「講話」を…
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 個人的には、先週亡くなられたウーリック神父との日々を反芻しております

 『人のために時間を割くことは、自分の命の一部を与えること…』
34才から72才まで、命の大半を神父は「広島」と「福岡」の中高生のために与えられました

  福岡での校長時代、流暢な日本語で『私の目の黒いうちは…』と青い目で語っておられましたが…
ウーリック神父のプレゼントでしょうか？夕方にはきれいなアーチが…

  RCC「モテモテ6」（12年前？）を視た生徒以外、在校生にはまったく縁のない神父ですが…
また一つ広島学院の巨星が消えてしまいました。　土曜日、私と一緒にお祈りください。

なお、広島学院でのウーリック神父の追悼ミサは　12月2日（月）17：30より　別館聖堂　で行われます

・・・・・・・・・・・・・・

さて、今日は11月11日…いかにも「～の日」になりそうですが…
「電池の日」そして「サケ（酒ではなく魚の…）の日」だそうです

理由は…よく考えたらきっとわかるでしょうから省略しますね
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ところで素朴な疑問…電池の日、サケの日は一体何をすればいいんでしょうかね？

他にも「ポッキー＆プリッツの日」「チンアナゴの日」「サッカーの日」……
……など　まだまだあるそうですよ

日常 , N.K. , 2013年11月

詳細を見る

サイエンスコミュニケーションゲーム
2013年11月08日

文化祭代休2日目の今日，高2の生徒数名が学校に集まって，真剣なまなざしで何かやっています。彼らの
視線の先には…。

真剣なまなざしの先にはおもちゃのようなものが。
高校生にもなってまじめにおもちゃで遊んでいるのかと思いきや，まじめに「競技」の練習をしていると
のことでした。

Page 31 of 52学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2013&month=11



サイエンスコミュニケーションゲームと呼ばれるこの競技，2名が上の写真のような構造物の設計図を文
章で表し，

別の2人がその設計図をもとに構造物を再現します。
この競技は，設計図をつくる側の表現力，構造物を再現する側の理解力が問われ，お互いを理解する能力
が競技の出来を左右します。
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で，再現されたものがこちら…。
大会は，この実技競技と，実験課題および筆記試験の結果を合わせて勝敗が決します。がんばれ！

日常 , 2013年11月

詳細を見る

休息のとき
2013年11月06日

文化祭も終わり，学校も平常の生活に戻りました。

ふと，前庭を見ると，ガクもんが裏山からひなたぼっこに来ていました。
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文化祭の2日間，多忙を極めたガクもんは，さすがに疲れたみたいです。
声をかけても気づかないほど，ぐっすり眠っていました。

明日からは4連休。

文化祭で疲れているは生徒のみなさんも同じこと。
2学期の残り1ヶ月半を乗り切るために，しっかり休んでください。

日常 , 2013年11月

詳細を見る

文化祭が無事に終わって
2013年11月05日

文化祭が無事に終わり、今朝は秋の晴れ空の下
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机の搬入から一日がはじまりました。

↓今日からすぐに授業があるので、今朝は教室の復帰で大忙しでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
短縮授業の後で、放課後に合同終礼がありました。

 合同終礼では、文化委員の代表者がアンケートの投票結果を発表してくれました。

食販部門の結果は・・・
第３位　「麺そーれ!!」（焼きそば・水球部）

第２位　「29代目たこやきてっぺん」（たこ焼き・剣道部）
第1位　「It's a　わっふる　world」（ワッフル・サッカー部）でした。
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喫茶部門は・・・
第3位　「鉄道喫茶「夢空間」」（同好会）

第2位　「カト研喫茶Garatia」（カトリック研究会）
第1位　「Cafe ESS」（ESS）でした。

展示部門は・・・
第3位　「17歳の部屋」（高2学年）

第2位　「Chemistrium~化学の展覧会」(化学部)
第1位　｢ところで生物部｣(生物部)

娯楽部門は・・・
第3位　｢曲芸戦隊ジャグレンジャー｣(ジャグレンジャー)

第2位　｢GAMEバトリンピック｣(同好会)
第1位　｢RCC大迷路｣(テニス部)でした。
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バンド部門は・・・
第3位　｢クレゾール｣

