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フィリピンのナガ市より
2018年07月30日

フィリピン体験学習、３日目の様子です。
今日はナがへの移動日です。ナがへの移動は、マニラ北のクラーク空港からの飛行機です。
空港までバスで２時間。ただ移動だけではもったいないので…。

かつての戦争で、旧日本軍の神風特攻隊が飛び立った地とフィリピン戦での激戦で旧日本軍の兵士が多くな
くなった地に立つ観音像を訪問しました。赤いポロシャツを着たのはガイドさん。普段はとても飄々とした
方ですが、意味のある場所について説明をしてくれる時は熱のこもった話をしてくれます。生徒には、是
非、その「思い」を感じてほしい。

ナが空港に到着すると、アテネオデナガ高校の先生たちが迎えに出てくれていました。ジプニーで市内に向
かいます。初めてのジプニーに楽しそう。         

ナガ高校で“a man for others”の精神を身に着け、ナガ市長、フィリピン政府高官となった人物を記念する
博物館を訪問。         
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アテネオデナガ大学に到着後、理事長先生による歓迎会が開かれました。         

その後、ホストファミリーに迎えに来てもらい、皆、各ＨＦとの生活が始まりました。多くの生徒にとって
一人で外国の家族の中で過ごすのは初めての経験だと思います。ＨＦのあたたかさを感じ、普段は体験でき
ないことを楽しんだり、その一方で、日本の家族を思い出して少しさびしく思ったり…。ＨＦとの９日間が
始まりました。それぞれの振舞いがこのアテネオデナガ高校との交流の歴史を作っているのだという気持ち
で、気を抜かずに、ＨＦと過ごしてほしいと思います。    

土曜日（４日目）はホストファミリーデーでした。それぞれ、ホストファミリーと郊外に出かけたり、
ショッピングをしたりして楽しんだようです。

日曜日（５日目）は早朝５時半から“WATER FUN RUN”が行われました。31日の聖イグナチオの祭日を記念
した行事で、水をかけられながら5kmまたは3kmを走るというものです。当然、学院の生徒も参加しまし
た。結果は、昨年に続き5kmの部門で1位、2位。他にも上位入賞者、さらに、準備運動として行われたダン
スでも受賞者がでました。
皆、ホストブラザーとも打ち解けてきた様子でした。 

明日から、アテネオデナガ高校での通常の学校生活が始まります。
（このシリーズの文と写真は、全て山田先生から送られてきています。）
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Y.K. , 国際交流 , 2018年7月 , 日常

詳細を見る

全国大会へ！！
2018年07月27日

7/26　広島コンベンションホールで行われた予選大会で
広島学院高校は1位・2位・4位と上位を占め、

１位のチーム（F・K・K君）が全国への切符を手にしました。

全国大会は8月に行われますが…残念ながら
9月のテレビ放映まで結果はお知らせできません。

「カープ」、「サンフレッチェ」
そして「広島学院」の全国制覇に期待しましょう！

日常 , N.K.

詳細を見る

フィリピン体験学習マニラでの活動
2018年07月26日

初日、2日目の様子をお伝えします。

初日は、マニラ到着後リサール公園を見学。激しい渋滞、混とんとした路上の様子等、その途中の光景に驚
きながらのホテル入りとなりました。ただ、分かち合いでは、格差を現地の人たちはどう考えているのだろ
うか、ホセ・リサールについて知ることは今のフィリピンとどうつながっているのかといった、今回の研修
での根本的な問題意識に関わる話題も出ました。

2日目は、マザーテレサの修道院が運営する「死を待つ人の家」、スモーキーマウンテン、ICAM
（Immaculate Conception Academy of Manilla）各所（いずれもトンドという貧困地区）を訪問しまし
た。
「死を待つ人の家」では日本の歌を披露したり、ジャグリングのパフォーマンス、折り紙やバルーンアート
を使っての交流を行いました。生徒は言葉をかけても反応の少ない入居者も多い中、積極的に関りを持とう
としていましたが、当然ながら、その難しさも感じたようです。そして、その意味は？　そんなことも考え
てくれたのではないでしょうか。
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スモーキーマウンテンでは、ゴミ山の上まで登ってみました。ゴミ山の頂上からはメトロマニラが一望でき
ますが、そこには数百人が暮らす生活がありました。

