
任務完了!
2020年09月26日

「唯一無二」の体育祭が、無事終了しました。
短いながらも面白さの凝縮された、楽しい体育祭でした。
例年のような保護者の方からの温かい拍手や歓声がないため、
放送係として、盛り上げることができるかどうか不安な気持ちもありましたが、
応援団の声援も、応援テントからの拍手も途切れることがなく、
大いに盛り上がって、いい体育祭になりました。

拍手などの呼びかけに応えてくださった生徒のみなさん、ありがとうございました!
(突然マイクを向けたのに応えてくださった先生方も…。)

今日で高ⅡのN君、F君は放送委員会を引退です。

最後に後輩たちに温かいメッセージを送ってくれました。
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来週からはまた、地味で目立たない仕事に戻ります。連日の投稿失礼いたしました。
HPの記事も、また来年…!?

Y.K. , 2020年9月 , 放送委員会

詳細を見る

息を合わせて
2020年09月25日

放送委員会です、連日失礼します。
今日はリハーサルでした。

一見放送とは何も関係なさそうですが、実は大事な仕事をしています。
放送が途中で途切れてしまわないように、スピーカーのコードを埋めました。

高Ⅰや中3の放送委員は、さすが経験者です。
リハーサルでもしっかりイメージしながら流れの確認をしていました。
準備係や審判、誘導係と合わせてよいリハーサルができました。

茶道部

社会研究部

将棋部

書道部

生物部

天文部

美術部

物理部

文芸部

クラブ等活動 その他

無線同好会

カトリック研究会

GSS(ジャグレンジャー)

図書委員会

美化委員会

放送委員会
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明日も他の係と息を合わせて、「唯一無二」の体育祭をつくりあげます!

Y.K. , 2020年9月 , 放送委員会

詳細を見る

せっかくだから面白く…
2020年09月24日

体育祭が近づいてきました。明日はリハーサルです。
放送係は放課後に通し練習をしました。
新人の中2二人がかなりの美声の持ち主であることが判明！
しかしまだまだ準備は足らず…練習後に職員室へやってきました。

「急な話で申し訳ありませんが、放送席へ来ていただけませんか？」と先生に交渉です。
後ろでは先輩が心配そうに見守っています。
せっかくだから面白い実況がしたい、そんな思いで準備しています。
楽しい体育祭になりますように!

Y.K. , 2020年9月 , 放送委員会

詳細を見る

新人戦
2020年09月20日

ご無沙汰しております。放送委員会です。
今年も体育祭に向けて、アナウンスの練習が始まりました。
体育祭といえば、中2の2名がアナウンスデビューする新人戦。
でも今年はいろいろなことがイレギュラーで、先輩たちも多少不安そう…かな、
と思っていたら、案外この状況を楽しんでいました。
練習でも先輩らしく中2を見守り、イレギュラーだからこその新しいアイデアも提案していました。

マスクを着けたままでも、思ったより声がこもらずアナウンスできることがわかり一安心。
放送係も「唯一無二」を目指して、新人戦同様、新鮮な気持ちで取り組みます！
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Y.K. , 2020年9月 , 放送委員会

詳細を見る

59K卒業
2020年02月29日

59期のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
59期放送委員の2名も、立派に卒業していきました。
中2の時から5年間、放送委員を務めてくれた彼らが入会?した頃…放送委員会初記事!

中2の頃から物怖じしない姿を見せていましたが、上級生になってからも積極的に仕事に取り組み、
笑いの絶えない楽しい委員会を作ってくれました。(写真は中2体育祭リハーサルと当日)

今日は後輩たちには会えなかったけれど、きっと大事なことは受け継がれています。

Y.K. , 2020年2月 , 放送委員会

詳細を見る

出会いと別れの季節
2020年02月28日
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春はお別れの季節です。
本日をもちまして、放送委員会では高Ⅱ60期の2名が引退いたしました。

委員長のA君は、責任感の強さと温厚な性格で放送委員に選ばれました。
最後の最後まで温かく後輩を励ます、優しくて頼りになる委員長でした。

副委員長のＩ君は、すべての作業が正確で、何を任せても安心できる存在でした。

60期2名が引退し、新しく64期の2名が加わりました。
「真面目な委員会なので…」の顔

「真面目な委員会だけど、歓迎は笑顔で!」
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今日はなぜか時間が足りなくなって、新委員長・副委員長の挨拶は延期されました。
4月の更新をお楽しみに。
目立たない地味な仕事ですが、Ａ君、Ｉ君からのメッセージを胸に、新しいメンバーで責任をもってやり遂
げます。

Y.K. , 2020年2月 , 放送委員会

詳細を見る

体育祭
2019年10月05日

こんにちは、放送委員会です。
今年も体育祭で、放送係を務めました。

反省点もありますが、体育祭を輝かせることに少しでも関われていたらうれしいです。
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体育祭を無事終え、高ⅡのA君とＩ君がそれぞれ挨拶をしました。

例年、高Ⅱはここで引退です。が、今年は文化祭でもアルペステージの司会を担当する予定です。

これからはまた、地味な仕事に戻ります。
（地味で真面目な本来の姿?は、カーソルを合わせると見られます。）

Y.K. , 2019年9月 , 放送委員会

詳細を見る

祭を輝かせるために...!
2019年09月25日

今週末は体育祭ですね!

