
トップ > 学校便り記事一覧 

学院の売店
2020年06月30日

　今日は学院の売店を紹介します。売店でいつも生徒達に素敵な笑顔で接していただいている方（「売店
のおばちゃん」の愛称で親しまれています）にお話を伺いました。

　学院の売店の歴史は古く、1期生の頃からあったそうです。そして売店の中には、日頃はあまり意識し
ていないと思いますが、売店を利用するための注意事項がかなり昔から伝わっていることが分かりまし
た。OBにとってはとても懐かしいかもしれません。

 広島学院には食堂がないので、生徒の生活にとても密着している売店の存在は、とても貴重な場となっ
ています。実際に生徒達がどのようなものを購入しているのか尋ねてみると、文房具ではシャーペンの芯
と赤ボールペンを購入する生徒が多いそうです。そして試験前になると、チェックペンがよく売れるそう
です。
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　お話を聞いている内に気になることが話題になりました。それは20年くらい前と比べて、明らかに最近
の生徒達がノートを購入しなくなったという事です。売店にはたくさんのノートがそろえてあるのにもっ
たいないと思いました。これも時代の流れなのかもしれませんが、ノートをいかに活用していくかは考え
ていくべき課題なのかもしれません。

　文房具も大切ですが、学院生が楽しみにしているものがパンやデザート類です。お話を伺っていると、
年によって売れ筋のものが変化しているようです。例えば、５・６年前頃まではメロンパンが人気だった
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そうですが、この２・３年であまり売れなくなったそうです。そして去年はシュークリームが人気だった
ことや、最近ではチョコレート系の甘いパンに人気があることも話してくださいました。

　特に最近生徒達がよく買うものが、ゼリー系のものやプリンなのだそうです。そして中１に人気なのが
「だんご」だそうです。

　この売店の一日の中で、生徒達が最も楽しみにしているのが放課後だと思います。特にクラブの無い日
に友達と一緒に売店でおやつを食べながら談笑している姿はとても微笑ましいものがあります。まるで大
人が居酒屋でくつろいでいるような雰囲気です。ただ今年は残念なことに、コロナの影響で売店の椅子が
取り除かれていて、立ったままで談笑する姿に変化していました。
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　売店を取材してみて、改めて学院生にとって売店の存在が大きいものであることを痛感しました。卒業
したОＢが久しぶりに学校に来た時に売店に立ち寄る意味も少し分かった気がしました。きっと学院在学
中に「売店のおばちゃん」達と共に過ごした時間を懐かしむのだと思います。
　こうやって日頃から生徒達を見守ってくれている「売店のおばちゃん」達に感謝したいと思います。

日常 , M.Y.

詳細を見る

Long Awaited Morning Assembly
2020年06月29日

Today we had our first morning school assembly since resuming classes. The students gathered 
together in the front yard.

Teachers reminded students that they need to keep an appropriate social distance between 
them so students changed their positions to ensure they weren’t too close to their friends.

Then the principal gave his assembly speech. Today he focused on the challenges of living in the 
world at the moment. Even though Hiroshima hasn’t had any confirmed new cases, there is still 
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a high risk of facing a second wave similar to the capital region. In winter, it was easy for us to 
wear masks to prevent others from getting sick, but now as the weather gets hotter we are 
facing a new threat. Heat stroke is a real risk and we need to be careful about it, too. That’s 
why we need to ensure we wash our hands and maintain a safe distance when we can. And we 
need to drink enough water to stop overheating. We can’t easily say whether COVID-19 or heat 
stroke is a more serious problem, but we need to be cautious about both and try to stay healthy 
so we can continue to learn and grow at Hiroshima Gakuin this difficult year.

S.A.B. , 2020年6月 , 日常

詳細を見る

初の土曜日…
2020年06月27日

早朝のプールに行ってみました！

新型コロナの影響で、
目標の「夏のJOCジュニアオリンピック(水球)全国大会」がなくなってしまった水泳部…

心なしか河童たちの泳ぎも元気がないように思えます

広島学院自慢のサウナ室ですが…もちろん３密で使われていませんでした
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もうすぐ７月、クラブも少しずつ元気を取り戻してほしいですね…

日常 , N.K.