最後のICAMは初めての本校からの訪問となりました。幼稚園生から高校生までがひとところで学ぶ校舎は大
変活気に満ちていました。
到着後、学食で昼食をいただき…。ただ、食事中でもICAMの生徒たちがどんどん話しかけてきてくれまし
た。

熱烈な歓迎のなかで、交流会が行われ、双方から学校紹介。学院からは今回の目玉企画である中間体操の披
露がありました。一糸乱れぬとまでいかなかったのが残念…。
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印象的だったのが、今回の歓迎行事を仕切ってくれたICAM生徒会の働きです。教員は後ろで座っているだ
け。自分たちで考え、企画し、やりきっている様が伺えました。それに他の生徒たちも協力する。アテネオ
デナガ高校でもそうですが、フィリピンの生徒たちの仕切りの良さには感慨を受けます。そんな姿も本校の
生徒には見てもらいたいと思いました。

3日目は、いよいよナがに移動し、ホストブラザーとの対面です。

Y.K. , 国際交流 , 2018年7月

詳細を見る

出国
2018年07月25日

フィリピン体験学習、高１の13名と、引率の先生3名が無事に出国しました。
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No news is good news. 一回り成長したみなさんが帰ってくるのを広島で待っています。
笑顔で楽しんできてください！ たくさんの学びがありますように。

Y.K. , 国際交流 , 2018年7月

詳細を見る

End of the Term
2018年07月19日
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Today is the last day of the first term. Students get their exams back and are assigned 
homework for the summer (something that never happens in Canada). It is also the last chance 
to clean the school, so today all the grades cleaned their shoe lockers in the hall.

Also, with classes only in the morning, the school store prepared for a rush of students at lunch. 
It was good to see the stacked shelves after seeing empty stores around Hiroshima.

日常

詳細を見る

答案返却第１日…
2018年07月17日

広島学院では期末試験終了後、学校に来るのはたったの２日間…
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今日はその１日目、中１は期末試験の６科目が返却されます。

机の上に出していいのは、赤ペンと問題用紙のみ…
ドキドキしながら瞑黙します。

出席番号順に受け取り…

その後解答・解説で答案を見直します。

 席次は公表されませんので、
中央値（学年の真ん中の人の点数）から自分の位置を推測します。

 ・・・・・・・・・・

 明後日は午前中答案返却、午後の終業式で１学期が終わり…
待ちに待った40日以上の長い夏休みに突入！

・・・・・・・・・・
一週間くらいすると…郵便受に（恐怖の？）通知表が届きますが、
保護者への「親展」なので、自分で開けるわけにはいきません。

家庭によっては…ここから親子のバトルが開始されます！
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日常 , N.K.

詳細を見る

テストも終わり……
2018年07月14日

今日は朝からとても暑いです。
午前で試験が終わり、きもちよく昼食をとっている学年もあれば、
まだ1科目ある学年もあります。

猛暑を避けて……
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少しでも日陰で昼食を。
心なごむ風景です。

中1も、教室での掃除や先輩たちに
少しずつ、配慮できるようになっています。

みんな、テストお疲れさま！

A.K. , 2018年7月 , 日常

詳細を見る

試験最終日前日の戦い＠図書室
2018年07月13日

本日は、試験最終日前日の図書室にうかがいました。やはり皆さんまじめに…と思いきややはりカメラを構
えられたらピースをするしかないですね。
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おや？あの後姿は？先生も図書室にいらっしゃるようで、何かの準備をしていらっしゃるのでしょうか？

明日が終わればもう夏休みまであと少し！！もうひとがんばりいたしましょう！！

日常
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詳細を見る

Day 2
2018年07月12日

The recent events around Hiroshima have been tragic. Many have died or are missing, others 
have been displaced, and even more have to cope with the cleaning without water or electricity.

Gakuin changed its schedule this week to try to help those who have more difficulty getting to 
school.
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However, the tight schedule has not left much time for students to review or teachers to 
correct. We wish for everyone to return to their normal lives as soon as possible. We also hope 
that those who are missing will be found alive. Please keep the people of Hiroshima in your 
prayers.  