放送委員会も、体育祭に向けて、日々練習を重ねています。
中2の2人にとっては、初めてマイクを握る機会です。
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先輩にアドバイスを受けながら、少しずつ上達してきました。

話すためには準備が欠かせません。
原稿にも細かく修正が入ります。中3のＯ君は落ち着いた口調で、何度も練り直した競技紹介を練習していま
した。

みんなが輝く祭となるよう、放送委員会もテントの陰から体育祭を盛り上げます!

Y.K. , 2019年9月 , 放送委員会

詳細を見る

新メンバー加入!
2019年05月10日

今朝は臨時全校朝礼がありましたが、放送委員会のメンバーは顧問が何も言わなくてもマイクを準備してい
てくれました。
そんな頼もしい放送委員会メンバーは…
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こんなふうに代替わりしました。（2018年度→2019年度）
相変わらず謎なサインをしていますが、撮影したのが2月ですので何を示しているかはお察しください。

目立たない仕事ばかりですが、先輩から受け継いだ謙虚な姿勢で、学院を陰から支えます。
どうぞよろしくお願いいたします。

Y.K. , 放送委員会

詳細を見る

その時の放送室
2019年03月09日

先週の土曜日、卒業式の後、中体育館で「卒業を祝う会」が行われましたが、
おぼえていらっしゃるでしょうか？ 中体育館は、数年前まで「講堂」だったことを。

「祝う会」の最中、マイクの音量が気になって、久し振りに放送室に入りました。
中体育館の２階には、放送室があるのです。今はもう、ほとんど使われることはありません。
ひんやりした空気。ここは、講堂時代から時間が止まっているようです。
そんな放送室の机の上には、…
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６年前の「58期入学式 式次第」が広げられていました。
学校長式辞にもあったように、ここで入学式をしたのですね。
目の前で楽しそうにはしゃいでいる青年たちの姿を見ながら、6年間の変化を思いました。

あ、新入会員の紹介は、また後日。

Y.K. , 放送委員会

詳細を見る

別れあれば出会いあり。
2019年03月01日

58期のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
58期放送委員だった二人です。

委員会に入ったばかりの中２の春の写真。それから約４年、ありがとうございました。
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さて、放送委員会ではもう一つのお別れがありまして…、

来年度高Ⅲになる２名の引退です。

放送委員になってよかった、と最後に言ってくれた（と思う）ので、よかったです。

そして、新委員長と副委員長の挨拶がありました。

「別れあれば出会いあり」。新メンバーの紹介をしたいと思っていたのですが、
今日はちょっと長くなりましたので、また近いうちに…!

Y.K. , 放送委員会

詳細を見る

体育祭、ありがとうございました！
2018年10月02日
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放送委員会です。
今日は体育祭でした！

初めての中２放送委員も、先輩たちの姿を見ながら活躍していました。

高校生の放送委員は、いろいろな演出で体育祭を盛り上げました。

片付けも終わり...最後に委員長O君からお別れの挨拶が…。

（もう引退、と思っているようですが、全校朝礼や中高別朝礼の時には、まだ準備を手伝ってもらいますよ。）

笑顔で体育祭を終えることができました。ご来場のみなさま、ありがとうございました！
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これからはまた地味な仕事に戻ります。

Y.K. , 放送委員会

詳細を見る

いよいよ体育祭…？
2018年09月28日

今日は午後から体育祭のリハーサルがありました。
放送委員会は、体育祭を盛り上げるべく、この1週間特訓を重ねてきました。

写真は教室での特訓の様子（…松葉杖?）と、今日のリハーサルの一場面です。

台風の接近で心配していましたが、体育祭が中止ではなく延期されることになって嬉しいです。
（放送委員会唯一の(?)活躍の場ですから･･･。）

この春から放送委員になった中２もしっかり仕事をしています。
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放送委員は例年通り、陰で体育祭を支えます！
よい体育祭になりますように！

Y.K. , 放送委員会

詳細を見る

体育祭に向けて…
2018年09月14日

9月29日（土）は体育祭！（※予備日は30日（日）です。）
放送委員会は体育祭で放送を担当します。
今日は、中学生がアナウンス練習をしました。
高Ⅱの先輩が手本を見せた後、中2は初めてマイクを握ります。

高ⅡのＯ君とＩ君が、これまでの経験を生かして中学生にアドバイスしていました。

何が起こるかわからないのが体育祭の面白いところです。
落ち着いて伝えられるか、毎年体育祭が近づくにつれ、緊張が高まりますが…
”On Your Marks”
しっかり準備・練習して、体育祭を盛り上げます！

Y.K. , 2018年9月 , 放送委員会

詳細を見る
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出張 2018年08月24日

今年は卓球、柔道、軟式テニス、硬式テニス･･･など、いくつかの競技の全国大会が広島県で開催されまし
た。
放送委員会の高Ⅰ２名は、硬式テニスの全国大会（全中）団体戦の開会式で司会をつとめました。

