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東北B…
2015年07月31日

東北ボランティアB隊 2日目  

本格的にボランティア活動が始まりました。  

3つのグループに分かれての活動です。 

①牡蠣の洗浄

②網の洗浄

③南三陸町で一般廃棄物の片付け 　

暑い中での作業で大変でしたが、他の団体の皆さんや現地の方といろんな話をしながら作業ができ、いろん
な刺激を受けたようです！ 

まだまだ元気いっぱい、あと残りの活動もしっかり頑張っていきます。  

2015年07月
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2015年7月 , 日常

詳細を見る

暑い・熱い＆東北B隊
2015年07月30日

フィリピン・東北・キャンプ場…の報告が多かったのですが…
久しぶりに学校からです。

・・・・・・・・・・・・・・・

暑い暑い前庭花壇には美しいユリの花が…

こちらは教室、高３は明日まで特別授業…

熱く熱く語られています！

・・・・・・・・・・・・・・・

阪本先生率いる東北ボランティアB隊

朝７時に広島を出発し夕方米川ベースに到着しました。
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まだまだ元気一杯　楽しそうです…

２４時間後の顔がみてみたいです

2015年7月 , 日常

詳細を見る

フィリピン体験学習5日目＆東北A隊最終日
2015年07月29日

今日は学校がお休みです。生徒達は、各ホストファミリーと1日、ゆっくり過ごしました。私達引率教員
は9家庭を訪問しました。すぐに打ち解けることができたようです。
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訪問の度に各ご家庭から暖かいおもてなしを受け、その度ごとにケーキや軽食を頂くのですが、残すわけ
にはいかず…帰国後、体重計に乗るのが恐ろしいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東北からです

今日は活動最終日でした。 傾聴や漁業支援の活動に参加しました。
活動に参加した生徒の報告です。

本日がボランティア活動最終日ということで、ベースのスタッフの方々に感謝の気持ちを込めて、全員で
皿洗いをしました。
次に続くボランティアの方々が気持ちよく食事が出来ていたら良いなと思います。
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ごくろうさん
さあ、次はB隊です…しっかりがんばれ！

行事 , 2015年7月 , 生徒の活動

詳細を見る

フィリピン体験学習4日目
2015年07月28日

早朝にマニラからナガへ移動しました。

ナガ市内観光…ナガ大聖堂

ナガ高校の校長先生との昼食会…フィリピン料理に舌鼓
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全校歓迎会では、大観衆の前で見事YOSAKOIソーラン節大成功！

アテネオ・デ・ナガ大学のキャンパス
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行事 , 2015年7月 , 生徒の活動

詳細を見る

東北A隊…
2015年07月28日

友弘先生からの報告です
・・・・・・・・・
４人の生徒はそれぞれ別々の活動を行いました。

①牡蠣の洗浄
②農業支援（ネギの植え付け，石取り）
③障害児との交流
④傾聴と気仙沼視察
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牡蠣の洗浄作業を行った生徒の報告です。

今日は牡蠣の洗浄と重さごとに分別する活動をしました。
手を使う作業なので手が疲れましたが、今日した活動はこれからやることはないかもしれないので貴重な
経験になりました。

2015年7月 , 日常

詳細を見る

全国制覇！＆東北ボランティア
2015年07月27日

嬉しいニュースが飛び込んできました。

東京の日本棋院で行われた第39回全国高校囲碁選手権大会、
広島県代表として個人戦に出場した高３のＳ君ですが…

都道府県の予選大会を勝ち抜いた全国98人の頂点に立ちました。
昨日２６日の全国予選を３戦全勝で通過、

本日２７日の決勝トーナメントは４戦全勝の優勝。

結局広島県予選から無敗の完全優勝…おめでとうございます！
詳細は「日本棋院」ＨＰでどうぞ…

・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日は雑誌の取材ということで……特別にアルペ講堂へ…

たくさん載せると皆さんの楽しみがなくなるので、写真は２枚だけ紹介！…

（１枚目）講堂２Ｆ客席裏から見た上グラ……こ、このアングルはもしかして……
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マツダスタジアムの真っ赤に染まるパフォーマンスシート
そうです…ビール片手に立ったり座ったりの席ですね！

