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中1社会科研修旅行
2019年03月28日

3月26日・27日の中1の生徒約120名の社会科研修旅行が無事終了しましたので、
お知らせいたします。

吉備路で造山古墳などを見学、古代吉備王国に思いを馳せたり
鳥取のむきばんだ遺跡、島根の田和山遺跡、西谷墳墓群、島根県立古代出雲博物館などを見学したり、
とても有意義な研修になりました。

天気にも大変恵まれ、例年以上にあたたかい日差しの中
集合時刻での集合や点呼、宿や博物館でのマナーなども含め、よくできていました。
中1もいよいよあと少しで中２の「おにいさん」になります。
生徒の日々の成長を感じた旅でした。

中1の諸君、
これからも勉強に、部活に、そして新しく中２から入部できる文化部でも、頑張ってくださいね。

A.K. , 2019年3月 , 日常

詳細を見る

炊き出し＠幟町公園（3/24）
2019年03月25日

本年度最後の炊き出し活動を実施しました。
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今回は，62期（中2）保護者カト研の保護者が中心となって調理。
昼過ぎの早い時間帯から，カレーライス，豚汁などを準備して下さいました。
実際は，調理のプロがそのまま作業した方が効率も味も良いかもしれないのですが…あえて，お母様方は，
学院生が不器用なりにも心を込めて調理をする姿を後方から応援・ご指導してくださいます。細やかなご配
慮，ありがとうございました。

配食。
今回は，40名強の方がいらっしゃいました。

ただ，食事をつくり，配食する，のではなく，今回は，おじさんたちと一緒に食卓を囲み，交わりを持つ生
徒の姿が目立ちました。
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春の柔らかく暖かな日差しを感じる一日でした。
私たちも同様に暖かな真心を届けることができたでしょうか。

Y.A. , 2019年3月 , 日常

詳細を見る

蔵書点検
2019年03月20日

図書室では本日から４日間、年に一度の蔵書点検です。
高１の図書委員が中心となって、中・高の図書委員で行います。
書架の本を取り出して一冊一冊バーコードを読み込み、蔵書を点検します。あわせて書架の掃除も行いま
す。中学生と高校生が組になって作業をすすめています。

↓　先日卒業した５８期の先輩も手伝いに来てくれました！　↓

日常

詳細を見る
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THE LAST DAY
2019年03月19日

午前中は40分×5の答案返却…

午後に終業式・中3卒業式が行われました。

そして離任式は
・・・・・・・・・

副校長の河喜多能治先生

最初に担任をされたのは、1982年（昭和57年）26期生の中2Ｄ組

そして、進路指導部長・生徒指導部長を務められた竹本親三先生

最初に担任をされたのは1984年（昭和59年）奇しくも26期生の高１Ｄ組

……ちなみに26期生は現在50才になっています……

広島学院にあり余るほどの潤いを与えてくださいました。
本当にありがとうございました。
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日常 , N.K.

詳細を見る

一年が終わります。
2019年03月18日

学年末試験が終わり、明日はもう終業式です。
ずいぶん春らしくなってきました。

一年ははやいですね。
今年度をふりかえって、（試験の結果にかかわらず…）自分の成長を認めましょう!

Y.K. , 2019年3月 , 日常

詳細を見る

試験終了
2019年03月15日

学年末試験が終了しました！！

高一のみなさんに試験終了の喜びを三秒間、おもいっきりあらわしてもらいました。

みんなハツラツとした顔です！！

試験返却が楽しみですね♪

日常

詳細を見る

Exam Week / 立つ鳥後を濁さず 
2019年03月14日
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Not much fun for the boys this week. EXAMS, EXAMS and more EXAMS!! The end of the year 
always ends with a flurry of testing. Teachers are also busy with lots of correcting. My 中1 exam 
is tomorrow, so I will probably have a busy weekend. The 中3 boys can look forward to their 
trip to Nagasaki after all the exams are done.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
先日、高3生は卒業しましたが、3/12に学校や教室の掃除に来てくれました。
元図書委員だったメンバーが図書室の掃除と挨拶に来てくれたそうです。

座り慣れた図書の貸し出し返却カウンターでよい笑顔ですね。
(写真にカーソルを合わせると、、、(同級生だとどちらが通常かはすぐに分かりますね。))

左は、もう一人の高3図書委員さんと、右は図書委員の成長過程といったところでしょうか、ある曜日担
当の中学生から高3生までが写っています。

学校の中で、教室以外の大事な場所があるということはとても良いことですね。
大事な場所で仲間と過ごした時間が、きっとこれからの力になっていくと思います。

卒業しても、広島学院がある限り、広島学院図書室は変わらずありますので、いつでも立ち寄って下さ
い。お掃除と挨拶に来てくれてありがとうございました。それでは、皆さんの今後のご活躍に期待してい
ます。
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日常

詳細を見る

最上級生…
2019年03月12日

卒業式が終わり、最上級生となった５９K高２…

 来年度の学年末試験は１２月ですから
３学期に行われる定期試験はこれが最後です。

おや……教室横の黒板には…

すっかり受験生になっていました。

日常 , N.K.