第2位　「ハワイアン協会」
第1位　「ハッシュドポテト」でした。

サークル大賞は、RCC大迷路でした。
6年連続のサークル大賞で、約6200票のうち1200票近くを

獲得していたそうです。

 最後に、文化委員長から一言ありました。
ガクモンというキャラクターを産み出し、自分達の文化祭に素晴らしい影響を与えてくれた高3生と

文化祭に関わった人達すべてへの感謝と、この文化祭を後輩に引き継いでいって欲しい
という思いを語ってくれました。
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。

 これで、無事に2013年度の文化祭は終わりました。
来年の文化祭が早くも楽しみです。

日常 , M.T. , 2013年11月

詳細を見る

Honoured Guest
2013年11月05日

Today Hiroshima Gakuin was happy to welcome Father Joel E. Tabora, SJ, President of Ateneo 
de Davao University. Fr. Tabora is also the former President of Ateneo de Naga University, and 
has had the opportunity to meet students and staff from Gakuin over the years. We all hope 
that he has a pleasant stay in Japan and a safe journey home.

日常 , 2013年11月

詳細を見る

どうもありがとうございました！
2013年11月04日

昨日デビューした「ガクもん」…
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今日は前庭に登場… 
受験生とパチリ！

お母さんとパチリ！

 これまで毎年人気だった生物部の「ヒキガエル」たち
『今年は「ガクもん」に人気を奪われたかな？』…と、ちょっと不安な顔つき…

いえいえ…まだまだ人気は健在でした
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「学院生より堂々としててかっこいいね！」
 ・・・・・・・・・・
ごく自然なすれちがい

文化祭ならではの異様な光景ですな 
・・・・・・・・・・・・

 カト研喫茶「Gratia」の宣伝部隊…

かわいい中1の天使たち…ひと足早いメリークリスマス
 ・・・・・・・・・・・・

 中2の演劇

両親＋祖父母＋友人＋冷やかし？＝超満員
 ・・・・・・・・・・・・
ＥＳＳの喫茶「cafe　ESS」
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中2部員が英語の歌を披露
 ・・・・・・・・・・・・

美男（イケメン）の部屋…女子学生がたくさん

イケメン＝イケてる面？それとも…いけないメンバー？
・・・・・・・・・・・・・・・・

 講堂では…　　
 「ただ～あなたにだけ　届いて欲しい響け恋の歌～♪」

例年になくボーカルが上手！…頭に響く歌声をありがとう！
・・・・・・・・・

お母様方の合唱「コーロ・ヴェルデ」
「巡り会いたい人がそこにいる～　やさしさ広げて待っている～♪」　

例年通り素晴らしい！…心に響く歌声をありがとうございました！
・・・・・・・・・

 おなじみ　Party Joke
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さすがにすごい人でした
・・・・・・・・・

  「クイズ好き2013」のアタック25…

おもてなし？実力？…小学生相手に学院生が苦戦！
・・・・・・・・・

高3公開授業
5人の先生を鋭くえぐるＭ君

 高3の部屋
高1のとき書いた絵馬が並んでいますが…

「あの子何を書いたのかしら？」…必死で探されるご両親（焦）

Page 42 of 52学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2013&month=11



「before after」…中1(5年前)と高3（今）の顔が並べて展示されていました

異色の対局……クリス先生は果たして…？
 ・・・・・・・・

ジャグレンジャーの部屋…保育園状態

「みんな、将来の学院ジャグレンジャーを頼んだよ！」
・・・・・・・・・・・

前庭ステージ

今年のジャグレンジャーはハイレベル、安心して見ていられました
・・・・・・・・・

  先生紹介…「橋本先生、何でそんなしゃべり方なんですか？」
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 「ふつうにしゃべってるだけですよぉ～（注：抑揚なく）」
・・・・・・・・・・

さすがＢＩＮＧＯは大人気！

前庭…食販
やはり予想通りこの人↓でした

…でも、あまりおいしそうな顔してませんな…
 ・・・・・・・・・・・・
 高校ホール…金魚すくい

今年は生物部と文化祭本部のコラボ企画でした
・・・・・・・・・・・・・・・・

お昼前、前庭は大変なことに…
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  茶道部のお点前も…　SOLD OUT 続出