 ・・・・・

（２枚目）ステージから見た会場…全校生収容、1200席の客席

9月1日の始業式、みなさんは一体どこに座るのでしょうか？？

・・・・・・・・・・・・・・

ここで東北からの報告です

今日の活動は農業支援でした。 活動した生徒の報告です。

35度を超える炎天下の中、14人でネギを植える作業をしました。
畑なので日陰もなく、とても暑かったです。

しかし、苦しい中で作業をしたからこそ、達成感を得ることができました。
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毎日、学校で学べない貴重な経験を学ばせていただいていますね！

2015年7月 , 日常 , N.K. , 表彰

詳細を見る

フィリピン体験学習3日目
2015年07月27日
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ストリートチルドレンや経済的にも精神的にも厳しい家庭環境にある子供達を支援している団体・カンル
ンガンの関連施設を訪問しました。

路上で保護されたこども達が生活している施設。一生懸命練習してくれたであろう、可愛らしいダンスで
出迎えてくれました。
親からの虐待・暴力・育児放棄など深い傷を負った彼らは、ここでの集団生活を送りながら精神的な安定
や夢を見る心を少しずつとりもどしています。彼らが見せてくれる屈託のない笑顔が心に刺さりました。
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カンルンガンが支援している川の橋げたに住む人々を訪問しました。
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カンルンガンが所有する農園。ここでは、20人以上の少年達が共同生活を送りながら農作物を育て、職業
に就く技能を身につけます。ここで作られたコーヒー等は実際に出荷される上に、彼らはマニラ市街でも
コーヒー店を出店しています。彼らとは、バスケや遊び、歌を通じてとの交流を深めました。同年代の少
年達が、過酷な環境にあっても逞しく前を向いて生きている姿勢に、57期生もただただ与えられるばかり
でした。
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行事 , 2015年7月 , 生徒の活動

詳細を見る

フィリピン体験学習2日目
2015年07月26日

本日は、終日マニラ観光でした。

リサール公園
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サンチャゴ要塞
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マニラ大聖堂
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メモラーレ。70年前のマニラ市街戦では、日米両軍の戦闘の末、両軍の死傷者をはるかに上回る10万人
以上のマニラ市民が犠牲となりました。
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世界遺産・サンアウグスティン教会
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国立博物館
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日比友好公園の高山右近像前にて

米軍墓地。米国からみたアジア・太平洋戦争の記録・記憶に触れました。
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行事 , 2015年7月 , 生徒の活動

詳細を見る

東北より…
2015年07月26日

東北ボランティア（Ａ隊）引率の友弘先生からメールが来ました。

・・・・・・・・・・・・

 昨日、滞在先である米川ベースに到着し、
今日からボランティア活動が始まりました。
今日の活動は、牡蠣の洗浄と傾聴でした。

傾聴に参加した生徒の活動報告です。

…仮設住宅での傾聴をしました。 
傾聴といっても東北の方言を理解できずほとんど内容はわかりませんでした。

ベースへの帰り道、東日本大震災の資料館に行き
実際見たところが津波によって流されている写真などを見て

広島で震災の報道などを見て感じるものと違って他人事ではないと思いました。…

活動中の写真が撮れなかったため、 ベースでの様子を撮影しました。
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・・・・・・・・・・・

標準語と広島弁の２ヶ国語しかしゃべれない生徒たち…
（標準語も怪しい？？）

東北でもフィリピンでも言葉の壁で苦戦しているようです…

２日目からが楽しみです！

2015年7月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

フィリピン体験学習１日目
2015年07月25日

フィリピンから現地での研修の様子をお届けいたします。

　　　　　　　　　　台北に乗り継いで、無事にマニラに到着！
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　　　　　　　　　　空港を出て早々、マニラの名物・大渋滞の洗礼に。

　結局、空港からホテルまで５キロの道のりに３時間かかりました...が、車窓からは、見慣れない景色に
じっくり触れることができました。

　　　　　　　　　　近代的な高層ビル群と一般市民の家のコントラスト

　　　　　　　　　　マニラ湾の夕焼け
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　　　　　　　　　　バス内で手にしたペソの確認