詳細を見る

ムシムシ
2020年06月26日

今日のお弁当はカレーライスです！高2A組の教室中においしい香りが漂っています。温めたカレーを弁
当箱のご飯に丁寧にかけ、満面の笑みで口に運ぶ。おいしそう！どこで温めたのか？それは秘密です。特
別な方法があるようです。お弁当にもいろいろな工夫がありますね。

中３では英語の「中間試験」が行われていました。コロナで休校中のオンライン授業が試験範囲だそうで
す。中間試験がないと4月～７月の４か月分の授業が期末試験の範囲になってしまうので、先生によって
は「優しさ」で中間試験を行っています。この優しさを生徒はどう捉えているのでしょうか？
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コロナの影響で「歌うのは心の中で」「ハミングで」という自治体もあるなか、学院の音楽の授業はどう
なっているのかと音楽室に行ってきました。のぞいてみるとK先生による「指揮法」の授業が行われてい
ました。指揮を学んだあと、生徒の指揮に合わせてK先生がピアノを弾きます。予想外に（失礼）みんな
上手で驚きました。歌声はありませんが、たくさんの笑顔のある音楽室でした。

みんなで指揮の練習

今年度、学院に来られたM先生です。先生は学院のOB(48K)で理科の先生です。部活は水球を担当されて
います。今日は中２に「音の性質」の授業を行っていました。6月に入りようやく対面での授業ができる
ようになりとても楽しんでいるようです。一方でお疲れもあるのか生徒が帰った後の職員室でウトウトさ
れている姿も。M先生、がんばってください！以下、M先生のコメント「学院生はパワーありますね。夏
バテしないようお互いに頑張りましょう！」
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J.I , 日常

詳細を見る

Another Day of Rain
2020年06月25日

It seems that every Thursday it rains in Hiroshima! Well…I still took some pictures.

The 65K boys had split English classes today, so we did telling the time. I hope that they have 
mastered it.
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Other boys still have too much energy to remain inside. I never go outside in the rain unless I 
have to, but others cannot contain their enthusiasm.

日常 , C.L.

詳細を見る

中２IL　アイマスク体験
2020年06月24日

 中２ILでの「アイマスク体験」にお邪魔してきました。
 口にもマスク、目にもマスク、顔が全く分かりませんが仕方がありません。

正しくアイマスクを着けると、当然カメラの位置はわかりません。
この状態で上グラウンドまで歩きます。
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先生の説明を受けます。「右に曲がって、止まります。ここに段差があるよ」
丁寧に説明しないと見えない人には伝わらないよ、とのこと。

丁寧に誘導しています。順調そうです。

 「こっちな気がする！」「違う、そっちじゃない！！」
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 とでも言っているようでひやひやしますが、無事に送り届けました。

普段は段差だとすら思わない場所でも、怖いようです。

 中には唯一ふさがれていない耳を使って、「友達の声」を頼りに行く道を感じている生徒もいました。

 交代する前に、感じたことを分かち合います。
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「こっちだよ、と言われてもどっちかわからなかった」
「ただの坂道が怖かった」
よく感じてくれています。

 戻ったあとは、感想を書きます。何を感じ、何を思ったのでしょうか。
今日の体験を生かしてくださいね。

日常

詳細を見る

高3体育の授業（6月）
2020年06月23日

　梅雨の晴れ間の中、今日は高3の体育の授業にお邪魔しました。今日の高3体育は上グランドで行われて
いました。上グランドに行ってみると、生徒たちはこれから行うことの指示を受けていました。
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　今回のテーマはソフトボールのバッティングでした。指示を受けて生徒たちはグループに分かれて練習
を始めました。

　楽しそうにバッティングの練習をしていましたが、近づいてみるとボールの大きさが少し大きいようで
した。このボールは４号球というサイズで、一般的なソフトボールで使用されているボールよりも少し大
きいものでした。

　取材したのは３時間目でしたが、見た目以上にとても暑く感じられる上グランドでした。しかし高３の
生徒達にとっては、体育の時間はいろいろな面で貴重な時間のように見えました。　
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　今日６月23日は「沖縄慰霊の日」です。広島における8月6日・長崎における８月９日と同様、忘れて
はいけない日です。 今日の高２のＩＬでは、修学旅行の事前学習で沖縄について学んでいる一環とし
て、「沖縄慰霊の日」の話や、今年の「沖縄全戦没者追悼式」の映像を見ました。

　「沖縄全戦没者追悼式」の映像は、時間割の関係上リアルタイムでは見れませんでしたが、同じ日に見
るという意義をかみしめながら、黙祷も捧げました。今年は戦後75周年の年です。戦争を体験した方が次
世代に戦争体験を語っても、なかなか伝えきれていないと感じる現実があるという報道があります。少し
でも当時のことを想像したり考えてみることは大切なことだと思います。
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日常 , M.Y.

詳細を見る

Club Introductions
2020年06月22日

This week saw a return to 8:30 starts at Hiroshima Gakuin. Students leave school at 5:30, half 
an hour than normal, but otherwise we have a fairly "as usual" schedule.