日常

詳細を見る

期末試験初日
2018年07月11日

本日より期末試験がスタートしました。
昨日のＨＰでもあるように、１０時教室点呼、１０時１０分試験開始です。
一日に２教科の学年は１２時半頃に終了して掃除をして解散しますが、
３教科ある学年はお昼を食べてから午後にもう１つ試験があります。

４日間の日程は以下の通りです。（見えづらくてすみません）

今日は中２、高１、高３が午後まで試験があるようです…。
それ以外の学年で学校に残る生徒は教室で自習をし、高３の試験が終わる
１４時１５分から１５時までの間だけ外で身体を動かせることになっています。

メリハリをつけて４日間乗り切っていきましょう！

日常

詳細を見る

学期末
2018年07月10日
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何とか明日からの期末試験実施にこぎつけたようですが…
今日もまた府中町で河川の氾濫が起こりました。

明日の教室点呼は10：00、
生徒の安全を第一に、期末試験の受験の判断を行ってください。

平成最後の１学期末は大変な事態となりました。

日常 , N.K.

詳細を見る

家庭学習…
2018年07月06日

一昨日は警報の中、登校した生徒がおりましたが、
さすがに今日は全員が自宅待機していたようです。

横の川も増水

寂しい教室です
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今後の日程に色々変更が出そうです。

気象情報や学院のマメールに注意しながら、
しっかり試験勉強してください。

日常 , N.K.

詳細を見る

GAKUINBALL!!!!
2018年07月05日

As World Cup fever spreads around the globe, cabin fever sets in at Gakuin. With so many days 
of rain, many boys are fed up of being inside.

Some boys play traditional sports, such as soccer or basketball, but many others have started 
something exciting and new! GAKUINBALL!!!!!!!!

Page 15 of 20

2020/10/26



The rules are still not completely standardized, but a ball, a slipper and any group of more than 
one can participate. It does look like a lot of fun, so I imagine that its popularity will continue to 
grow. Maybe someday Gakuinball will attract a worldwide audience (but don’t hold your breath).

日常

詳細を見る

警報解除！
2018年07月04日

本日は台風の影響で朝６時の時点で広島市に大雨警報が発令されていましたが
１０時には警報が解除となり、今日は午後から短縮授業です。

学院からの外の様子です。
台風一過の晴天…とはいきませんが、晴れ間が見えています。
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警報が解除されてからすでに何人か登校していましたが、
期末試験まで一週間きっていることもあって、
人数の少ない教室で一生懸命自習をしています。
（写真は中３Ｃ組の様子です。）
黒板に書かれたマスコットキャラクターも応援しています。

台風のせいで勉強のリズムが崩れてしまった人もいるかもしれませんね。
毎日起きる時間、寝る時間を定めてリズムを作って勉強していきましょう！

日常

詳細を見る

梅雨明けの沖縄から…
2018年07月03日

大雨の広島へ戻ってきた高２…
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今日は修学旅行の事後学習

台風の中、沖縄から新聞記者の方がお見えになりました。

修学旅行が終った今、さらに疑問に思うことを質問しました。

生徒の様々な質問に快くお答えいただきました。
どうもありがとうございました。帰りの飛行機が飛びますように…
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修学旅行は終りましたが、
しなければならないことがたくさんありますね。

・・・・・・・・

10：30　早々に大雨警報が発令されました。
今日は放課後すぐに下校となります。

明日の朝はこの規定↓が適用される可能性がありますね…
　　　　　★午前6時の時点で、広島市に大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪警報の
　　　　　　　　いずれかが発表されている場合、家庭待機とします。

★午前8時までに解除された場合は10時半、
★午前10時までに解除された場合は12時半に授業を開始します。

　　　　　　　10時の時点で、警報が解除されていない場合は、家庭学習日とします。

日常 , N.K.

詳細を見る

ごらんよ空の鳥
2018年07月02日

牛尾先生の追悼式をおこないました。

聖堂に響く、牛尾先生の澄んだ歌声を思い出しました。

2018年7月 , 日常

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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