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続 東北被災地ボランティア南相馬D隊
2014年08月27日

先日に続き、南相馬より活動の様子が届きましたので報告いたします。

高性能の線量計を持って、各地の放射線量を測定しながら南相馬を回りました。
目に見えないものを可視化しながら動くことで、放射線と隣り合わせになって生活することの生き辛さを
実感しました。

福島第一原発より6km圏へ。
放射能に汚染された牧草地で今でもなお、牛たちと生活されている方のお話を伺いました。
中には白い斑点が出ている牛もいました。
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仮設住宅のサロンで地域の皆様と。
ご自身の仮設での生活が長らく続いておられるにも関わらず、広島の土砂災害の事をとても気にかけて下
さいました。
「いつもここに来てくれる、広島の高校生たちは大丈夫だったのだろうか」
と募金を募って頂いていたそうです。帰広後、しっかりとお気持ちを届けます。

大学を一年間休学して、相馬で活動している48期生に宿泊先まで来てもらいました。
なぜ休学したのか、なぜ相馬だったのか、なぜ医学部に進学したのか、相馬で何をしているのか...
地に足をつけて生活されている大先輩から、生徒たちもたくさんの刺激をもらいました。

番場ゼミナールにて、先生や同年代の中高生からお話を伺いました。
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一見、私たちと変わりない生活をしているように見えたのですが、お一人お一人に私たちが想像できない
お話がありました。

（文責　Y・A）

2014年8月 , 生徒の活動

詳細を見る

生物部…今年もハワイ遠征？
2014年08月27日

いえいえ、ここは瀬戸内海のM島…               

（穴場なのでヒミツにしておきます）

泊まり込みで、「ウミホタル」の採集をおこないました
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本当の美しさは写真ではお届けできません

…どうぞ文化祭でごらんください

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

採集が終わっても、いつまでもテントの灯りが消えないので…のぞいてみたら…

「花より団子」でなく「ウミホタルより宿題」でした。

蛍も真っ青…生徒の尻には火がついて炎上していました

                            （注）ウミホタルは蛍と同じ節足動物ですが
                                         …昆虫ではなくエビの仲間、お尻が光っているのではありません

2014年8月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

東北被災地ボランティア南相馬Ｄ隊
2014年08月25日

一昨日より南相馬にやって来ました。
本日は避難指示解除準備区域の小高区の民家でお手伝い。
ゴミの収集・整理・草刈りなど...１５人がかりで１日活動しましたが、草刈りは最後まで終わりませんで
した。
周辺の民家や小学校の校庭もまだまだ手つかずで、草が生い茂っています。

地域に残って頑張っておられる社会福祉協議会の青年スタッフからお話を伺いました。
震災から３年が過ぎ、問題の内容も徐々に変化してきていますが、まだまだ山積していました。
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地元広島の被害を目の前に南相馬入りし、いろいろな思いはありますが、ここでの活動が必ず広島に帰っ
た後に繋がっていくと感じています。残りの日程も、精一杯のことをやっていきます。

2014年8月 , 生徒の活動

詳細を見る

フィリピン研修最終日
2014年08月12日

フィリピン研修最後の日。
ショッピングモールでの買い物や、博物館の見学などを行いました。

明日（１２日）マニラを発ち、広島へ戻ります。
家に着くまでがフィリピン研修……ですよね。

気を抜かずに帰国します。

とても充実した１４日間でした。
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ナガでの最後の晩餐

分かち合いの様子

行事 , 2014年8月

詳細を見る

フィリピン研修１２日目
2014年08月11日

広島学院４１期以前の卒業生なら恐らく皆さんご存知のフェルナデス神父。
長年、広島学院に勤められ、フェルさんとの愛称でみんなに親しまれておりました。
広島学院退勤後は、体を療養するため、祖国フィリピンへと戻っいらっしゃいましたが、日本語を話すこ
とはまだまだ健在。
ご自身の戦争体験をもとに、「過去や歴史から学ぶことの重要性」をお話ししてくださいました。
フェルナンデス先生。まだまだお元気でいてくださいね。
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その後はマニラ市内観光。

リサール公園、サンチャゴ要塞、サン・アウグスティン教会などを見学しました。

2014年8月

詳細を見る
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フィリピン研修１１日目
2014年08月10日

フィリピンはマニラに在住の佐藤神父と合流した私たちは、タラ療養所へと向かいました。

着くと立派な建物に案内され、現地のドクターからハンセン氏病に関して、スライドを用いて詳しく説明
していただきました。
そして、後遺症のため入院されている方がいらっしゃる療養施設を訪れました。

