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梅雨も明けて
2020年07月31日

7月31日はイエズス会の創始者イグナチオ・デ・ロヨラの記念日です。例年、夏休み中になってしまうの
で知らない生徒も多いのではないでしょうか。明日はお休みなので、今晩、彼の人生を少し調べてみま
しょう！新しい生活様式と結びつくヒントが見つかるかもしれません。写真は姉妹校のアテネオ・デ・ナ
ガ（フィリピン）の入り口にあるイグナチオ・デ・ロヨラ像。
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試験が終われば短いですが「夏休み」。
あと2日間の試験,暑いですが,頑張って乗り切っていきましょう！

J.I , 日常

詳細を見る

First Day of Exams...July 30th!
2020年07月30日

The first day of examinations was held today. For the 65K boys, it was their first time to do 
exams at Gakuin.
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With the heat, the masks and the pressure, it was a hard day for the boys today. I hope that we 
will have some cooler weather for the rest of the exam period. However, the forecast calls for 
highs up to 33°C!!!

日常 , C.L.

詳細を見る

「どうか試験ができますように…」
2020年07月29日

新しいフランシスコ聖堂の写真は「学校便り」に何度も登場しますが…

アルぺ講堂ができる前、ここにはイエズス会古江修道院があり、「別館」と呼ばれていました。
かつての聖堂の前方壁面が、アルぺ講堂の「メモリアルホール」に残されています。

私は個人的にはこちらのほうが心が落ち着きます。

さあ、明日から試験です…

教員：「どうか試験ができますように…」
生徒：「どうか試験ができますように…」

意味はまったく違いますが…どちらもなぜか同じ祈りです！
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N.K , 日常

詳細を見る

文化部のポスター
2020年07月28日

　先週行われたオープンスクールの参加者からのアンケートの中に、「文化部の活動についても知りたい
です」というものが複数ありましたので、広島学院の文化部について少しだけ紹介します。
　広島学院には文化部が現在14あります。生物部、物理部、化学部、新聞部、茶道部、囲碁部、天文部、
社会研究部、美術部、文芸部、将棋部、ＥＳＳ、演劇部、書道部です。
　この文化部に入部できるのは中2になってからで、各文化部は週に１回の活動日があります。したがっ
て今現在、中２の教室の廊下には部員募集のポスターが貼ってあります。一部を紹介します。
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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社研部のポスターの内容は本当に残念です。

　今日は残念ながら休校になってしまいました。明後日から期末試験なのでしっかり勉強してください。
一方で試験が終われば、今年は少し短いですが夏休みになります。今年の夏休みはいろいろな面で余裕が
ないかもしれませんが、運動部以外にも活動の幅を広げたいと考えている人がいたら（特に中学生）、文
化部への入部を検討してみてはいかがでしょうか？

日常 , M.Y.

詳細を見る

It Has Been a While
2020年07月27日

The boys at Gakuin haven't had term tests in over 6 months. The term 3 finals and term 1 mid-
terms were both cancelled because of COVID-19. In 3 days, starting Thursday, the boys will 
have the term 1 final tests. We can see how much they have learnt over the last 6 months.
Due to both the upcoming tests and poor weather today there is not much special happening, 
so I'd like to talk about the Culture Club Introductions that the 中2 boys had last week. 中2 
students are able to participate in culture clubs as well as sports clubs from this year so there 
was a lot of excitement as they discussed which clubs to join. Some highlights of the 
introductions were:
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The calligraphy club showing their art work.

The social studies research group showing their field trip to Kyoto and the model of Kyoto they 
made after.

The physics club gave a great introduction by video and powerpoint.

The astronomy club did a short play about using telescopes.
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The biology club, which keeps many animals, explained the rules for keeping their animals safe 
and healthy.

The chemistry club did an experiment where a mysterious clear liquid turned black suddenly.

The tea ceremony club advertised itself as the best club for getting free snacks.
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And finally, while not a club, the GSS explained how they learn juggling and perform as a form 
of community service across Hiroshima.

With tests coming soon I'm not sure if the 中2 boys can concentrate too much on choosing their 
clubs, but I hope next week when tests are finish they will choose clubs that suits them and be 
able to enjoy their (slightly shortened) summer holidays making new friends.