ホテルに着いたのが、現地時間８時半。広島空港から長い長い道のりでした。

今日は移動だけでしたが、明日からは本格的な研修が始まります。

行事 , 2015年7月

詳細を見る

中１キャンプ続報
2015年07月25日

キャンプ場から２日目の写真が送られてきました。

・・・・・・・・・・・・・・・

遠足…川遊びに出かける日です。
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森を抜けると…

そこは…

太田川源流にほど近い清流が…

お風呂のないキャンプ場ですから…みんなここぞとばかり××を洗い流します！
広島市民の皆様、どうかお許しください。

キャンプ場に戻ると…おやつ…　そして食事の準備…
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いったいこれは何でしょう？

もはや何でも食べます！

・・・・・・・・・・・・・

『ああ、明日の晩は久しぶりにお母さんのおいしい料理が…』
純朴な少年たちは明日の豪華な晩ごはんを夢見て眠りにつきます…

家には１学期の通知表が届いているとも知らず

・・・・・・・・・・・・

担任からのお願いです。

お母様方…どうか明日だけは子どもたちに
『温かいお風呂』と『おいしい夕食』をお与えください。

2015年7月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

ディベート甲子園全国大会出場＆中１キャンプ
2015年07月24日

　7月１９～20日、福山市の盈進高等学校で行われた、中国･四国地区中学･高校ディベート選手権に、高
２、高１の生徒が参加し、準優勝という結果を残しました。高２の経験者が高１をよく引っ張って、高１
もそれに応えていました。これにより、8月8～10日に、女子聖学院中学校高等学校（東京都）で行われ
る第２０回全国中学・高校ディベート選手権（ディベート選手権）への出場権を獲得しました。
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　論題は「日本は裁判員制度を廃止すべきである。是か非か」というものでした。司法改革の一環として
注目された制度ですが、実施後、様々な課題も見えてきています。社会の問題について、具体的に、深く
考える一助になったようです。なお、全国大会も同じ論題です。全国大会でも成果が残せるように、より
一層、深く考えを深めて臨んでほしいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・

飯の山キャンプ場から画像が送られてきました。

中１キャンプの様子です。

みんな元気に２日目を過ごしているようです。

 校旗掲揚をして…先生から作業の説明

草刈作業をして…

Page 33 of 50学校便り記事一覧

2020/10/21http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/tayori/?year=2015&month=7



 ファイヤー場が完成！

電気もガスも水道もない…夜は真っ暗なキャンプ場…

明るい時は見えず、暗い時にしか見えないものがある…そんな貴重な体験をしてください！

2015年7月 , 日常 , 表彰

詳細を見る

銅メダル獲得！
2015年07月23日

各種報道でお知らせの通り，７月10日～20日にかけてデンマークで行われた第26回国際生物学オリンピック
において，本校高3のＴ君が銅メダルを獲得しました。日本代表は出場した4人全員メダル（金，銀，銀，
銅）を獲得する快挙です。Ｔ君は「実験試験であまり結果が出せなかった」と反省していましたが，今回の
大舞台でのさまざまな経験は今後に活かされるのではないでしょうか。高3は引き続いて特別授業があります
が，ひとまずお疲れ様でした。

 ↑日本代表の選手たち(一番左がＴ君)　↓銅メダル

2015年7月 , 日常

詳細を見る

梅雨明け？？
2015年07月21日
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中国地方には昨日、梅雨明けが発表されたそうですが…

昨日からこんな天気です…中央付近に見えるはずの似島もかすんで見えません。

ちなみに、九州北部・四国地方はまだ梅雨明けしていないようですね。

 ・・・・・・・・・

昨日は『私学フェスタ福山』に行ってきました。

感謝！還暦！…必死で考えて、いいコピーだと思っていたのですが…
芸能生活60周年の『デューク・エイセス』も同じコピーでした…うーん、残念！…

・・・・・・・・・・・・・・・

『私学フェスタ広島』は10月12日（祝）、広島国際会議場で開催予定です。
どうぞお越しください！

2015年7月 , 日常

詳細を見る

終業
2015年07月17日

台風が逸れ、通常通りとはいきませんでしたが、１１時より授業が行われることになりました。
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学校には、喜び勇んで早く来て遊ぶ生徒や、何やら裏切られた顔で登校する生徒等様々。（カーソルを合
わせると出てきます。）

