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中間体操始まる！
2017年01月31日

中間体操がついに始まりました。インフルエンザの様子を見て機をうかがっていたようです。
気温約5度。Ｔシャツ一枚か上半身裸というルールは乾布摩擦の時代を彷彿させるものですが、
単に健康作りにあらず。ａｇｅｒｅ　ｃｏｎｔｒａ（アジェレ・コントラ）。
ラテン語で意味するところ「反対のことをする」。
あえて自らに厳しい事を課す、「克己の精神」を養うためにあり。
この伝統たるや、凄まじく、Ｍ先生（本校ＯＢ）の結婚式披露宴で中間体操の音楽を２倍速で流すと
友人達は一糸乱れぬ体操をすることができました。この目で見るとやはり驚きです。
堅い話はともかく、その様子、覗いてみましょう。

瞑黙・挨拶。脱いでホールへ。靴履いて、走る！　　生徒指導部長・教務主任は車が来ないか見守る。

一旦クラス毎に集合したら走り始める。　　　　　体調不良者もグランドまでは来るきまり。

中1達が猛ダッシュで左方向へ走る。　　　　　　　クラスの集合時間に遅れたものにはペナルテイ。

みんなでがんばる。黒パンは忘れ物。　　　　　　　学年毎解散！
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解散後に学年指導を受けることも。　　　　　　　頭すっきり、さあ３時間目だ！

K.I , 2017年1月 , 日常

詳細を見る

We are the Champions!
2017年01月30日

In the end, C組 was too strong for the other grades and won the overall 1st prize by winning 3 
of the five titles.

What will C組's winning prize be? Some students have an idea.

2017年1月 , 日常

詳細を見る

贈る～言葉～♪
2017年01月26日

     56K高3の授業も来週の火曜日で終了
        …といっても登校して勉強する生徒が多いですが…

          今日は高３にとっては最後の朝礼、
               毎年恒例…高３の代表が後輩へ言葉を贈ります。
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                　　  M君のお話から…（一部、下手な要約ですみません）

①勉強について…
　勉強は２つに分けられる。一つは道具を手に入れる勉強、もう一つはその道具に血を通わせる勉強。つま
り、前者は基本の習得、後者はその利用と発展ということ。勉強が面白くないという人は、まだその勉強に
血が通ってないから。テストのためだけの味気ない勉強は実にもったいない。勉強をあたりまえのことにし
てしまえば、そこからは楽しくなる。

②クラブや委員会活動について…
　高２で勇気を持って図書委員長になった。はじめは全く自信がなかったが、次第に向いてないなりのやり
方が見えてきて１年間務めることができた。自分が向いてないと思っても、何かを引き受けることによって
見える世界が変わってくる。自分は６年間、ずっとクラブの中でヒラの部員だった。クラブ活動は楽じゃな
い、しんどいことが多い。だからこそ、はげましの言葉や気遣いを通して周りの人の優しさが際立って見え
る。明確な理由がなく退部すると後で後悔が襲ってくるかもしれない。

③自主活動について
　科学の甲子園の代表の一人だったが、このような活動で一番大切なのは遠慮しないこと。やってみて初め
てわかることがたくさんあるので、挑戦することが大切。科学の甲子園で必要なことは科学の力以上にメン
タルとコミュニケーションの力。こういった自主活動は必ず自分の糧になる。

 最後に…
　人の真価は困難にあって初めて問われます。しんどいときこそ歯をくいしばってがんばってください。
　受験などつらいときには顔を上げて周りを見てください。仲間がいるからがんばれます。これがあるから
学校に来ているのです。同時に、自分は誰かの支えになれているかどうかを考えてみてください。
　６年間はあっという間です。退屈だと思って１日をすごすのはもったいない。６年間の学院生活が楽し
かった、自分の糧になったと胸を張って卒業できるように、丁寧に心を込めて毎日を過ごしてください。

