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保護者会
2014年06月28日

Today the 58K parents came to school. The annual parents meeting for the grade was held 
from 10:45 to 12:35. After the parents watched their boys’ class in the first two periods of the 
day, they gathered in the 合併室 to listen to the principal, the school nurse and the homeroom 
teachers. They then separated into groups for each class to talk to their son’s homeroom 
teacher and other parents. The boys’ school life, their clubs and their life at home were all topics 
of conversation today. We would like to thank all the parents who came today and we hope to 
work together to continue the 58K boys’ education.

2014年5月 , 日常

詳細を見る

かえる
2014年06月27日

沖縄は梅雨明け…広島はまだまだです…

梅雨といえばカエルですよね…

なぜかカエル慣れ（？）している59K中1のところに
クリクリの目をしたモリアオガエルがやってきました

2014年06月
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中1は別れが辛そうでしたが…産卵の時期なのでお別れしました

数日後…ザビエル体育館中庭の池…

卵塊です…あのカエルちゃんかどうかは不明ですが…

こちら生物実験室…
下に水のない所に産みつけられた卵塊は

少し大きくなるまで、生物部の優しいお兄さんたちが保護し…
手足が出ると裏山へと帰してやります

すずめにもかえるにも優しい広島学院です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の高校１年生の教室…

研修で一日広島大学へ行っています

一学年いないと何となく寂しい学校です…

2014年6月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

すずめ
2014年06月26日

今朝の中高別朝礼は沢山の表彰がありました。

中学のほうでは、将棋部・柔道部・陸上部の表彰があり、
高校では囲碁部とテニス部の表彰がありました。
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市大会で勝ち上がり次は県大会に出場する部も多く、今後の活躍が楽しみです。
（詳しくは、各クラブのブログをご覧ください。）

・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて・・・今日は珍しい光景に出会いました。

一見普通の室外機に見えますが・・・・。

↓よくよく見ると・・・・・・・

分かりますか？
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実はこんなところにひょっこりスズメのヒナが！！

なんと、室外機の中にスズメが巣を作っているようです。
どおりで「ピチュピチュ」賑やかなはずです。

しばらくして、また来てみるとヒナが巣から出てきて飛ぶ練習をしていました。
まだ、産毛がふわふわしていますね。

写真は撮れませんでしたが、飛ぼうと頑張っているヒナのことを親スズメが近くで見守っていました。

今いる学院生もこのヒナのようにいつかは巣から出て飛び立って行くんでしょうね。
がんばれ！！スズメのヒナ！（がんばれ！！学院生！！）

2014年6月 , M.N.

詳細を見る

熱い声援の先には…
2014年06月25日

本日は高校クラスマッチ、ソフトボール大会の決勝（高２C　VS　高３A）の再々試合が行われました。
引き分けによる再試合からの、再び引き分けによる今日の再試合の決勝戦、とても熱い試合が期待されま
す。
もちろん、応援にも気合が入ります。プロ野球の応援団を思わせる熱いコールも生徒から見られました。

一球ごとに少し緊張した空気が流れます。この長い戦いを制するのは果たして…
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激戦の末、勝利を手にしたのは　高３Ａ　でした。おめでとう！！打線もよく繋がり、守備もしっか
りとした完璧なチームワークを見せてくれました。

大いに盛り上がり、いつもとは少し雰囲気の違った昼休みとなりました。

2014年5月 , 日常 , K.S.

詳細を見る

新講堂の建築現場にて
2014年06月24日

火曜日は高２のＩＰ講座がある日です。今日は「地図とＧＩＳ学」の講座を紹介します。
１学期は、伊能忠敬になったつもりで簡易測量を行い、校内周辺の地図を作成することを目標にしていま
す。
今日は特別に、プロの仕事を学ぶため、新講堂建築現場を見学させていただきました。
生徒は興味深く現場監督の話を聞き、また変わりゆく学院の姿をしみじみと目に焼き付けることができま
した。これも竹中工務店のご厚意によります。ありがとうございました。