亭主「結構な入りでした…」
・・・・・・・・・・

小体育館は　テニス部の伝統「ＲＣＣ大迷路」

入口風景…出るまでに約10分（脱出できず救出された人も…）
・・・・・・・・・・・
エンディングはやはり…

「潮騒のメモリ～♪　17歳は～♪」

来校された皆さま、「じぇじぇじぇ」していただけましたか？
・・・・・・・・・・ 

「じぇ」とは…
「えっ！」や「あっ！」と同じく驚きを表す。より大きな驚きの場合は「じぇ」の数を増やす。

少しガッカリしたニュアンスで使うこともある。（←文化祭がこれでありませんように）
絵（顔）文字は…

じぇ→(‘j’)　じぇじぇ→(‘jj’)　じぇじぇじぇ→(‘jjj’)
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行事・イベント , N.K. , 2013年11月

詳細を見る

じぇじぇじぇ！の「スカイツリー」
2013年11月03日

あいにくの雨…古江の丘から下界（広島市内？）はまったく見えません…

目玉の一つ「スカイツリー」…全校生が必死で青系ドリンクを飲み、かき集めたようですが…

…まさか↑「金麦」は飲んどらんよね！
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中央階段４Ｆから見た「スカイツリー」…下に雲？も見えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 「文化講演会」…講師は本校９期卒業生の川本隆史教授 

対談番組の中で川本先生が、川嶋あいさんにプレゼントした詩は…
原爆でご主人と息子さんを亡くされた同郷の大平数子さんの「慟哭」

こどもたちよ  あなたは知っているでしょう  正義ということを
                                    正義とは  つるぎをぬくことでないことを
                                    正義とは  ”あい”だということを
                                    正義とは  お母さんを悲しませないことだということを

君たちを育ててくれた「母」をそして「母校」を悲しませないように…　　
　　　　　　　　　卒業生の一人として後輩たちにエールを送っていただきました

・・・・・・・・・・・・・・・・・
そういえば男子校でも「父校」とは言いませんよね…「父」は寂しいですな 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

53Ｋ高3の悲願…ついに「ガクもん」がやってきました！　
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すでに大人気！…子供たち（中1も含む）から写真撮影のリクエストが相次いでいます。
この勢いだと…2011「くまモン」→2012「バリィさん」→2013「未発表」→2014「ガクもん」ですな！

朝から降り続く雨で、「ガクもん」も今日はずっと校舎内をうろうろしていますが…
明日の予報は晴、校舎から出て前庭にも登場しますよ！　ぜひ会いに来てください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15：00　別館では…多くの学院関係者（旧教職員・卒業生）が集合し
来年3月に取り壊される予定の「聖ヨセフ聖堂」で、感謝のミサが行われました

司式は（左から）牛尾神父・曽根神父・梶山神父・関根神父・小崎神父・大木神父・高祖神父
前の写真はレデスマ神父です

最後は校歌を歌って聖堂とお別れしました
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行事・イベント , N.K. , 2013年11月

詳細を見る

「じぇじぇじぇ」を届けるために…
2013年11月02日

今日は，終日準備の日。
それぞれのサークルが，来場者の方々に「じぇじぇじぇ」を感じていただくために心を込めて準備をして
います。
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明日からの文化祭，多くの皆様の来場をお待ちしております。

日常 , H.Y. , 2013年11月

詳細を見る

１１月になりました。
2013年11月01日

朝晩が冷え込む季節になりました。体育祭が終わったと思ったら，文化祭まであと２日になっていました。
中庭には何やら謎の空き缶が…。これは一体何なのでしょうか。
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今日は午後から文化祭準備の作業がありました。

中学生も，

高校生もみな真面目にはたらいています！

これらの作業はすべてこちらの作業本部で管理されています。今年は円滑に準備できたのでしょうか？！

明後日から２日間，全校生徒でみなさまを「お・も・て・な・し」します！たくさんの方のご来校をお待ち
しております！
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※中２学年より保護者のみなさまへ連絡があります！

文化祭で行う「中２演劇」のスケジュールを変更しました！広島学院のウェブサイトの「保護者の皆様へ」
の「中学２年のお知らせ」に近々アップします。事前にご確認の上，ご来校ください。よろしくお願いしま
す。

日常 , T.I. , 2013年11月
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