S.A.B. , 2020年7月 , 日常

詳細を見る

被爆75年を考える講演会
2020年07月22日

広島平和資料館学芸課の横山雄一氏（46期の先輩）にお越しいただき、
「被爆75年を考える講演会」が実施されました。

横山先輩は広島学院から東京大学へと進学され、海外の大学院を卒業後、
今年度より平和資料館で勤めていらっしゃいます。
講演では、自分の人生を振り返りながら「自分と向き合うこと」「平和と向き合うこと」
など１時間以上も熱く語っていただきました。

生徒も講演時間いっぱいまで積極的に質問をしました。そして、１つ１つ丁寧に答えてくださいました。
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貴重なお話をありがとうございました。

そして話は変わりますが、真面目に掃除をする、かっこいい様子を撮りました。

日常

詳細を見る

高３ＩＬ・高１ＩＬ
2020年07月21日

　今回は高３のＩＬと高１のＩＬの様子をお伝えします。高３のＩＬは毎週月曜日にあります。昨日は中
井神父を講師としてお招きして、イエズス会の創設者のイグナチオ・ロヨラによって体系化された「識
別」という人生の中で選択や決定をする方法についてお話をしていただきました。
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　お話の途中で、中井神父から目を閉じて今の自分を振り返る時間が与えられたりして、高３の生徒達に
とっては自分の心を見つめる貴重な体験の機会となったようでした。

　一方、今日の高１のILでは二人の先生の話を聞きました。
　伊藤先生は、自分の中学・高校・大学の出来事を振り返りながら、「目の前にあることをきちんとやっ
ていたら人生は何とかなる」という話や、進路選択に際しても「自分がおもしろいと思う（感じる）分野
に進むと良い」という話をしてくれました。

　杉本先生は、「無知は幸福」という言葉を紹介した上で、「価値を疑うことの大切さ」についてや、
「社会的に貢献している仕事に就くと幸福を感じる」という話をした上で、読書や学び続けることの大切
について力説していました。
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　高１の生徒達の反応もとても良く、二人の先生の話を真剣に聞いていました。これから将来の進路選択
について考えていく上で参考になる話でした。

日常 , M.Y.

詳細を見る

梅雨明け間近！？
2020年07月17日

蝉の音も聞こえるようになった梅雨晴れのもと、中１は３時間目・４時間目を使って「キックベースボー
ル大会」です。投げて、蹴って、キャッチして。珍プレー、好プレー続出です。友達への声援や拍手、こ
ういったことで友達の輪がどんどん広がっていくんですね。
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もうすぐ夏休みですね。例年より短く、コロナの影響もあり旅行に行くのも難しいかもしれませんね。そ
の代わりと言っては何ですが、本を読んで見ましょう！マイケル・ジャクソンは次のように言ったそうで
す。I love to read.   I wish I could advise more people to read.  There's a whole new world in 
books.  If you can't afford to travel, you travel mentally through reading.  You can see anything 
and go anywhere you want  in reading. また、マルコムXは次のように言っています。People don't 
realize how a man's whole life can be changed by one book.　ということで図書室へ・・・
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すでに夏休みの貸し出しに向けてたくさんの本が紹介されています。おもしろそうな本がたくさんありま
す。夏休み中は、ゴールドカード保持者は普通のカードの生徒より２冊多く借りられるそうです。
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7月の新着本の紹介が壁一面に貼られています。図書委員の生徒が作ったそうです。本当に様々な種類の
本が学院の図書室にはありますね。まだ一度も借りたことのない生徒はまず図書室を訪問してみましょ
う。人生を変えてしまう一冊に出会えるかもしれません。ちなみに、本を借りていくのは圧倒的に中１が
多いそうです。

J.I , 日常

詳細を見る

Another Day of Sun!!
2020年07月16日

We finally had nice weather on a Thursday!!!! So, everyone was outside enjoying it.

We also had a morning assembly today; the first in a long time on Thursday because of the 
rain. Mr. Abe told the junior high school boys to prepare for their exams in two weeks and to 
respect others by being polite.
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Also, I had to perform one of my dangerous duties at work today. Most soccer boys practice 
with their friends in the morning but not all of their shots are accurate.

Sometimes I have to retrieve balls from strange places. Often the students will apologize, but 
others don’t like to comment upon such things.

日常 , C.L.

詳細を見る

謎のボトル
2020年07月15日

校内某所に何やら怪しいボトルがぶら下げられています。何でしょうか。

引き上げてもらうと、酢、砂糖、酒が混ぜられた特性カクテルが。
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中には１匹の蜂が入っていました。
おやおや、スズメバチ酒とは元気になれそうだ。と思ったのですが

正解は蜂トラップでした。
ボトルは何度も取り換えられていて、今回は１匹。雨続きで活動が鈍いのでしょうか。
山に隣接する本校では、よく蜂の巣ができてしまいます。
巣ができて取り除くこともありますが、その前の段階の対策として設置されているそうです。