Page 5 of 31学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2014&month=6



　　　　　　　　　　裏山（カントリーコース）は削られて現在このような形に。
　　　　　　　　ちょうどこの辺りまで建物が来るそうです。完成が楽しみですね。

さて、こちらは中２物理の授業の様子です。今日は凸レンズのしくみについて学びました。
凸レンズのしくみはカメラで写真を撮る場面にも応用されている事を学び，生徒の皆に被写体になっても
らいました。さて、写り具合はいかがでしょうか。

Ｃ組です。瞑黙ができていない人が約１名。。　　Ｄ組です。元気に発表してくれる級長のＫ君です。

１学期ももうすぐ大詰めです。期末試験も近づいてきているので、徐々に準備を始めていきましょう。

2014年6月 , 日常 , S.S

詳細を見る

プレゼンテーション
2014年06月23日

中２の英語Bでは、プレゼンテーションが行われていました。"My life after school"という題でのショートス
ピーチです。
前に出ての発表、カメラを持った私が教室に入ったことから、生徒達は少し緊張気味で発表をしていまし
た。
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これはS君の発表です。
My life after school is very hard because I have to do a lot of things. First, I visit my grandparents’ 
house because my grandparents are very old and I fear for them. Second, I have to take the 
washing in, clean the bathroom and wash my lunch box because my mother is working and comes 
home late. Finally, I can start my homework, so I go to sleep late every day. However, I must get 
up early so I’m sleepy. （本人の書いたままです。）

2014年5月 , 日常 , N.Y

詳細を見る

750人の小学生…
2014年06月21日

心配された天気でしたが、小学生750人＋ご家族をお迎えしました。

生徒たちもすっかり「お・も・て・な・し」モード…

・・・・・・・・・・・・
野球部はバッテイングセンター…

Page 7 of 31学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2014&month=6



ジャグレンジャーはバルーン…

バスケ部はフリースロー…

囲碁部は真剣に対局…

テニス部はレッスン

剣道部は＆％？＃＄・・・

・・・・・・・・
あ、もちろん授業もありましたよ…

コンパスを使います…

こちらは解剖です…
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キックベースもありました…

・・・・・・・・

ガクもんと写真も撮れましたよ！

 楽しんでいただけましたか？？
今度は文化祭でお会いしましょう！

2014年6月 , 行事・イベント , 日常 , N.K.

詳細を見る

明日の準備…
2014年06月20日

オープンスクールに備えて…

いすの並べられた講堂ではブラス部がリハーサル

小学生と一緒に授業を受ける中１の生徒は…
机を運んだり、
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 資料を作ったり…

全国制覇の将棋部や… 

○○レベルの卓球部もお待ちしております。

明日は天気がよくないみたいですが…
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ぜひお越しください！

2014年6月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

校内定期演奏会＆調理実習
2014年06月19日

今日は、お昼休みにブラスバンド部の校内定期演奏会がありました。

ブラスバンド部にとっては年に一度のビッグイベントです！！
短いお昼休みにも関わらず、たくさんの生徒が集まりました！

最後は手拍子する中、一体感のあふれる演奏会になりました。

・・・・・…・…・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５、６限目は中２Ｄ組の家庭科の授業にお邪魔してきました！

今日は調理実習でメニューはカレーです。

行ったときにはもう完成間近！

Page 11 of 31学校便り記事一覧

2020/10/20http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2014&month=6



↑デザートのゼリーも作ります！
手際の良さで普段家のお手伝いをしているかどうかが分かりますね。

完成一番乗りの班。招待された担任の先生も一緒にぱしゃり。
おいしそうですね。

↓ちなみに、みんなが着けているエプロンも家庭科の授業で作ったものです。

ひとりひとりデザインから糸の色まで考えて縫いました。
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今日習ったカレーをぜひ家でお母さん、お父さんに披露してあげてくださいね！

行事 , 2014年5月 , M.N.

