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休校中の取り組み
2020年04月28日

休校が長引き、広島学院でも何か出来ないかと模索が続いてきました。粗削りではありますが、少しずつ
形が整ってきましたので、ここで少し紹介したいと思います。

午前８時　前日までに、準備された授業動画や課題が一斉に配信されます。配信の方法は様々で、①～④
の手法をとっています。

①　youtubeやclassroomを用いた　録画動画の配信（約１８０本）

　前日までに授業準備をして

 撮影を行い、配信予約

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

②　ライブ授業を録画し、参加できなかった生徒への配信（約１０本） 

2020年04月
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５０分画面を見るのは、少ししんどいようです。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③　プリント形式の課題配信（多数）
温かみのある　 数学　中１ 　

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 　冷徹な数学パンチ　高３

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

④　ブログ開設（２名）
　　承認制で行っているそうです。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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 やはり、扱いやすい「③プリント形式の課題配信」が多いです。
また、動画配信は「①録画動画の配信」が「②ライブ授業を録画し、参加できなかった生徒への配信」よ
り圧倒的に多くなりました。 
必ずしも「ライブ授業が最善」とも言えず、教員も試行錯誤を繰り返しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

９時００分～　高校HR　　９時３０分～　中学HR
毎朝HRを実施しています。
伝達事項を伝え、正しい生活習慣の維持を呼び掛けています。

 中学１年生に、学院が大切にしていることを伝えるA先生。

少しでも学校の雰囲気を味わわせたいと、教室でHRを行うK先生。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その後、ネットを通じて定期的に個人面談を行っています。

 生徒と会うことは出来ませんが、少しでも繋がることができればと思っています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コロナウィルスのため、先を読むことが難しいですが、みなさんで今できることをしっかり頑張っていき
ましょう。

それでは、また。

STAY HOME!
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S.Y. , 日常

詳細を見る

Too Quiet
2020年04月16日

Many teachers, and parents, like some quiet time when their children are young. This week at 
school, the boys are at home because of the pandemic. The school has become too quiet!!

However, work continues. Some teachers have recorded classes. Other teachers have virtual 
homerooms. Many teachers are very good at using new technology, I am not! But we are all 
doing are best to continue with the boys’ education.

Most IMPORTANTLY! Stay home, safe lives. We really do need men for others now.

C.L.

詳細を見る
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高校登校日
2020年04月14日

　昨日の中学生の登校日に引き続き、今日は高校生が登校しました。この先、休校はしばらく続くと思わ
れます。各教室では、各教科担当の先生によって休校中の学習に必要なプリント類の配布や諸注意が行わ
れました。このように長期にわたって休校が行われたことはこれまでないので、学校としても試行錯誤が
続いていくことになります。
　休憩時間には、先生たちに質問する生徒たちがたくさんいました
　一週間前に散り始めた桜も、すっかり葉桜になり、青葉の季節になりつつあります。これからの季節は
とても過ごしやすく、学校生活を楽しみにしていた生徒もたくさんいたと思いますがとても残念です。

　これから大切なことは、この休校が長期間続くかもしれないということを意識して、一日一日を無駄に
過ごさないように心がけることです。健康に気をつけることはもちろんですが、規則正しい生活を維持し
つつ、この際、しっかり自学自習の習慣を身につけてみてはいかがでしょうか。

M.Y.

詳細を見る

As Corona Spreads...
2020年04月13日

In only a week so much can change. Hiroshima saw a big increase in cases of COVID-19 and so 
today we had a shortened schedule with 8 classes of 15 minutes each. Students could meet 
teachers they haven't yet met this year and get information for going forward.
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The newest members of our Gakuin family, the 65K face a particularly challenging time but we 
hope they can continue learning, even if things are different from the experience past students 
had.
Teachers also have to think about how to deliver education, even if we may not have our 
students with us physically. The students all received Google accounts last week and 
some teachers plan on delivering content by Google Classroom.
Our thoughts and prayers are with you all in this challenging time.

2020年4月 , S.A.B. , 中学

詳細を見る

聖金曜日
2020年04月10日

今日は聖金曜日。イエスが十字架につけられ亡くなった日です。福音書にあるイエスが十字架にかけられる
場面を読んで見てください。コロナ禍で暗くなる毎日ですが十字架の後ろにある復活の輝きを感じましょ
う。

ヨハネによる福音書/ 19章 17節～30節
　イエスは自ら十字架を背負い、いわゆる「されこうべの場所」、すなわちヘブライ語でゴルゴタという所
へ向かわれた。 そこで、彼らはイエスを十字架につけた。また、イエスと一緒にほかの二人を、イエスを真
ん中にして両側に、十字架につけた。 ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掛けた。それには、「ナザ
レのイエス、ユダヤ人の王」と書いてあった。 イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多く
のユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それは、ヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。 ユダヤ
人の祭司長たちはピラトに、「『ユダヤ人の王』と書かずに、『この男は「ユダヤ人の王」と自称した』と
書いてください」と言った。 ピラトは、「私が書いたものは、書いたままにしておけ」と答えた。 兵士たち
はイエスを十字架につけてから、その服を取り、四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取っ
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てみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚織りであった。 そこで、「これは裂かないで、誰のも
のになるか、くじを引こう」と話し合った。それは、／「彼らは私の服を分け合い／衣をめぐってくじを引
いた」という聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこのとおりにしたのである。 イエスの十字架
のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。 イエスは、母とそ
のそばにいる愛する弟子とを見て、母に、「女よ、見なさい。あなたの子です」と言われた。 それから弟子
に言われた。「見なさい。あなたの母です。」その時から、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取っ
た。 この後、イエスは、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り、「渇く」と言われた。こうして、聖
書の言葉が実現した。そこには、酢を満たした器が置いてあった。人々は、この酢をいっぱい含ませた海綿
をヒソプに付け、イエスの口元に差し出した。イエスは、この酢を受けると、「成し遂げられた」と言い、
頭を垂れて息を引き取られた。

