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All Saints Eve
2019年10月31日

The parent-teacher interviews enter the second day today. Parents come to the school from the 
afternoon to meet their son’s homeroom teachers and receive their report cards. The boys are 
usually on their best behavior when their moms are around.

Today was also the last day of October, so the last morning service was held in the chapel this 
morning. Mr. Rosado was the final speaker of the month, and there a big turnout to hear his 
words.

Lastly, Br. Rosado celebrated 60 years of service in the Society of Jesus. 
SIXTY YEARS!!! The staff celebrated his achievement with a short ceremony
during the morning meeting. He will have the opportunity to attend a mass
with the Pope when he comes to Japan in November. 
Gracias por sus años de servicio.
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日常

詳細を見る

文化祭に向けての準備が……
2019年10月30日

各サークル・各クラブで本格的に始まっています。

今日の午後は保護者面談がありますが、前庭には例年通り、献血車も来ていました。

例年、たくさんの生徒が献血に協力してくれます。
今年は何人、献血してくれるのでしょうか……？？

中央玄関には、野球部の優勝旗が立っています。

やはり、優勝旗というのはいい。
本校としても、誇らしいですね。

10月も、明日で終わります。
明日も祈りの集いが８時10分から聖堂であります。
日ごとに寒くなりますが、明日も元気よく、一日を始めましょう。

A.K. , 2019年10月 , 日常

詳細を見る

中学代表者会議
2019年10月29日

毎週火曜日の昼休憩に中学代表者会議が行われます。２学期からは中１の級長・副級長も加わって活動して
います。
本日の議題は、まず、体育委員から中学クラスマッチについて。どのように運営するのかが話し合われまし
た。
続いて奉仕委員から登下校中の右側通行について。今一度ひとりひとり注意が必要だと確認しました。
最後に議長が朝礼時の集合のことを話題にしました。
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日常

詳細を見る

優勝おめでとう！
2019年10月28日

月曜日なので、全校朝礼がありました。

今日も表彰からはじまりました。

今回は、高校野球部です。

広島地区秋季地区大会において、3年ぶりの優勝をしました。

優勝旗も授与されました。

過去にも何回も優勝しているので、この勢いで次の試合も頑張ってもらいたいですね。

学院もすっかり文化祭ムードになってきました。

前庭にもテントが設置されています。
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先週から文化祭準備で各部活・サークルが動いています。

今週末からの文化祭、よいものになるよう頑張ってください。

日常

詳細を見る

準備着々
2019年10月25日

文化祭まであと1週間，校内各所で準備が進められています。

今日は高１と高２の学年全体作業で，前庭の飲食スペースのテント張りや，各教室で使われる衝立の搬出
が行われました。

来週からは文化祭優先期間に入り，準備も加速していきます。

日常

詳細を見る

Radio Days
2019年10月24日
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Today the 中2 boys had a double period of shop. They all made transistor radios!

They had to do the soldering and put the machine together. Not an easy job, but some boys 
finished up very quickly.

日常

詳細を見る

Welcome to Our School
2019年10月23日

今日はフィリピンから、35名のお客様（いろいろな学校の先生がた）が来られました。
本校の紹介、校内の案内のあと、中間体操の見学や授業見学もしていただきました。

中学生・高校生が中間体操のあとダッシュする姿に
お客様たちはとても驚かれていました。

文化祭もいよいよ来週末、
生徒一人ひとりの”Groove”を感じとることができる、いい祭りになるといいなあと思っています。

A.K. , 2019年10月 , 日常

詳細を見る

中３、文化祭にむけて
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2019年10月21日

テストも終わり、中３の生徒が文化祭にむけて本格的に活動中です。
去年に引き続き、今年も…。今年は中２も一緒に活動しています。責任者の生徒があれこれ世話を焼きなが
ら、準備をすすめています。

日常

詳細を見る

自由だー！！
2019年10月18日

中間試験も今日で終了！

外は午前中から雨ですが，自由を得た生徒にそんなことは関係ありません。

解放感を満喫するのはいいですが，風邪ひかないようにね。

日常

詳細を見る
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朝のアシジの聖フランシスコ聖堂……
2019年10月16日