午後からはスラム街の訪問。

フィリピンのスラム街には、複数の家族で構成されたコミュニティがあります。私たちは少人数のグルー
プに分かれ、それぞれのコミュニティのご家庭を訪問させていただきました。

コミュニティの家族間で様々なことを助け合いつつ、明るく力強く生活されている様子を拝見した私た
ち。今日の分かち合いミーティングは「本当の幸せとは何か」が柱のテーマとなりました。
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2014年8月

詳細を見る

ディベート会の活動報告
2014年08月09日

第19回ディベート甲子園予選中四国大会において，参加校が１３校と例年より多いながらディベート会発
足２年で見事優勝することができました。
同時に８月の８日から１０まで東洋大学で開催される第19回ディベート甲子園への出場権を獲得し，
今現在頑張っています。
ディベートは次の時代を生きる上で必要なツールであると、私達は考えています。
どうぞ応援よろしくお願いします！

文責  高３Ｓ君
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2014年8月 , 生徒の活動

詳細を見る

フィリピン研修１０日目
2014年08月09日

早朝、アテネオ・デ・ナガ大学内にたくさんのホームステイ・ファミリーが集合しました。

ここでファミリーとはお別れです。
別れを惜しむべく、手を握り合って話している姿やハグをしている姿が見られました。

マニラ到着後は、フィリピンの青少年に奨学金を送る会「サラマッポ会」に所属している方の案内の元、
スラム・トンド地区にある幼児施設と、「死を待つ人々の家」というマザーテレサの施設を訪問しまし
た。

サラマッポ会の活動ブログはこちらです。
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2014年8月 , 日常

詳細を見る

フィリピン研修９日目
2014年08月08日

今日はナガ校で過ごす最後の日。
朝は全校生徒が集まりミサが行われ、その後はナガの生徒会の皆さんが企画をしてくれたフェアウェル・
セレモニー。
バイオリンの発表や合唱、ダンスまで様々な出し物を用意してくれていましたが、特にダンスの迫力と盛
り上がりは凄まじかったです。

午後からは田植え体験をしました。農家の人たちの大変さを身をもって体験し、食べ物に対しての感謝の
気持ちを忘れてはいけないことを再確認しました。

そして夜はホストファミリーも参加して、フェアウェル・パーティ。
最初の緊張した面持ちの家族集合写真とは違い、みんな優しい笑顔での写真撮影。中には感極まって涙ぐ
む方もいらっしゃって、カメラマンだった私も熱いものがこみ上げてきました。
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2014年7月 , 日常

詳細を見る

フィリピン研修８日目
2014年08月07日

身寄りのない方々の療養施設The Gift of Loveを訪問しました。

ベッドの横にひざまずき、一人ひとりの方にご挨拶をする中、「今日はたくさんの若い人たちが来てくれ
て本当にいい日だ」と涙ぐむ方もいらっしゃいました。

生徒はハグをし、その方の涙声を間近で聞くと、こみ上げてくるものがあったようです。

2014年8月 , 日常

詳細を見る
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フィリピン研修７日目
2014年08月06日

ナガ校での授業後、今日はMissionaries of the poorというハンディキャップを持った方々の施設の訪
問。

一人ひとり手を取って挨拶をし、お話を伺うことができました。

2014年8月 , 日常

詳細を見る

フィリピン研修６日目
2014年08月05日
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今日からナガの生徒の授業に一緒に参加しています。

ナガの生徒はノリがよく、我々が教室に入ると歓声を上げて盛り上げてくれます。その雰囲気のおかげ
か、最初は堅い表情の学院生もすぐに打ち解けていたようです。

午後はセント・ラファエラという施設の見学。
貧しいスラムの地区から通っている子供たちとの交流でした。

目を輝かせたかわいい子たちとふれあった後、実際にその子たちが通うスラム街をシスター先導のもと、
歩いて見学させていただきました。

台風の後ということもあり、本当に悲惨な状況で暮らす人々。我々にできることは何があるのか。無力感
を感じつつ、大きな課題に直面し、言葉を失いました。
分かち合いミーティングでは感じたことや自分の想い、この現状への疑問など、様々な意見が飛び交いま
した。
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2014年8月 , 日常

詳細を見る

フィリピン研修5日目
2014年08月04日

本日もナガ校はお休み。

午後、本校生徒がお世話になっている家庭に訪問させていただきました。

生徒は、日本とフィリピンの文化の違いに戸惑いながらも、そこから様々なものを学んでいるようです。

また、家族や親せきの皆さんによくしていただいたようで、色々なエピソードを興奮気味に話している生
徒も多くいました。
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2014年8月 , 日常