That's why today the 65K boys had club introductions in today's long homeroom. At Gakuin, all 
junior high boys are required to join a sports club to ensure they have a balanced life of study 
and physical activity. They join after their first term finals finish before summer holidays and 
around this time in June every year they visit the various clubs and watch the older students 
participate in club activities.
Today in the club introductions the older students came and presented about their clubs.

The tennis and volleyball club students showed their ball handling skills.

The kendo club members demonstrated various strikes with their bamboo swords.
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The Judo club, taking precautions against being in close proximity, showed their Judo throws at 
long distance.

The water polo club members showed an example of the big muscles and strong body you can 
develop in their club.
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And the brass band explained how they are an option for students less interested in hard 
physical activity. At Hiroshima Gakuin the brass band counts as a sports club rather than a 
culture club.

I wonder which clubs will be most popular this year? I hope the 65K boys will be able to 
make good choices and enjoy spending time with students from other grades and developing 
their own skills.

S.A.B. , 2020年6月 , 日常

詳細を見る

えっ！警報解除！？
2020年06月19日

大雨警報が解除されたため今日は11時の始業でした。6時間授業が4時間授業になり時間割係の先生は朝
から大忙しです。時間割を組み替える作業はまるでパズルのよう。後ろ姿の数学のK先生はこの作業が大
好きなようです。
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心電図（中１・高１）とX線（高１）の検査がありました。心電図のベッドは頭と足が逆になるように交
互にならべられています。これもコロナ対策の一つなんでしょうね。中１はフィジカルディスタンスを保
ちながら緊張の面持ちで自分の順番を待っています。

X線検査を待つ高１くん。緊張している中１とはちがい余裕の笑顔です。
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変わったユリを見つけました。校内のどこに咲いているか知っていますか？探してみてくださいね。学院
の敷地内には植えられた花も野生の花もそれぞれが見事に自分を表現しています。生徒たちもそれぞれの
賜物をいかせますように！

日常
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詳細を見る

More Rain
2020年06月18日

The rainy season continues. This forces the students to make a choice: get wet or stay 
dry. Either choice has ups and downs. As long as the boys stay healthy, I want them to make 
their own choice.

In order to counter the virus, every class must be disinfected at the end of the day. This process 
requires special equipment and takes time. However, we want our boys to be ‘genki’ every day.

日常 , C.L.

詳細を見る

梅雨の晴れ間…
2020年06月17日

新緑の裏山を訪問…
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ヒナの飛行訓練でしょうか？　色々な鳥の声が聞こえます…

生徒が造った生物部のビオトープには…

モリアオガエルの卵塊が５か所…
上の木に産卵した模様ですが、なかなか際どいところに落ちてます。

これが生徒の教室から25ｍくらいの場所にありますから…不思議な学校ですね！

わかりにくいので…矢印を入れてもう一枚

日常

詳細を見る

美化指導員
2020年06月16日
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　広島学院の伝統の１つに、１学期間の中１の掃除を、高３の美化指導員が指導するという伝統がありま
す。美化指導員に選ばれることは、高３の生徒にとっては名誉なことです。というのも、中１の生徒に
とっては、学院生の良きお手本であり、学院生活の様々な事柄について相談にのってくれる存在だからで
す。

 中１の生徒にとって、高３の美化指導員の存在はとても大きいらしく、後々まで先輩の名前をしっかり
記憶している生徒が多いです。教員と生徒の中間的な存在として位置づけられるのかもしれません。一方
で高３の生徒にとっては、かわいい弟と接しているようで、ちょっとした憩いの時間になっているようで
す。

　昨日から、学年ごとに西広島駅からのバスの利用が認められることになりました。今から14・15年前
にボンバスが学院の東門前に停車するようになって、西広島駅から歩いて登校する生徒は減りましたが、
この期間中に歩くことによって体力が向上し、仲間との会話の機会が増えた生徒もいたと思います。梅雨
時なのでどうしてもバスを利用してしまうかもしれませんが、季節に応じて歩いて登校することも考えて
みてはいかがでしょうか。
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日常 , M.Y.

詳細を見る

Become a Servant
2020年06月15日

Today was Monday and usually on Monday morning we have a school assembly and the 
principal gives the students an uplifting speech in the front yard before classes start.

He often speaks about the monthly message of the school, which Mr. N makes an attractive 
design for and puts around the school. This month's message comes from Matthew 20 and is 
about serving others. Gakuin's motto is "Men for Others, with Others" and this month's message 
ties into that.