日に日に秋らしくなってきました。
中間テストも、今日が二日目。
みんな、頑張って試験勉強をしています。

今朝も聖堂で、8時10分から「祈りの集い」がありました。
今朝はY先生のお話。
高3の生徒も何人も、忙しい朝の時間を割いて話を聴きにきていました。

先生が普段どんなことを考え、どう悩みながら教壇に立っているのか。

広島学院のよさの１つは、4日連続の試験の忙しいはずのこんな朝にも、教職員も生徒もここに集い、
毎朝のお一人ひとりのお話を楽しみにし、瞑目をし、うけとめ、祈ることだと改めて感じました。

A.K. , 2019年10月 , 日常

詳細を見る

質問ラッシュ
2019年10月11日

放課後の職員室は，来週からの中間試験に備えて質問に来る生徒であふれています。
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中には，先生をも唸らせる問題を持ってくる生徒も。

中間試験まで残り３日，万全の準備で臨みましょう。

日常

詳細を見る

Smartphones!
2019年10月10日

It’s under a week until exams, so students need to get ready and hit the books.

But can they really concentrate when there are so many distractions?

Today the 中2 boys had a lecture from Mr. Yokoyama about how smartphones affect the minds 
and lives of young people.

Page 8 of 16

2020/10/26



I hope that they listened carefully as their futures depend on it!

日常

詳細を見る

教皇フランシスコの5本の指による祈り
2019年10月09日

図書室の前の廊下に、「教皇（法王）フランシスコの5本の指による祈り」が掲示されていました。

現教皇がアルゼンチンのブエノスアイレスの司教を務めていた時代、人々を祈りに招いたことばがもとに
なっているようです。

手の5本の指を使いながら（親指から）、
「自分の一番近くにいる人、まっさきに思い浮かぶ人」
「教える立場の人、教育者、医療従事者」
「社会のリーダー、指導者、会社の上司、経営者たち」
「弱い立場の人、病気を抱えている人、困っている人たち。また、結婚している人たち」
「自分自身」
を順に思い出し、祈るとよいでしょう……という、シンプルでとてもわかりやすいメッセージになってい
ます。

自分について祈るのは一番最後に、それも小指を見ながらにしましょう。そのほうが、自分がいかに小さ
い者であるかを思い出すことにもなるし、他者のために一生懸命祈ったあとのほうが、自分の祈りも深い
祈りになるでしょう……
これは現教皇らしい、ユーモアをたたえた、するどいことばではないでしょうか。

11月23日～26日の来日も、45日後に迫りました。
長崎で、広島で、あるいは東京で教皇（法王）フランシスコが何を語るか、ばかりを思い浮かべようとす
るのではなく、
私たち一人ひとりが彼のこのような姿勢から何を感じ取り、学ぶか。どう変わっていくかが大切だとます
ます感じます。

日常

詳細を見る

図書委員会ポップを作成
2019年10月08日

図書委員会ではポップを作成中です。
ポップとは、その本を読んだことのない人に、その本の「何」に「どう」心を動かされたかを短いフレーズ
に思いを込めて伝えるものです。
図書委員会では、１学期末にノートルダム清心の図書室を訪問しました。そのとき展示されていた色鮮やか
な楽しいポップに一同圧倒されました。そこで、２学期は自分たちも作成しようと取り掛かったのです
が・・・。構想段階で悪戦苦闘の様子です。
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　文化祭ころには完成して、展示の予定です。

なお、図書委員会は、文化祭にて1年ぶりにビブリオを開催することに。前庭ステージで両日行います。その
準備も目下進行中！

日常

詳細を見る

化学グランプリ入賞、文化祭開幕まであと少し
2019年10月07日

全校朝礼がありました。

はじめに、化学グランプリでいい成績を残した2名に表彰がありました。

大賞：高3のF君

金賞：高2のK君

化学グランプリの上位入賞者は、来年度の化学オリンピックの候補生として選ばれる可能性があります。

そうなれば日本で化学が得意な高校生たち共に、世界の化学が得意な高校生たちと戦うことになります。

高2以下の生徒はそのチャンスがあります、ぜひチャレンジしてみてください。
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次に、文化祭実行委員から文化祭のスローガンが掲げられました。