詳細を見る

問い
2019年03月11日

学年末試験一日目
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試験直後から、また明日のために、勉強に励む生徒の姿が見られました。

３月１１日を迎え、改めて、目の前に広がるのは答えのない問いばかりだと感じます。
それでも挑み続ける人となれますように。

Y.K. , 2019年3月 , 日常

詳細を見る

やるべきときに……
2019年03月09日

やるべきことを、やる。
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今日も、土曜日とあって、4時間目が終わると同時に、売店には大行列が……。
教室でパンを待つクラスメートのために、注文のパンを取りに来た週番の生徒、
俊足で売店に到着して無事にいくつかパンを買った生徒……。

写真は撮れませんでしたが（撮れないほど速かった……）、制服に着替えて校舎から飛び出すように帰
る、幾人もの生徒もいました。

廊下掃除。2人で協力しながら、手際よくすすめていました。

来週は学年末試験。

しっかり食べて、しっかり準備し、よく寝て、臨んでください……。

A.K. , 2019年3月 , 日常

詳細を見る

中１ILのまとめ/学年末試験直前の図書室の様子
2019年03月08日

今日は中１ILも最後の授業です。

授業はまずクイズではじまりました。
その内容はなんと１年間を総ざらいする復習！！
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答えて正解だったら座れるということなので、皆積極的に答えていました。
例えば…

聖書の一節「（　　）、これ以上に大きな愛はない」…何が入るでしょうか！？
答えは「友のために命を捨てる」
この「友」ということばとイメージはイエズス会と密接なつながりがあります。
イエズス会のもともとの名前はスペイン語でCompañía de Jesus、その意味は「イエスの友」です。それが
のちにイエズス会という名称になりました。

このようなことを含め、いろいろな復習をしたのち、この一年の感想をそれぞれ静かに書いていました。

この学びが来年さらに大きなものになるように祈っています。

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

図書室によってみました。
学年末試験直前ということで試験勉強をしている生徒が多いです。

静寂の中、図書委員の皆は、黙々と各業務を行っていました。

今月の新刊の案内も新しくなっています。

そして、春休み、新年度に向けて、理化学研究所の推薦図書の科学道100冊、科学道100冊ジュニア
の本を何冊か入れてもらい、司書さんと図書委員さんにブースを作ってもらいました。
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面白い本が多いので、学年末試験が終わったら、春の息吹を感じながら科学関係の本を読んでみるのは
どうでしょうか。

どんな本が推薦されているのかは、理化学研究所、科学道と検索すると出てきますので、興味のある人はど
うぞ。
図書室でお待ちしています。

日常

詳細を見る

Exams are Coming
2019年03月07日

Because of the bad weather, there was no morning assembly today. However, the weather did 
not stop the boys from most of their usual activities.
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Many are busy in the morning, while other seem to have not quite woken up.

Also, Mr. Kuramitsu’s General Knowledge Quiz Champions were crowned today! 
Congratulations!!

日常

詳細を見る

前週試験その２~before after~
2019年03月06日

今日も前週試験についてです。

昨日のＨＰでもあったように、今日は中１と高２の保健の前週試験でした。

さて、突然ですが問題です。
下の写真はどちらも試験直前に撮られたものですが、どちらが中１でしょうか？
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答えは… 

下の写真が中１で、上の写真が高２でした。

身体の大きさもありますが、高２の方が若干写真から緊張感が伝わってくる気がします。
高３はもう卒業したので、学内では現在高２が最高学年となっております。
中１生徒の４年後もこんな感じになるでしょうか。 

今日のテスト結果を踏まえて、来週の学年末試験につなげていきましょう！

日常

詳細を見る

【前週試験】
2019年03月05日

来週から学年末試験…

ということで、今週は【前週試験】が行われています。

今日は高１の「保健」…１時間目一斉テスト
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こんなにたくさん解答箇所がありました！

できましたかね？？

明日は

中１と…高２

しっかり準備してください！　　
おや…？　よく見ると…

こうなっていました…

今日はマツダスタジアムに丸選手が戻ってくるようです
果たして結果は？？
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日常 , N.K.

詳細を見る

日常
2019年03月04日

少し暖かい春の気配を感じながら、一週間が始まりました。
今週水曜日は「灰の水曜日」です。

さて、中1の頃はお昼の写真もよく撮られていたと思うのですが、思春期真っ只中(?)な高校1年生のお昼の時
間はどんな風なの？ と覗いてみました。

「おいしいですか？」と尋ねると、誰もがすぐに「おいしいです」と答えてくれました。

忘れてはいけないことが、…
今日から、学年末試験一週間前です。保健体育や音楽など、前週試験も始まっています。
職員室のカウンターでは、早速質問する生徒の姿が見られました。
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明日の保健体育の試験勉強かな…?　と覗き込んだところ、ノートには「リレー」や「応援合戦」という言葉
が並んでいます。
なんと、来年度の体育祭の打ち合わせでした。何事も計画的に! ですね。

2019年3月 , 日常

詳細を見る

第58回卒業式
2019年03月02日

今日は58期生の卒業式が行われました。

50年前に本校を巣立った8期生の先輩有志の方々にも
一人ひとり名前を呼ばれ元気に返事をし、証書を受け取り、胸をはって堂々と歩く姿を見守っていただき
ました。

卒業、おめでとう。

「あっと言う間の学院生活だった」
そういう気持ちもあるでしょう。

これまで当たり前にあった、
スリッパ、校内着、瞑黙、中間体操、日々の授業、休み時間、教室で食べる昼食、前庭、掃除、
放課後の部活動などなど……

いろいろな思い出を胸に、しっかりと元気よく、また新しい一歩を踏み出していってください。
「不透明な時代」「混迷の時代」とも言われる中、君たちと明るい世の中をつくっていけるのを、楽しみ
にしています。

校長の式辞にもありましたが、今日は改めて、このことばを思い出しました。

「若者の教育は世界の変革である」

A.K. , 卒業 , 2019年3月

詳細を見る

高2ILゼミ2019説明会
2019年03月01日

Page 16 of 17

2020/10/26



今日は高１を対象に、来年度高２ILゼミナールの説明会を開きました。
来年度各ゼミを担当する教員が、その内容をいろいろな方法で説明してくれました。

これは「Entertainment学」の説明の一幕です。
その他にも興味深いゼミが盛りだくさん！！
楽しみです！！

日常

詳細を見る
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