詳細を見る

下校の様子
2014年06月18日

学院の下校時間は６時となっています。最近は６時でも外はずいぶんと明るく、夏を感じる季節となって
きました。
校門の前で待っていると、多くの生徒が通っていきます。

また、他のクラブの友達を待って、一緒に帰ろうとする生徒もちらほら。

また↓のように、生徒指導の先生が６時近くになると門の前に立って指導を行います。カメラを向けると
生徒がたくさん集まってきました。

６時ギリギリになると、走って校門を抜ける生徒も通ります。時間はきっちりと守りましょうね。
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さぁ、家に帰れば大量の（？）宿題が君たちを待っている…のかもしれませんね。ワールドカップの見過
ぎで寝不足にならないように！！

2014年5月 , 日常 , K.S.

詳細を見る

雨にも負けず
2014年06月17日

今日は久しぶりに雨の一日になりました。
蒸し暑い日が続いていましたが、今日ばかりは寒いなぁという声もちらほらと聞こえてきました。
そんな中でも休憩時間の前庭では、雨にも負けずに元気に遊ぶ中１の姿が見られます。
体調を崩す生徒も出てきているので、体調管理にはしっかり気をつけてください。

さて、こちらは昨日に引き続き教育実習生の様子です。
今日は中３物理の授業でＭ浦実習生の研究授業がありました。
内容は「磁界の中で電流が受ける力について」
多くの先生に見守られている緊張にも負けず、しっかりと授業を進めていきます。
生徒の左手の動きを見れば、先生の伝えたかった事が伝わっている様子がわかりますね。

放課後になると、奉仕委員が集まって会議をしていました。
議題は今週末のオープンスクールに向けて校外清掃活動をしようというものでした。
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オープンスクールに来校される方々が心地よく来ていただけるように頑張りますので、応援よろしくお願
いします。

生徒会室では、他の執行部のメンバーが展示の準備を進めていました。
準備も大詰めまで来ています。オープンスクール当日をどうぞお楽しみに！！

2014年6月 , 日常 , S.S

詳細を見る

仕上げ
2014年06月16日

教育実習は終盤を迎えています。3週間の実習の「仕上げ」の時期に差し掛かりました。
それぞれの実習の先生方は研究授業を開きます。今まで学んだことをすべての先生方に披露するのです。
教室の後ろには先生方が並び、いつもとは違った雰囲気に、実習の先生も緊張しますが、
同時に生徒も緊張します。先週から始まった研究授業ですが、実習の先生方は上手に授業を行い、
生徒たちはそれを静かに聞いていました。さあ、もう少しです。最後まで頑張ってください。そして、良い
思い出も作って帰ってくださいね。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一方、お昼休みにはどの学年もクラスマッチを楽しんでいました。

高校生は野球です。

中学生は、ドッヂボールを楽しんでいました。

中1生同士の対決です。気合十分の様子です。
ボールを持っているのは中2生の審判です。

ザビエル体育館は中学生でいっぱいでした。
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 壁によじ登ったりいろいろしながらどうにか観戦していました。

2014年5月 , 日常 , N.Y

詳細を見る

春の集い…／高3学習合宿
2014年06月15日

今日は恒例のカトリック研究会「春の集い」…
例年午前中は映画観賞なのですが…

高２が選んだのは…やはりパブリックビユーイングでした
満員の視聴覚室、中1の生徒約90人も声援を送りましたが…残念！

午後からは自分たちの番…
サッカー、ソブトボール、ドッヂボールに分かれて戦いました！

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

さて，高3　54期生は昨日，今日と，県東部の「みろくの里」へ。
みろくの里には，遊園地や温泉…

 そして，3面ある人工芝のサッカーグラウンド。
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1日中遊び楽しめるこの場所で…

彼らは

「自習」の2日間を過ごしました。
休日や夏休みの過ごし方が，少しでもイメージできるといいですね。

2014年6月 , 行事・イベント , 日常 , N.K.

詳細を見る

Cleaning
2014年06月14日

After the last class of the day, the boys clean the school. Every class and group has their own 
duties and responsibilities. Teachers also must check their classrooms or other areas around the 
school. This year I check the 中2 toilet which is cleaning by B組 students.
There are four boys who have their cleaning assignment for one week. They usually split up and 
start with one task each, and, at the end, they finish off the last parts together. The four places 
are:

the sinks,                                                             the urinals,

the floors                                                         and the toilets.
A 中3 student who belongs to the cleaning commitee also comes to check the work.