そして職員室には

急いでノートチェックする先生が・・・

人間味溢れるハートフルな一日となりました。
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そして午後からは終業式が開かれました。

明日から夏休みです。クラブ・海水浴・花火・祭りと楽しい事は盛り沢山。

お楽しみあれ！

それでは、また２学期に。

（学校便りの更新は暫くお休みです。クラブ活動報告等は随時更新されます。）

S.Y. , 2015年7月 , 日常

詳細を見る

…涼…
2015年07月15日

期末試験が終わり、クラブ活動再開
・・・・・・

今年の河童は高３Ｏ君…

少しですが　“涼"　をお届けします。

・・・・・・・・・・

高校水泳部は中国大会を一週間後に控え、猛練習が続きます。

猛スピードで水上を走るＯ君
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これって…水球の練習？？？

・・・・・・・・・・

プールでも熱中症は起こります、水分補給をしっかり！

2015年7月 , 日常

詳細を見る

波乱の試験最終日
2015年07月14日

本日は期末試験最終日でしたが、警報の関係で試験開始が１０時からとなりました。

普段どおり登校している生徒や公共交通機関の遅れの影響が少なかった生徒も多くいました。
突然の試験開始時間の遅れでしたが、１０時までは真剣に自習をしていました。
職員室では先生たちも昨日までに済んだ試験と格闘中。
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午前中に警報は解除となり、午後からはクラブや自主練をする生徒が多数活動していました。
試験勉強で頭ばっかり使っていた（？）ので、しっかり体も動かしましょう！！

2015年7月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

平和を考える…
2015年07月11日

広島学院の定期試験は４日間ですが、間に１日お休みがあります。
今回は［金・土・月・火］ですから、今日で前半が終了しました。

教室はどこも同じ光景ですので、今日は廊下を…
････････

今週のことばは…

･････････
終戦（被爆）70年の夏…特に今年は多くの行事が催されます
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被爆地ヒロシマで学ぶ学生として、特にこの夏は平和について考えて欲しいと思います。
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2015年7月 , 日常

詳細を見る

デンマークへ…
2015年07月11日

7月12日からデンマークのオーフスにて行われる「第26回国際生物学オリンピック」。その日本代表団の団
結式が東京の科学技術館で行われました。
日本代表の1人である高3のT君は，「大会を前に緊張していますが，今まで支えてくださったたくさんの
方々の期待に応えられるようがんばってきます」と抱負を語りました。
代表団は本日11日に日本を発ち，14日の実験試験，16日の理論試験などの日程を経て，20日午前に帰国し
ます。気を付けていってらっしゃーい。
ちなみにデンマークは最高気温22℃前後と，昨日今日の広島とうってかわってなかなか快適なようです。

2015年7月 , 日常

詳細を見る

落語の発表会〈中２国語〉
2015年07月09日

中２の国語の授業では落語に取り組んでいます。（取材したのは７日です。）
「時そば」、「ちりとてちん」、「動物園」などのはなしをもとに、班ごとにオリジナルの脚本を作りまし
た。その発表の様子です。

あれこれ考えて、しっかり覚えて、恥ずかしがらずにみなの前で声を出して…、表現活動はたいへんだけ
ど、みなで協力してうまくできると楽しいですね。

2015年7月 , 日常

詳細を見る
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Visitors!!
2015年07月08日

今日は、学院に何人ものVisitorがいらっしゃいました。
まず、本校卒業生（９期）で国際基督教大学教授の川本隆史先生です！！ 

訪問の目的は「イエズス会教育の研究」のため。
周知のように、本校は世界に名だたるイエズス会学校と同じように、イエズス会が設立・経営し、イエズス
会教育Jesuit Educationを行っている学校です。
その現代の最先端の現場の姿を見学するためにいらっしゃいました。
まず見学されたのは高1IP。
高1IPは、この1学期間「Vocation、生き方探し」をテーマに学習を進めてきました。
今日はそのまとめ。