N.K , 2017年1月 , 日常

詳細を見る

HGOK
2017年01月25日

中学入学試験…校内では61K中1の生徒たちが手伝ってくれましたが…

学校の外では「HGOK(広島学院おやじの会)」の皆さんが、
お休みにもかかわらず周辺の交通整理をしてくださいました。

おかげさまで、無事中学入試を終えることができました。ありがとうございました。

4月には62K中1を迎えますが、新入生のお父さま方もぜひHGOKに…！

・・・・・・・・・・・・
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高1・高2は、3・4時間目合同授業

岩室紳也先生のお話をうかがいました。
質問もたくさん出て、あっという間の2時間でした。

N.K , 2017年1月 , 日常

詳細を見る

新入生を待っているのは…
2017年01月21日

今日は短縮授業。明日の中学入試に備え，大掃除などの会場準備を行います。

本日午前中の職員室からの景色。

良い天気です。天気予報でも，明日の雪の影響はほぼないとのこと。
（とは言っても，かなり寒い一日になります。道路の凍結や交通機関の乱れにはじゅうぶん
注意してご来校ください。）

木工室に行くと，ロサド先生が木製のハンガーを製作しておられました。
これは4月から新たに入学する生徒が，学校で着替えた制服をかけておくためのものです。

 一学年ぶんおよそ200本。木の削り出しから金具に至るまで，１点1点全て手作りです。
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がんばれ受験生！　ハンガーも君たちの入学を待っています。

隣には，現在仕上げのウレタン塗装の段階にあるベンチが置かれていました。

 これは高２の生徒が授業のＩＬ講座で，先生に弟子入りして製作したものです。

 なかなかの出来。ねじ穴もきれいに処理がされています。
学校のどこかで大事に使用してもらえるといいですね。

2017年1月 , 日常

詳細を見る

自己犠牲の精神
2017年01月20日

今日の中３ＩＬの授業は，「アウシュビッツの聖者」として知られるマキシミリアノ・コルベ神父について
のビデオ鑑賞です。

アウシュビッツ強制収容所に収容されていたコルベ神父は，餓死刑を言い渡された10人の囚人のうちの１人
の身代わりを申し出て，他の９人を，自分が亡くなる直前まで励まし続けたと言われています。

見返りを求めず，他人に愛を与え続ける。
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コルペ神父のようにはなれなくとも，普段の生活のなかで少しでもできることがあるのではないでしょう
か。

Y.O. , 2017年1月 , 日常

詳細を見る

高３は今…/中２「いのち」の授業
2017年01月19日

センター試験が終った高３は、連日の午前中授業…

今日の時間割を見てみました。

Bは英語、甲は国語、γは数学ですから…
文系は【社会】【英語】【国語】【国語】　
理系は【理科】【理科】【数学】【英語】

４時間目の高３A「国語甲」

すごい緊張感…生徒の気迫に先生も押され気味？…

明日の授業…
（唯一の？）楽しみ…体育はセンター後もしっかり確保されています。

Aは英語、乙は国語、αは数学ですから…
文系は【国語】【英語】【数学】【体育】　
理系は【理科】【英語】【数学】【体育】

１月中はこうして、規則正しい生活を送ることができます。
２月に授業がなくなっても、多くの高３は登校して勉強します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中２のILは「いのち」について考えています。

今日の４時間目はアルペ講堂で
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助産師の筆本静江先生のお話をうかがいました。

生徒たちはあらためて、
「生きていること、生かされていること」に感謝していたようです。

N.K , 2017年1月 , 日常

詳細を見る

トレーニング中です
2017年01月18日

学校裏、日当たりが少ないとことにはまだ雪が残っています。
寒さが厳しいことを物語っていますね。

陽の当たるのグラウンドでは生徒が走っています。
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２月に行われる校内マラソン大会に向けて、
トレーニング中です。
本番だけ走るのでは意味がありませんから、
体育で事前に体を鍛えています。

まだ大会までは時間があります、
最善の努力で最高の結果を得ましょう！

2017年1月 , 日常

詳細を見る

Snowy Sunday
2017年01月16日

This is the first Monday of classes this year, so Happy New Year to all! This weekend's weather 
was the story for the students, especially 高3, all of whom had their センター試験 on Saturday 
and Sunday.
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However, for one 中2 student, the weekend was spent in Tokyo. Mr. K finished second in the 
28th Ueno Gakuen - Gordonstoun English Contest. By doing so, he will receive a three week trip 
to the Gordonstoun International Summer School this upcoming summer. He is already looking 
forward to spending a great summer on the banks of a wee loch.