 After their work is done, the students can go home, play outside, study or go to their clubs.
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All done!

2014年5月 , 日常

詳細を見る

地球の裏側…
2014年06月13日

ワールドカップが開幕しましたが…
今朝は登校時間と重なり、見ていない生徒が多いようです。

・・・・・・・・・・・・・・

そのブラジルの裏側でも熱戦が…

高校クラスマッチ（ソフトボール）の決勝戦

高３A対高２C…勝ったほうが教員団と対決します…

・・・・・・・・

強打の高3が先制し…

 逃げ切ると思われましたが…

高２が執念で追い付き…

引き分け再試合となりました。
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ザビエル体育館では中学のクラスマッチ（ドッヂボール）も開催中です

2014年6月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

どれにしようかな～？
2014年06月12日

中学１年生は１学期が終わるとクラブ活動が始まります。
必ずどこかのクラブに所属しなければなりませんが…

全員が今週からいろいろなクラブを見学してまわっています。

・・・・・・・・

月曜日の学校便りでも紹介しましたが、
各クラブの代表者が中１に自分のクラブを紹介しました。

ふだんは度胸があるのですが…大勢の前だと緊張しますね…

色々と趣向を凝らしての勧誘作戦…

ブラス部は生演奏の披露…

例によって柔道部の生徒が人を救う…お約束の劇…
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登山部はやはりインターハイ出場選手たちが登場…

水泳部と体操部は自慢の肉体美を披露しました…

さあ、中１はどのクラブに何人入るのでしょうか…？

2014年6月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

裸の男達
2014年06月11日

今日は中１の体育で、学院初めてのプールでの授業がありました。外の気温は十分に高く、絶好のプール
日和です。
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準備体操をしっかり行って…

説明をしっかり聞いたら…

プールの授業と言えばおなじみのコレですよね。特に中学生は声が高く「キャー」という悲鳴で耳が…

いよいよ、プールの中に入っての授業です。だんだん水に慣れてきますね。
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 最後にクラス全員が時計回りにプールを回って、流れるプールのような水の流れを作っていました。今
日は足が余裕をもって届く水位ですが、次からはもう少し水位が上がるそうなので、また違った雰囲気の
プールの授業となることでしょう。

[おまけ]
プールのすぐ外の下グラにも裸の男達の姿が…

2014年6月 , 日常 , K.S.

詳細を見る

成長を感じます・・・
2014年06月10日

休憩時間です。前庭に目を向けてみると、普段はあちらこちらで思い思いに遊んでいる中１が集まってき
ました。
何を始めるのかなと思って見ていると、みんなでドッジボールを始めました。
話を聞くところによると、昨日よりはじまった中学クラスマッチの練習をしているとのこと。
今日は対戦の当たらないクラスどうしで練習試合をしたそうです。
上級生と当たるとなかなか厳しい部分もありますが、皆でなんとか戦っていこうとする姿勢に感心しまし
た。
学院に入ってきて約２カ月。中１の生徒達は着実に成長し、友達も増え、学校に馴染んできています。
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　さて、こちらは高校生。高2ＩＰの様子です。
「化学物質と人類の歴史学」という講座では、今日から班ごとに自分たちの興味のある分野、実験につい
てのプレゼンテーションを始めました。
今日の題目は光を発する化学反応、「ルミノール反応」の利用法や原理についてです。
最初はとまどいながらのプレゼンでしたが、話のもっていき方、実験の指導など、とてもよくまとまって
いました。
随所に見られる非凡な能力はさすがだなと感じます！！
これからもどんどん成長していく姿を見せてくださいね。

2014年6月 , 日常 , S.S

詳細を見る

今週も、全国へ
2014年06月09日

今週も全国大会につながる表彰がありました。全国中学生選抜将棋大会広島県大会で、中２のT君が見事優勝
いたしました。
おめでとう！！８月に山形県で全国大会があるということです。みなさん、応援してください。
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中１の７時間目のホームルームにお邪魔しました。夏休みから始まる運動部の説明会が行われました。
高校、中学のクラブ代表者が説明をしていました。原稿を読むだけではないのが良いところ。
実演をしてみたり、寸劇を入れてみたりと、おもしろおかしく紹介が進んで行きました。