「自分が大切にしたいものは何か？」というテーマでグループワークやディスカッションを行いました。
そこでは「正義」、「家族」、「学力」、「恋愛」、「経済力」、「友情」、「信仰」、「地位」と８つの
価値観に順位を決め、
その理由についてグループ内でそれぞれ話し合っていくというもの。

多くのグループが特に上位に挙げていたものは、「家族」や「友情」など。
一方で下位は…なんと…多くのグループで「信仰」…。
「困ったときの神頼み」という言葉もありますが、むしろ困ったこともないほど優秀だということでしょう
か…。
しかし、これからより一層大事になってくるのは、他者の価値観に触れ、識別し、自分自身が変わっていく
こと。
その中で、自分の「信仰」についても育んでくれればと思います。

次に見学されたのは高3の倫理政治経済。
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試験前のため、練習問題をガリガリ解き、答えあわせをしていました。
先生に指名され、答えるとたまに間違えることも。
そんなときはむしろ「神頼み」的な心境でしょうか…。

さらには、New YorkのMercy Collegeから
Dr. Sheila Offman Gersh先生をはじめTeach Japan Projectのメンバーが本校に来られました。

広く授業や活動を見学されました。
さぁ、どのような印象を学院に持たれて帰られたのでしょうか。
いつかご感想を伺うのが楽しみです。

2015年7月 , 日常

詳細を見る

午後のひととき
2015年07月07日

今日も午後の色々な授業におじゃましました。

まずは中２。夏休みにあるキャンプ班の顔合わせ＆係決め。
お互いにコミュニケーションとりながら楽しそうに決めていました。
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こちらは高３。水泳の予定でしたが午前中降雨により、講堂で３対３ミニバスケ。
日ごろの勉強のストレスを発散か！？気合を入れて生き生きとプレーしていました。

最後に高１。先日学校便りでお伝えした（忘れています？）コラージュが完成し、
お互いの作品の感想を書いたり評価しあったりしていました。

私の一押し作品は右の写真！九州の地図ですが…

各県の名物のコラージュになっています。
大分なら「高崎山の猿」「別府の地獄めぐり」「しいたけ」「関あじ、関さば」などこだわってます！

2015年7月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

Delicious!?!
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2015年07月06日

Today the 中1 boys made rice and curry as practice for this month's camp. The results were ... 
mixed. Some students were pleased with their efforts, while others were not. Let's hope that 
things go better at camp when the boys will add vegetables and meat to the mix. Bon appetit!

2015年7月 , 日常

詳細を見る

イベント＆イベント＆イベント…
2015年07月04日

生徒は試験前の土曜日でしたが…
学校では朝から色々な催しがありました。

               ①OBによる職業講演会
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              ②中２保護者会

               ③春季地区会

               ④おやじの会VS教員団　ソフトボール
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すぐ近くのマツダスタジアムは雨天中止になりましたが…決行！結構！

そして

               ⑤夜の部…

これは写真をお見せできません！

生徒の皆さん…期末の頃にはカープは首位です！
安心して試験勉強をがんばってください！

2015年6月 , 日常

詳細を見る

新講堂外観
2015年07月03日
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こんにちは。

私の心を表すような薄曇りの空の下、皆様いかがお過ごしでしょうか？

本日は、工事で見えづらかった新講堂外観の写真が１枚撮れましたので掲載したいと思います。

６０周年記念事業：新講堂ももうじき完成です！期待して待ちましょう。

周年といえば、明日７月４日は私の誕生日です。皆様に愛され続けて３６年。これからも頑張ります！
（誕生日プレゼントは前後６ヶ月受付中です＾＾）

それではまた！

S.Y. , 2015年6月 , 日常

詳細を見る

熱戦！！
2015年07月01日

昨日のことですが…
連日行われていた高校クラスマッチ（競技はソフトボール）の優勝クラスである

高３C組と本校教員チームとの試合が行われました！！
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試合はものすごい盛り上がり！！

教員チームも打つ！！打つ！！打つ！！
しかし、高校生もとる！！とる！！とる！！

高校生も気合が入っています！！

結果は…高校生の圧勝でした！！

2015年6月 , 日常

詳細を見る
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