詳細を見る

フィリピン研修４日目
2014年08月03日

今回のナガ訪問のホストファミリーについての情報が入ったのが3日前。いくらのんびりした人柄だとし
ても、遅すぎるだろうと思っていましたが、現地に来て納得。
先月末の台風が直撃したらしく、たくさんの爪跡を見ました。昨年の40号のような騒ぎにはなっていませ
んが、全土で120名程の死者を出したらしく、いまだに町のあちこちに切れた電線や大きな枝が散乱して
います。その影響で学校は休みになっていたし、ずっと停電が続き連絡も取れないままだったということ
です。ホストファミリーの方々も、お迎えできるか大変心配なされたそうです。

以前引率で広島学院にもいらしたことのある、日本びいきのM.J.タテル先生のお宅にお邪魔しました。お
母さんと8匹の犬たちに囲まれ、部屋の中には日本のグッズがいっぱい！！日本の文化を大変高く評価し
ていただき、その責任の一端を担っていることに少し緊張しました。
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町で見かけた風景。
バイクのサイドに積まれる豚さんたち。
これからどうなるかは容易に想像できるこの風景。
こちらでは鶏も豚も生きたものをよく見ます。そして、それらが「解体」されて肉屋に並ぶところも。
私たちはパックに入った「食品」としてみますが、こちらではそのプロセスを見ることができます。
「いただきます」の意味を考えさせられる風景でした。

2014年8月 , 日常

詳細を見る

フィリピン研修３日目
2014年08月02日

フィリピン研修３日目。

ナガ校の朝は早く、７時半から授業が始まります。
午前中は全校生徒が講堂へ集まりミサが開かれ、その後我々広島学院の歓迎会が開かれました。

全校生徒1600人の前でのスピーチやパフォーマンスは、緊張しながらも堂々と大きな声で発表できてい
ました。
中には、前日ホストブラザーからビコール語（ナガ地域の方言）で挨拶をした生徒もいました。The 
students did a very good job with their English as well. Even though they were nervous at first, 
they briefly and clearly introduced themselves.
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The stage of the gym is used as an altar during mass and as an area for ceremonies at other 
times.
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午後からは、intermuralsというイベントの参観をしました。
サッカーやバスケ、バレーといったスポーツや、チェスやパズルといった頭脳ゲーム、大人数でのダンス
まで含めた様々な種目を、学年対抗で競います。

メインイベントのダンスでは、今年は例年になく、中２の学年が優勝したようで、上級生の悔しそうな表
情や、中２学年の歓喜の叫びが印象的でした。

The intermurals were held on Friday this week because of the recent typhoon. The day was 
meant to be an ordinary day of classes.
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This weekend is free for the students. Many will go to the local beaches or go shopping for 
souvenirs. 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

PS- On a personal note, Iwant to wish all the best to the Gakuin JHS Soccer club this Saturday. 
They begin the 西区大会 against Koi-Ue JHS. Itis the first step towards the Hiroshima City 
Tournament. 頑張りましょう！

2014年8月 , 日常

詳細を見る

フィリピン研修2日目＆囲碁全国優勝＆ディベート全国大会出場
2014年08月01日

フィリピン研修２日目。

マニラからナガへ出発した一行は、飛行機の遅延があったものの昼過ぎに無事に到着しました。

到着後すぐにナガ校の校長主催の昼食会に参加し、フィリピン料理をいただき、その後バシリカ教会を中
心にナガ市内の観光しました。

そして、ナガ校にてホームステイ先のファミリーとご対面。
家族やナガ校の生徒会の皆さんは、とても温かい雰囲気で迎えていただき、生徒は少しほっとした様子で
した。

明日はナガ校初日ということで、ウェルカムセレモニーがあります。
全生徒の前で行う英語スピーチ＆パフォーマンス。
練習の成果が発揮できますように。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第38回全国高等学校総合文化祭（高文祭）茨城大会
…文化部のインターハイともよばれています
囲碁は7月30・31日に茨城県武道館でおこなわれました。
高2のS君が個人戦で全国優勝を成し遂げ、文部科学大臣賞を受賞しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高3の生徒2名，高1の生徒4名が，ディベート甲子園の中四国大会を勝ち抜き， 下記の全国大会に出場す
ることになりました。

第19回ディベート甲子園全国大会
日時：8月8日～8月10日
会場：東洋大学白山キャンパス 　　（東京都文京区白山5-28-20）

応援よろしくお願いします。

2014年8月 , 日常 , 表彰

詳細を見る

ページの先頭へ戻る

〒733-0875　広島市西区古江上1-630　TEL:082-271-0241 / FAX:082-271-6784
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