日常

詳細を見る

またしても…
2020年07月14日

残念ながら休校です…

ごたごたした１学期ですが、期末試験まで２週間余りとなりました。
中１にとっては初めての定期試験、

中２以上の生徒はなんと７カ月ぶりの定期試験です。
中間試験がなかった分、範囲も広いので早めの対策を！

……あ、そんなこと言われなくても始めてますか。失礼！

・・・・・・・・・・・・

初めての試み…リモートオープンスクールの申込締切が迫ってきました。
受講可能な「授業体験」の講座数は13ありますよ。

7/17(金)までにどうぞ………詳しくは左のバナーをクリック！
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N.K , 日常

詳細を見る

Calm Before the Storm?
2020年07月13日

Heavy rain continues across Japan and here at Gakuin is no exception. Today at lunch time I 
took a brief tour of the school to check the condition of our school and students.

The stream was flowing much faster than usual. Today "river" is a better name than "stream".
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The "lower ground" should probably also be renamed. I think "lower lake" is a better name.

The upper ground hasn't become a lake, yet, so a few brave boys were practicing baseball.

Table tennis seems to be able to continue despite the rain.
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Basketball is no problem either. The front yard is popular, as always.

Our boys don't seem too worried by the rain, but we need to remember that it can be 
dangerous. There was a reminder of that fact on our campus, too. Some branches fell onto 
some power lines. 中国電気 is coming soon to clean them up. Playing outside in the rain can be 
fun, but we need to stay safe, too.
Tomorrow might bring heavy rain again, but if so, our students' safety is number one.

S.A.B. , 2020年7月 , 日常

詳細を見る

また警報です
2020年07月10日
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昨日から続く大雨警報のため家庭学習日となりました。週末、週明けと雨が続くようですが、災害が起き
ないことを祈るばかりです。

生徒がいないと学校は本当に寂しい場所です。歩いているのは国語科のO先生。
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警報が出ても先生たちはお休みではありません。授業準備や会議などやることたくさんあるんですよ！
「うぇ～ィ」とはなりません。体幹を鍛えながら仕事をしているM先生。

K先生は静かな教室で一人集中して授業準備です。
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国際交流に関する掲示板です。今年度はコロナの影響でフィリピンとの交流はなくなってしまいました。
その代替プランとしてオンラインでの交流が企画されています。異文化に触れ「幸せって何？」「大切な
ものって何？」「自分って何？」ということを感じ、考える良い機会です。一人でも多くの生徒に参加し
てほしいと思っています。対象は中２～高２です。

J.I , 日常

詳細を見る

Rain. AGAIN!!!!!
2020年07月09日

It seems as if every Thursday is wall to wall rain! It has been quite a wet rainy season so far. 
We hope that it breaks soon enough and that no one else gets hurt in flooding and landslides. 
The Gakuin boys take it in stride; continuing to play outside. However, some things do get lost.

Page 22 of 33

2020/10/26



Today, in 中1 English B, Mr. Claudien Bagayamukwe (a Jesuit scholastic from the Democratic 
Republic of Congo) did some activities with plurals. The boys enjoyed his instructions.

In between classes, the boys finds ways to have fun inside as well.

日常 , C.L.

詳細を見る

休校一転…授業…
2020年07月08日

あと20分で休校のところでしたが…
警報解除で10:30登校となりました。

昨日の雨で横の川は大変なことに…

（音はフェイスブックでお聞きください）

今日の時間割です
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音楽の授業は広い合併教室で…

（音はフェイスブックでお聞きください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
こちらはマツダスタジアムの方角…

鯉のぼりの季節がなかったためか…元気がありませんね…
無観客ですが、サンフレッチェを見習って今夜頑張ってください！

日常

詳細を見る

懐かしい先生
2020年07月07日
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　今日は43期以前のОＢにとってはとても懐かしい先生を特集します。その先生の名前は石井先生です。
何と今現在、御年78歳です。今年度、石井先生は１年間非常勤講師として高１（62期）の現代社会を週2
日担当しています（マスクをしているのはコロナウイルス対策のためです）。

　石井先生は、1967（昭和42）年～2002（平成14）年までの36年間の長きにわたって広島学院で教鞭
をとられました。そして退職後も昨年度まで予備校や他の学校で教鞭をとられた後、18年ぶりに本校で教
えていただくことになりました。
　先週の金曜日に授業をのぞかせていただきましたが、黒板の字もとても分かりやすいし何よりも1日4時
間の授業をきっちりと教えている姿は、年齢を感じさせない迫力がありました。
　石井先生に広島学院で特に思い出に残っている学年（期）はどこですか？とお尋ねしたら、14期と22
期だと言われました。その理由は、中3（高１）から高３までずっと持ち上がった学年だったからだそう
です。