Jesus is speaking to his disciples and explaining that the greatest of his disciples is the one who 
serves other people. I think we understand this idea naturally. When we see someone working 
for other people and not working for themselves we think they are a great person.
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However, unfortunately, COVID-19 is still a problem and the bus companies aren't running on 
their usual schedules so today the front yard was empty this morning. We couldn't hear our 
principal's wise words. But in this difficult time students can not only hear the message to serve 
others, but we hope they can live it.

The weather is getting hotter and from today students are allowed to use buses to come to 
school in limited circumstances, but because of the bus companies running less services they 
have to come on a staggered schedule. We hope riding the bus can help students stay healthier 
in this hot season and not get heat stroke.

Slowly life is returning to normal, but we still have a long way to go. I hope we can keep this 
month's message alive in our hearts as we go about our daily lives as well as we can.

"...If one of you wants to become great, then he must serve the rest of you like a servant."
Matthew 20:26 (International Children's Bible)

S.A.B. , 2020年6月 , 日常

詳細を見る
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梅雨でも元気な学院生 2020年06月12日

始業前の朝の卓球台。高校の先輩から新入りの中１くんまで一緒になって楽しんでいます。中高一貫校の
良さですね。中学生は高校生の大きさを感じ、高校生は自分たちの来た道を振り返ることができます。

楽しそうにおしゃべりしている先生と中1を見つけました。この4名は「友達の友達で、その友達の友達」
らしいです。こうやって中1はどんどん友達の輪が広がっていくんですね。187名の輪ができるといい
ね。

小川の近くで少年二人が何やら葉っぱを見つめています。何をしているのだろう…
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カゲロウを捕まえて遊んでいるところでした。満面の笑みでカゲロウを見せてくれましたが写真がピンボ
ケです。学院は自然が多く生物好きにはたまらない環境です。蛍が飛びかうのも間近でしょうか。

コロナ禍で校内にも様々な変化が起こっています。その一つがトイレ掃除です。今週から専門業者さんが
清掃に来てくれるようになりました。とても丁寧に掃除してくださっています。業者さんに感謝しきれい
にトイレを使うようにしましょう。
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アルぺホール前の紫陽花です。学院生全員にこの美しさ、不思議さ、偉大さに気づいて欲しいと思いま
す。

日常

詳細を見る

Gloomy Day
2020年06月11日
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A gloomy start to the rainy season. It makes everything wet and sticky. Not very good weather 
for wearing masks.

Students walked up to school as usual with their umbrellas, but not dampened spirits.

Some even braved the elements to have fun outside.

日常 , C.L.

詳細を見る

高校生徒会役員選挙
2020年06月10日

今日の朝の様子です。
手洗いする者、テスト勉強は完璧だからバスケをする者（本人談）
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自習をする高３

今日のメインテーマです。
高校生徒会役員選挙を行いました。
例年ならば、３月に中３以上が一堂に集まり、候補者が最終演説を行ってから投票をしま
す。
今年は集まりを避けるため、投票方法を変更。
予め演説を録画しておき、クラスごとにCP室で視聴してWEB投票を行いました。
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実はこのビデオ、「一分間ノーカット取り直しなし」なんです。
「あまりうまく言えなかった」という候補者もいましたが、そこは公平な一発勝負。
それでも全員がいろいろな方法で、公約や思い、やりたいことをしっかりとアピールして
いました。
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演説も真剣、見るほうも真剣。結果はどうなるのでしょうか。

日常

詳細を見る

フェイスシールド
2020年06月09日

 　先週の金曜日の事ですが。職員室のカウンターでハバコン先生が何やら作業をしていました。
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　近寄ってハバコン先生にお話を聞くと、作っていたのはフェイスシールドでした。ネットで作り方を調
べて作っているとのことでした。材料は学校の売店で売っているカードケースだそうです。このカード
ケースを以下の型紙に合わせてカットして作成します。

 これからの季節、気温と湿度が高くなる中でマスクをつけたまま授業していくのは、かなり過酷なこと
になっていくことが予想される中、工夫していくことは大切な気がしました。先生はご自分のものだけで
なく、他の職員用も作成してくれました。
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　早速手に取って使用している先生もいました。ハバコン先生ありがとうございました。

日常 , M.Y.

詳細を見る

Day by Day
2020年06月08日

This week we took another step towards normal school life. We have slightly longer school days 
and clubs will restart this week. Of course we still need to take many steps to stay safe and 
healthy. Day by day things are improving.
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Another sign of "normal school life" is the practice standardised tests that the 高2 and 高3 boys 
took today. We didn't have Finals in semester three or Midterms this semester, so I wonder if 
they are out of practice.