2020年4月 , J.I , 日常

詳細を見る

New Year, New Rules
2020年04月09日

With COVID-19 all over the world, many people have had to change their lives in order to keep 
safe. At Gakuin, several things are being done.

The schedule for the start of classes has been moved outside of rush hour time, so trains are 
less crowded for the boys. Students are also walking from 西広島 station to avoid crowded 
buses.
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There is no club. Hand washing is required and sanitizer is outside all classrooms.

Although these measures help to keep us safe, there is still many dangers, so please take care 
of yourself and others. We all hope that this time will pass soon and remain just a memory. 
Especially in these times, Men for Others is very important.

日常 , C.L.

詳細を見る

中１Ｃ組の１日
2020年04月08日

授業初日を迎えました。中１Ｃ組の１日をお伝えします。
早速、朝の誰も来ていない教室に行ってみました。

しばらくすると、担任のＡ先生が窓を全開にし、皆さんを迎える準備していました。
この窓は放課後まで締められることはありません。
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１番のりの生徒でしょうか。並んで教室に向かっていました。

１０時２０分にＨＲが始まります。
広島学院では、ＨＲや授業が始まるときと終わるときに、
心を落ち着かせ気持ちを切り替えるために『瞑黙』を行います。

挨拶や伝達が終わったと思った矢先、、隙あらばじゃんけん大会！！

「私はずっと出席番号１だったので、
　１番の人ばかり最初になるのはおかしいと思うんだよ。」

という優しいＡ先生。
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負け残った人には記念として１人目の「日誌当番」が与えられました。

Ａ先生「この日誌はず～～っと残るよ」

その後、とある授業に少しだけお邪魔してきました。

早速課題が出たのでしょうか、スケジュール帳にメモをしています。
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放課後になりました。教室の掃除当番のみ掃除をし、ほかの生徒はすぐ帰宅しました。

よーい、どん！　というＡ先生の掛け声で走ります。速すぎてブレブレ

そして生徒は全員下校したころ

全教員で 学校じゅうの消毒作業を行い、明日に備えます。
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長くなりましたが、授業日初日の様子でした。
また明日。

日常

詳細を見る

2020年度　高1入学式・1学期始業式
2020年04月07日

　新型コロナウイルスの流行に伴う長い休校期間を経て、多くの生徒たちにとっては待ちに待った？始業
式が昨年度の三学期の終業式と同様、前庭で一人一人の間隔を空けて行われました。
　今回の始業式は高校一年生（62期）の入学式もあわせて行われましたが、実は学院の60期代の前半が
そろうという記念すべき始業式でもありました。

校長先生の話の後、新任教諭の紹介がありました。

　始業式の最後に、生徒指導部長が主に公共交通機関を利用する際の諸注意を行いました。
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　始業式後は、各クラスでホームルームが行われました。その間に新しい教科書の配布も行われました
（以下の写真は中３です）。

　新型コロナウイルス関係を巡る今後の状況は刻一刻と変わっていく可能性が高いようです。この状況で
生徒１人１人に問われてくるのは「無症状でも自分が感染者かもしれない」という立場で行動することで
す。一方で、こんな日々が続くからこそ、学校で学べることの大切さを味わいながら、１日１日を大切に
過ごしていかなければならないと思います。

日常 , M.Y.

詳細を見る

Welcome to Gakuin 65K!
2020年04月06日

Today was the Entrance Ceremony for the 65K boys.
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Some things were the same as usual.

There were posters from the new 中2 64K students.

There was a big line of people waiting to take their photos in the front yard.

The stage was set with flowers and the school flag.

However, due to COVID-19 many things were different from usual.
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Only the new students and their parents came today. No current junior high students came. The 
new 65K students sat with spaces in between them.

The windows and doors were all left open.

Some teachers were also dispensing alcohol sanitizer to our guests.
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During both preparation and during the ceremony all the new students were wearing masks. 
Usually teachers can remember most students' names and faces by Golden Week. I wonder 
how long it will take to remember their names and faces if they are wearing masks every day...

It is a time of uncertainty and we don't know what the future will hold for our school community 
and for our students. We all hope COVID-19 pandemic can pass soon so the 65K can experience 
life as usual Gakuin students.

2020年4月 , S.A.B. , 行事・イベント , 日常

詳細を見る

世の中にたえて桜のなかりせば…
2020年04月02日

ついに、東門の桜が満開です!

美しい春の風景です。

Y.K. , 2020年4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

サイトマップ サイトポリシー プライバシーポリシー アクセス お問い合わせ リンク集
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