音楽用語の「Groove」ということばをスローガンに、実行委員を中心に文化祭を盛り上げていきます。

文化祭まで1ヶ月をきっています。

 すばらしい演奏（Groove）のように、文化祭をみんなで盛り上げられるよう頑張っていきましょう！

日常

詳細を見る

An early bird catches the worm…/フィリピン研修報告会
2019年10月05日

１０月に入りました。
今週から、毎朝聖堂では「祈りの集い」が開かれています。

今週は大庭先生から始まり、
二人の高３の生徒が登場しました。

学院生活もあと半年、さすがに高３の言葉には深みと重みがあります。
思えば、彼らが中１のとき、学校は工事の真っ只中、

中庭にあったプレハブで「祈りの集い」や「カト研」が行われました。

Page 11 of 16

2020/10/26



この６年間、広島学院には立派な「聖堂」や「講堂」ができました。
しかし、それ以上に嬉しいのは、

生徒たちが、この６年で様々な宝物を見つけて立派に成長してくれたことです…
・・・・・・・・・・・

朝から清清しいプレゼントをもらいました。
「早起きは三文の徳？得？」

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

今日は午後から、フィリピン研修の報告会を行ないました。
研修に参加した生徒が、訪問した場所や関わった人びとの紹介、それぞれ学んだことなどを語りました。

伝えようとすることで、また振り返ることができました。
  この経験も「様々な宝物」の一つ…かな？

Y.K. , 国際交流 , 2019年10月 , 日常 , N.K.

詳細を見る

研究発表
2019年10月04日
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今日は高２のＩＬゼミにお邪魔してきました。

このゼミは，今日が研究の中間発表とのこと。

各自準備してきた資料を用いて，自分の研究を一生懸命発表していました。

日常

詳細を見る

今日は月曜日授業
2019年10月03日

タイトルの通り、本日は月曜日授業でした。

各学年で、LHRが行われていました。

いくつか見学できたところを紹介します。

中３　LHR
アルペ講堂にて、自分のお勧めの本を紹介していました。

お勧めする本で気になった部分、ここは読んで欲しい部分など、紹介者の熱い想いを語ってくれました。

紹介の後は質問コーナー、先生や生徒からの質問を応えていました。

自分以外の人に紹介できる本、あるといいですね。

紹介のようなアウトプットする力は、本の内容を理解するのに非常に役に立ちます。

彼らのようにチャレンジしてみるといいかもしれませんよ。

中１　LHR
中体でバスケットボールの試合をしていました。
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見学できたのはバスケだけでした。

他にもサッカー・ドッチボール・ドッチビー・Tボールが行われました。

元気な姿の生徒たちでした。

高１　LHR
高2での進路選択の講義でした。 

各科の主任から、高2で文理選択する上での注意、受験科目の注意点などの講義がありました。

進路選択は、一生を左右する大きな選択になります。

英語は文理問わず必要になるので、注意が必要そうですね。

生徒たちも一生懸命聴いてました。

文理どちらを選んでも勉強はしなければなりません。

卒業時に、頑張ってきてよかったといえるように日々の学習を大切にしてほしいですね。

日常

詳細を見る

図書室に行ってきました
2019年10月02日

来月下旬にはローマ教皇（法王）フランシスコが広島に来られますが……
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今月も、広島には訪問者が。
激しい武力紛争下で性暴力の被害者を支えつづけた、コンゴ民主共和国（旧名　ザイール）の婦人科医
師、デニ・ムクウェゲさんです。

ご存じの通り、ムクウェゲさんは昨年、ノーベル平和賞を受賞しました。6日に原爆資料館で講演されま
す。
のべ4万人ともいわれる紛争の被害者と向き合い、治療し、司法的にも支えようとしてきたその活動は、
映画『女を修理する男』（2015年、ベルギー）にもなりました。

ほんとうに、すばらしい人だと思います。
図書館に行ってみると、ムクウェゲさんの自伝も新着図書になっていました。

ほかにも、いろいろな本が新しく入っています。
厳しかった夏の暑さもやわらぎ、いよいよ「読書の秋」……

生徒たち一人ひとりに、この秋もよい本との出会いがありますように。

A.K. , 2019年9月 , 日常

詳細を見る

体育祭が終わりました…
2019年10月01日

体育祭を盛り上げたおみこしです。明日には解体されるそうです。

おみこしの中にはオブジェがあります。放課後、オブジェ作成のために使用した体育館やペンキ小屋の掃除
を高２が行いました。
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日常

詳細を見る
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