2014年5月 , 日常 , 表彰 , N.Y

詳細を見る

歩道橋…
2014年06月07日

新講堂建設でトラックの出入りが頻繁になるため…

東門には現在歩道橋が作られています。
12日（木）午後から生徒はここを渡って移動することになります

・・・・・・・・・・・

今日は学校では「高須」・「尾長」・「井口」・「千田」の４地区の地区会…
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支部長さんをはじめ高２の保護者のみなさん、大変お世話になりました。

2014年6月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

６月６日にUFOが…
2014年06月06日

今日から本格的に実習生の授業が始まりました。

２時間目、高１A教室の後ろには…険しい顔の指導教官が…

緊張の人生初授業…

高3のとき担任だった私まで緊張します…がんばれN君！

・・・・・・・・・・・・・・・・・

雨が上がったので別館跡地に行ってきました

一昨日、新講堂の起工式が行われた場所から撮影…
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創立から広島学院を見つめてきたヒノキは残されました。　左が高校校舎、右が理科校舎…
間もなく、この景色も見ることができなくなります。

 ・・・・・・・・・
“6月6日にUFOが…あっちいって…こっちいって…♪”

『ドラえもん絵描き歌』を知っている生徒はいないだろうな…と思ったのですが、
どうやら中１も高２も知っているようでした…

2014年6月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

高１ＩＰの授業
2014年06月05日

今日は高校２年生、３年生は模試がありました。

そんな中、高校１年生のＩＰの授業では教育実習生によるスピーチがありました。

テーマは「進路」についてでしたが、学院生時代から大学生活まで様々な話をしてくれました。
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少し前まで学院生だった先輩から聞く受験や高校時代の勉強の話、
まだ見たことのない大学生活の話に学院生は興味津々でした。

そんな、実習生の先生方は明日が初授業！

控室では、黙々と教材研究をする姿が・・・。
（・・・・現実逃避する姿も。）

大変でしょうが、明日の初授業頑張ってくださいね！

2014年5月

詳細を見る

学院生は…
2014年06月04日

風紀委員からのポスターです。衣替えの時期でもあり、校内外での服装も変わってきています。
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そんな中、風紀委員長自らが校内の服装のお手本を示してくれました。

バッチリ決まってます！？
風紀委員だけでなく、上級生全員が後輩の立派なお手本となると良いですね。

2014年6月 , 日常 , K.S.

詳細を見る

保護者会始まる
2014年06月03日

今日から中間試験後の保護者会が始まっています。
中１にとっては初めての中間試験でした。さて、結果はどうだったのでしょうか！
成績が良かった人も悪かった人も、これを機会に反省して次に生かしていけたらいいですね。
前向きな姿勢を期待しています！

さて、今日は高３の化学の授業を見学してきました。担当は茭口先生です。
緊張感のある中で、授業が展開されていきます。生徒の目も真剣です。
今日は４０分という短縮授業の中ですが、学ぶことが盛りだくさんでした。

さて、こちらは教員の卵、教育実習生です。
放課後の物理階段教室で演示実験の練習を行っていました。
話を聞けば、今週後半あたりから実際に授業を担当するとのことです。
実習生にとっても生徒にとっても素晴らしい授業、実習になるように応援しています。
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2014年6月 , 日常 , S.S

詳細を見る

優勝！！
2014年06月02日

先週から教育実習が始まりましたが、今日の全校朝礼で全校生徒に向けて挨拶がありました。
教員としての体験もしつつ、良い思い出も作って帰ってください。

引き続きまして、登山部の表彰がありました。なんと、県総体優勝です。インターハイ出場おめでとう。
6年ぶりの優勝ということで生徒たちも、教員も喜んでいます。インターハイも良い結果待ってますよ。

表彰の様子です。やった～！！

賞状と優勝トロフィーです。

正面玄関に優勝旗。いい眺めですね～。

2014年5月 , 日常 , N.Y

詳細を見る

ページの先頭へ戻る
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