2016年12月 , 日常

詳細を見る

志
2017年01月13日

毎週廊下に掲げられる今週の言葉，今週は「志」です。

来週の日曜には，志を持った小学生たちが学院に集います。

今は学院生となった生徒たちも，当時はそれぞれの志を持って入学してきました。

その志，今も持ち続けていますか？

もしくは，新たな志を立ててがんばっている生徒もいるかもしれませんね。

今一度，自分の志とは何か思い出してみてはいかがでしょうか。

・・・・・・・・・・・

いよいよ明日からセンター試験です。

天気が心配です。万全の準備で臨んでほしいと思います。

がんばれ受験生！

Y.O. , 2017年1月 , 日常
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詳細を見る

新年…
2017年01月12日

中１書道は「書き初め」です。　まずは姿勢を正して…

正座用の椅子があるのですが、使わない生徒も結構いるようですね。

・・・・・・・・

拳（こぶし）より大きく掌（てのひら）より小さい字で…
今年の目標を漢字一字で書きます。

完成！

達成できますように…

・・・・・・
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中１の廊下には…
各担任宛の年賀状(宿題です…)が貼ってあります！

芸術的なもの…

ユニークなもの…

いろいろ楽しめます。

おお、不死鳥でしょうか…？

Page 11 of 15

2020/10/26



2017年1月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

学期の始まりは委員任命式
2017年01月11日

昨日始業式で新学期が始まり、今日からは授業が始まっています。

初日の出、、、ではなく、本日１月１１日（火）の日の出です。
担当者のカメラと腕がイマイチなため、夕日のように見えますが。。。
ともかく気持ちを新たにするのに素敵な朝です。

授業が始まる前に、新学期を始めるにあたって委員任命式が行われました。
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学級内や校内をより良い環境にするために、
様々な場所で活躍してくれる新委員たちが任命されました。
みんなの前に立つことで責任を持って取組むことを意識したのではないかと思います。
今学期は任せた！！

2017年1月 , 日常

詳細を見る

成人式／始業式／グローバルサイエンスキャンパス
2017年01月10日

昨日、成人式に呼んでもらいました。　　あけまして、新学期の朝。海から湯気が立ち上っているよう。
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始業式、凛として。　　　　　　　　　　　　　　明日の時間割を眺めています。
 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・  
　昨日，広島市内で「グローバルサイエンスキャンパス」のポスターセッションが行われました。広島大学
が主催するこの行事は，自然科学に関心をもつ高校生が，興味のある分野について研究をし発表を行うもの
です。本校からは高Ⅰ，高Ⅱの生徒８名が参加しました。グローバルと名がつくだけあって，可能であれば
英語で自分の研究を発表するということで，参加生徒はそれぞれに自分たちの持つ英語で，外国からの先生
や留学生と白熱した議論を行っていました。

K.I , Y.N. , 日常

詳細を見る

ARE YOU READY?
2017年01月08日

年が明けてから一週間が過ぎました。
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ぼちぼち早起きして元の生活に戻しましょう…
宿題の準備は大丈夫でしょうかね？

といっても…
高３はセンターまであと少し、広島学院を受験する小６のみなさんは半月後

体調を万全にして本番に備えてください。
※中学入学願書の出願は終了しました。10日（火）に出願状況を発表いたします。

【お知らせ】
年末に紹介した高２ILの「命どぅ宝」講座ですが…

明日の中国新聞で取り上げられるそうです。

N.K , 日常

詳細を見る
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