あまり練習する時間がなく心配していましたが、落ち着いて大役を果たしていました。
良い経験になりました。次の活躍の場は体育祭です！

Y.K. , 放送委員会

詳細を見る

新旧引継ぎ
2018年03月06日

ご存知でしょうか？放送委員会の存在を・・・

各学年２名ずつで構成される放送委員会。
主な活動は、全校朝礼・中高別朝礼でのマイクの準備と片付け、そして、体育祭での放送を担当していま
す。

高２（５８期）が引退し、中１（６２期）が加入することとなりました。

５８期を中心とした今年度のメンバー
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６２期を加えた来年度メンバー

新旧勢揃い

放送委員会

詳細を見る

H29　体育祭
2017年10月02日

この学校には放送委員会という委員会があります。
主な活動は全校朝礼のときのマイクの準備・片付け、そして体育祭のアナウンスです。

体育祭に向けて、体育委員長中心にさまざまな部署で準備をしてきましたが、
放送委員会も原稿作成、アナウンス練習、放送機材の準備などを進めてきました。
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１００点満点とは言えませんが、
なんとか無事体育祭を終了することができました。

なぜか、CARPの『C』らしいです！

放送委員のみなさん、お疲れ様でした！
また来年がんばりましょうね！

放送委員会

詳細を見る

3/3　お疲れさまでした
2017年03月03日

放送委員会です。
今日、放送委員会の引き継ぎを行ないました。
57期高Ⅱはこれで引退です。委員長のＦ君、副委員長のＮ君、そしてＮ君、お疲れさまでした。
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新委員長も決まりました。58期Ｔ君です。副委員長のＳ君とともに責任をもって頑張ってください。

2016年度放送委員会メンバー

これだけの人数なのに、必ず誰かが目を瞑ってしまう・・・

2017年度放送委員会メンバー　4月からよろしくお願いします！

57期は4月から陰で支えてくれるようです。

ところで、そう、マラソン大会はどうなったの？
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優勝目指しながら昨年は惜しくも95位だった副委員長Ｎ君に聞くと、「今年は学年29位ですよ！」とのこ
と。
委員長のＦ君も19位。秘密特訓の成果があったようです。（もう一人のＮ君は５位でした。）
放送委員会で学年トップ20までに入った人～　　　　　じゃあ、トップ30に入った人～

不思議なポテンシャルのあるメンバーです。

何はともあれ、楽しそうな委員会でした。

放送委員会

詳細を見る

2/5　大役をいただいて
2017年02月13日

こんにちは、体育祭以外でほとんど姿を見せることのない放送委員会です。
その体育祭もテントに隠れていますし、メンバーもみな大人しく地味な委員会です。

しかし、この度みなさんの前に立つことになりました。
委員長を含め高２の２名が、
「人権フォーラム2017 in 広島」の総合司会を担当させていただいたのです。

（リハーサルの様子です。開場の直前、最後の打ち合わせを二人で。）

１回目の練習では「人権劇」を人形劇と読んでしまったり、自己紹介さえ台本から目が離せなかったり、
色々と心配な面はありましたが、当日には台本もほとんど覚え、急な変更指示にも何とか対応し（？）、
無事に終えることができました。
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声をかけていただいたことで、貴重な経験をすることができ、一回り成長することができました。
また、体育祭前に練習を重ねた経験を生かし、別の場で少しでもお役に立てたことは嬉しいことでした。
ところでこの二人、どこかで見覚えがあるなと思われた方、
そうです、マラソン大会優勝を目指し鍛えていた二人です。
結果はどうだったのでしょうか。それはまた後日・・・

2017年2月 , 放送委員会

詳細を見る

二学期の思い出
2016年12月10日

二学期もあと一週間です。
放送委員会としては、この時期に特に活動もないし、お知らせすることもないのですが、
先日体育祭の写真が発掘されましたのでご紹介します。

マイクを雨から守っています。

来年の放送委員会を背負って立つ、高１のＴ君。

騎馬戦の優勝者にインタビュー。
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さすが、委員長Ｆ君は堂々としています。　中３のＩ君も、突然やれと言われたのに落ち着いた仕事ぶり。

普段は目立たない仕事ばかりですが、体育祭だけは少し表に出ていきました。
でも、基本は裏方。テントの中から体育祭を盛り上げようと、競技紹介や実況を頑張りました。

それではみなさま、良いクリスマスをお迎えください。

放送委員会

詳細を見る

メンバー紹介
2015年05月13日

この学校には放送委員会というものが存在します。
教員の推薦・指名により選ばれた各学年２～３名・計９名が、ひっそりと活動しています。
主な活動は、毎週前庭朝礼でのマイク準備・片付けという地味な仕事です。
今年の放送委員会のメンバーを紹介します。

委員長のＳ君（前列中央）のもと、責任をもって仕事をしていきたいと思います。

放送委員会

詳細を見る

放送委員会
2015年05月13日

放送委員会の活動報告を、近日アップする予定です。ご期待ください！

放送委員会

詳細を見る

ページの先頭へ戻る
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