S.A.B. , 2020年6月 , 日常

詳細を見る
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蒸し暑くなってきましたが・・・
2020年06月05日

上グラでは中１の体育の授業が行われていました。「学院体操」の練習です。先生の動きをよ～く見なが
ら真似をする。難しいかなと思いきやみんなとても上手です。指の先までピンと伸ばしきれいな体操で
す。昭和のメロディに合わせ平成の子どもたちが令和の時代に行う学院体操。もはや伝統芸能です。

学院体操ができてこそ一人前の学院生！がんばれ中１！それにしてもみんないい顔してますね。
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６時間目の前庭の片隅。教員一人と生徒一人が何かしています。気になったので見に行ってみると・・・

なんと、高２生物の授業でした。木陰で心地よい風が通り抜ける中のマンツーマン授業です。倉光先生自
前の黒板には爽やかさとは無縁の難しそうなことが。理系生物の選択者が少なくこのような形になってい
るそうです。イエズス会教育が大切にしている"Cura Personalis"（一人一人への配慮）を体現した授業
です。まさに"Kura Personalis"。

日常

詳細を見る

生物部の朝
2020年06月03日

朝、廊下を歩いていると、
生物部の生徒たちが、飼っている動物の世話をしていました。
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ほとんど自然から採取してきたという自慢の生物たち。
ホームページで紹介したいと伝えると、快く協力してくれました。

 長い休校期間中も手を尽くして、世話をし続けたとのこと。
食いつくまでゆっくりと待ってあげる様子は、優しさが伝わってきます。
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口まで餌を運んであげているようです。
冷凍された餌を解凍したり、ボウフラをスポイトですくったり 、 

餌である昆虫に、さらに栄養剤をまぶしてから与えたり。
 本当に丁寧です。
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カエルが餌を食べる瞬間を記録していました。とても真剣です。 

冬眠から目が覚めてきたと言って、見せてくれました。 それはもしや、、、
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クワガタです。「カブトムシは１年で死んでしまうけど、クワガタは冬眠するんですよ。」
知らなかった・・・・

日常

詳細を見る

美化委員会始動
2020年06月02日

　昨日、学校の授業が再開したの受けて、本日の昼休みに美化委員会が開かれました。普段ならば会場は
合併室でしたが、今日はアルぺ講堂でした。中２以上の美化委員が集まる中、新しい美化委員長が挨拶を
しました。

 美化委員長のリーダーシップのもと、学校をきれいにする活動が今日から始まります。

 今日の高２のＩＬの授業では、修学旅行の事前学習の一環として、ドラマ「さとうきび畑の唄」を見ま
した。
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 　このドラマでは沖縄戦における象徴的な場面（悲劇も含めて）が表現されています。沖縄について学
ぶきっかけになればと思います。

　久しぶりの授業が再開されたので、生徒達の様子を知るために昨日の日誌を読んでみると、生徒達も授
業の再開を待ち望んでいたことが分かります。

「今日から普通の授業が再開された。１カ月以上間が空いたので懐かしく感じた。休校期間もライブ授業
などオンラインの授業もあったが、家と教室とでは雰囲気が違った。教室の方が緊張感があるし、オンラ
イン授業だと相手と違う空間にいることに違和感を覚えた。ずっと非日常な生活をしていたが、これから
元に戻っていくと思うので早く普通の生活に慣れていきたい。」

「今日は久しぶりに学校に登校した。普段家での授業配信と比べて、学校で受ける方が格段に集中でき
た。YOUTUBE等での配信は、確かに何回も見直せるなどのメリットはあった。しかし動画を見るまでが
ものすごく時間がかかったのでついつい動画をためすぎてしまった。・・・休校中は生活リズムがとても
乱れていた。学校も再開したので普段通りの生活に戻していきたい。改めて学校が毎日あるというありが
たみを感じた１日でした。」

　この２名の高校生の日誌に書いてあるように、生徒たちには少しずつに生活のリズムを取り戻していっ
てほしいものです。

日常 , M.Y.

詳細を見る

Back to normal (ish)
2020年06月01日

Today, after about three months of interruption by COVID-19 we resumed classes. We have a 
shorter schedule and special hand washing stations. In Japan, we are past the peak, but we 
need to be careful to avoid a second wave.
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Students had their lessons as usual and the front yard was even busier than usual. Many 
students wanted to move their bodies after isolating at home for so long.

The new 65K boys had their first PE lesson at the Upper Ground today, too. Their white shoes 
and hats are still so clean! I doubt that will last long, though.

Everyone seems happy to be back to a fairly normal life. Let's hope things continue to improve 
in Japan and we don't face any more interruptions to our school life.

S.A.B. , 2020年6月 , 日常

詳細を見る
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