 　石井先生は週に２日間しか職員室には来られませんが、来られたらすぐに分かります。というのもす
ぐに石井先生の席周辺から笑い声が聞こえるからです。とにかくお元気です。
　高１の生徒達には今後もしっかり石井先生から学んでほしいと思います。
  7月2日のフェイスブックの映像（1968年）の前年に石井先生は広島学院に来られました。今から53年
前です。この50年間で広島学院も随分変化したに違いありません。この記事を見て懐かしいと思われたО
Ｂの方は、ぜひ、久しぶりに石井先生に会いに来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

休校…
2020年07月06日

警報発令が広島市だけだったので、
東広島市や廿日市市から登校した生徒がいましたがすべて下校しました。

教員の授業配信も次第にスムーズに行えるようになりました。
みなさん、しっかりと家庭での学習に取り組んでください！

日常

詳細を見る

Some things cannot be beaten
2020年07月06日
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This weekend saw Kyushu experience terrible floods due to heavy rains. This morning Hiroshima 
prefecture also issued a red alert because of the weather. At Gakuin our students' safety is our 
number one priority so we have cancelled school attendance today. The front yard should be 
filled with students for the morning assembly, but today it is only filled with rain.

After all the trouble caused by COVID-19 I'm sure many students are worried about losing 
valuable study time. To try and ease this concern, many teachers will be posting material online 
for study so that students are able to keep up with their work, even if they can't meet for face-
to-face classes.

Good luck with your study today, students! We hope we can see your smiling faces again, 
tomorrow.

日常

詳細を見る

not vacation but vocation
2020年07月03日

高1のI.L.P.(Ignatian Leadership Program)の授業にお邪魔しました。高1のテーマは『自分探し・生き
方探し』です。文理選択が目の前に迫り、またコロナ禍で世の中の見通しも立たない中、どのように生き
ていくのか、どのような人間になるのか、生徒たちにはとても大切な授業です。今日から３週にわたりク
ラス担任以外の先生がリレー形式でお話することになっています。トップバッターは数学のK先生、続い
て国語科のY先生。お二人とも自分の経験や思いを生徒に熱く語っていらっしゃいました。お話の内容は
62Kの保護者の方はご子息に聞いてみてくださいね。今、16歳の少年が何を思い、何を考えているのか気
になりますね。
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Y先生（左）とK先生(右）

新任の先生シリーズ#2。今日は英語科のF先生です。授業は高１の英語、部活は水球部を担当されていま
す。学院で一番若い先生です。生徒にとっては親近感のある頼もしいお兄さん的存在でしょうね。今日は
英語の授業はないのですが、他の先生の授業を見学し（生徒よりも？）熱心にメモを取っていらっしゃい
ました。「日々、ともに勉強していきましょう！」とメッセージをいただきました。

Page 28 of 33

2020/10/26



４時間目終わりの売店には、注文した昼ごはんを取りに各クラスの週番さんがやってきます。美味しそう
なパンやお弁当の入った大きな箱を友達のために運びます。また、お箸を忘れてしまった生徒は割り箸を
買いにやってきます。
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J.I , 日常

詳細を見る

Finally! A nice Thursday.
2020年07月02日

Today was finally a sunny day!! The last two Thursdays have been rainy and gloomy. So, the 
boys were playing outside.
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We had a morning assembly for both high and middle schools. However, the 中1 and 高1 did 

not participate because of 1st period exams.

Also, the heat and fears of COVID-19 have changed the students' behaviors. Now the school 
shop is the only place to get cold water.

日常 , C.L.

詳細を見る

校務さんと学校で一番高い場所へ
2020年07月01日

 今日は校務さんたちを紹介しようと思っていたのですが、「いい場所を紹介するよ」というお言葉に甘え、
学校で一番高い場所に連れてきてもらいました。
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ここはアルぺホールの屋上。もちろん普段は立ち入り禁止です。
初めて行ったのですが、広島駅付近のビル群や宇品、井口など、広島市が一望できる最高の眺めでした。

ここからだとグラウンドが遠くに見えます。

高２体育はハードル走

中３は準備運動をしていました。

秋には排水溝に落ち葉が詰まってプールのようになることもあるらしく、
そのときは校務の方々がジャブジャブと入って掃除をされるのだとか。
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生徒の皆さんの中には
「トイレが詰まったので直してください」
 「ボールが木に引っかかったので取ってもらえませんか？」
などとお願いをしに行った人もいるのではないでしょうか。

他にも、設備や機械を修理したり電気工事、植栽の手入れからごみ処理などなど
例を挙げればきりがないほど、多くの仕事をされています。

いつもありがとうございます。

日常

詳細を見る
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