
メークレッスン・ロボティクス体験・楽書（書道）・パソコン・
普通救急講習 I・中国講座・パティシエ & ベーカリー・スペイン語・

簿記会計・美文字を書こう・三平方の定理と√ 2 の不思議な世界

　父母教師会主催の研修事業が 7 月 21 日～ 26 日まで、宮城
野校舎、多賀城校舎を会場に開催されました。仙台育英学園
の施設・設備を活用し、講師は本学園教職員という特色ある「生
き生き学級」の 11 講座に 60 名の皆さんが参加され自己研修
に楽しい時間を過ごされました。
　参加された受講生から、それぞれ感想を寄せてもらいまし
た。
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自己研修の【生き生き学級】
Topics  

  パティシエ＆ベーカリー講座

  楽書教室   もっと中国を知りたくなる講座

  スペイン語講座

  美文字を書こう講座  簿記会計講座
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　今年初めて、生き生き学級に参加させていただきました。
日頃、自己流 3 分メークしかしていなかったので、何故メー
クに 2 時間半も？と思っていましたが、参加してみて納得。
　乳液は手のひらで暖めてから肌にのせ、そっとなでるよう
にマッサージすると良いことや、下地、ファンデーションの
塗り方のコツや、パフやチップの使い方まで、マンツーマン
でとても優しく指導してくださるので、自分でメーク出来る
ようになります。
　生まれて初めてのリキッドアイライナーに挑戦させても
らったり、肌に合う色や、眉の形も、参加者それぞれに合わ
せてもらったりしてアドバイスしていただける点が良かった
です。
　それに驚きだったのが、ビューティーアドバイザーの方の
ご年齢！　マイナス 20 歳に見えました。良い化粧品を使うと、
こうまで違いがあるのでしょうか。
　耳寄りな情報としては、世の男性方は、女性の 3 つのツヤ
に注目しているそうです。その 3 つとは…くちびる、髪、爪
だそうです。
　普段とは違うメークの仕上がりに、ちょっとだけ美人気分
になり、気持ちアップで家路につきました。

 ●メークレッスン講座 を受講して

きれいメークで気持ちアップ

Topics
自己研修の【生き生き学級】
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　昨年に続き今年も、小学生の息子達と一緒にロボティクス
体験講座に参加させていただきました。
　レゴブロックを組み立てるのが結構難しく、長男が私より
も先にどんどん進んでいき、内心焦りましたが、講師の先生
や長男のフォローもあり、なんとかロボットが完成しました。
自分で組み立てたレゴブロックのロボットをプログラミング
によって思い通りに動かすことができ、息子達はもちろん、
私も夢中になりました。講座の終了間際に、みんな同じ速さ
で動くように設定し一斉にスタートさせた事がおもしろかっ
たです。
　パソコンだけでプログラミングを学ぶことはできますが、
この講座は大人も子供も楽しみながら学べて、自作のロボッ
トを動かすという点が達成感も味わえてとても良いと思いま
す。
　あっという間に感じた 2 時間。貴重な体験をさせていただ
きましたことを心より感謝もうしあげます。本当にありがと
うございました。来年も参加したいと思います！

 ●ロボティクス講座 を受講して

楽しく学べるプログラミング
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　昔懐かしい墨の香り……お道具も全て学校からお借りし、
身一つで登校、お茶までいただいて、至れり尽くせりの日々
を過ごさせていただきました。
　講師の池田僊雲先生は、とても楽しく、色々な作品や本等
持って来て下さり、線の太さ、墨の濃淡、渇筆、潤筆、逆筆他々、
少しの変化で雰囲気の違う作品が出来あがることを、目で見
て、聞いて、手習いがスムーズに出来るまでお話してくださ
いました。
　そして、いざお手本を見て真っ白な半紙に向かうと、先生が、
自信を持って書けるように、一人一人手ほどきしてください
ました。出来た作品は、参加者それぞれ「寿」「縁」「楽あれ
ば苦あり」「楽道閑居」等々、色紙や短冊に、すばらしい作品
が出来あがりました。
　この「生き生き学級」は、私達のリフレッシュタイム、本
当に素敵な時間です。このような企画を続けてくださってい
る皆様に、感謝申し上げます。
　本当に、ありがとうございました。

 ●楽書（書道）教室 を受講して 

書く事の楽しさを実感
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　今まで Word は文字が打てる程度で Excel は他の人が作っ
た表などに数字を入れたことがあるだけでした。私が Word
を使って作った子ども会のお知らせ文は、イラストの 1 つも
ないまるでメモのような寂しいものでした。もう少しなんと
かならないものかと思い今回初めて参加しました。これまで
は、家族に教えてもらうとケンカになってしまい、かといっ
て分厚い教本を自分一人で最初から読む気にもならなかった
ため、正に渡りに船のように感じたのです。不安もありまし
たが、実際受講してみますと、生徒 6 名に先生が 2 人。その上、
大きな画面のパソコンが 1 人 1 台。さらに、ケンカとは全く
無縁のやさしく根気強い先生方。至れり尽くせりでした。2
日間かけて Word を、最終日には Excel の基本を教えていた
だき私の Word は生まれ変わりました。カラフルな文字、お
しゃれな字体、写真やイラストを貼りつけほっこりとしたか
わいらしいパンフレットやチラシなどがなんとか作れるよう
になりました。Excel は基本的なところを教えていただき、も
う少し時間が欲しいところでしたが、頑張れば簡単な家計簿
などを自分で作れるのではと思っています。資料もいただき
ましたので、もう一度復習しながら挑戦してみたいと考えて
おります。教えてくださった先生方、このような機会を作っ
てくださった関係者の皆様に感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

 ●パソコン講座 を受講して

寂しいWord 卒業しました
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　子供が高校 3 年生なので最後の「生き生き学級」受講とな
りました。今年は何を受講しようかと迷いましたが、平成 23
年度に救命講習を受講して以来受けていなかったことを思い
出し、今回受講することを決めました。
　まず最初に仙台市全体の救急車台数は 22 台で救急出場件数
は年間約 48,000 件、要請があれば現場へは平均約 8 分で到着
しているとのお話にただただ驚くばかりでした。
　講習会は一般的な心肺蘇生法と AED を活用した救命処置を
人形を使って体験学習する形で行われました。以前に受講し
ていたとは言え、久しぶりに人工呼吸をしてみるとなかなか
思う通りに息が入っていかなかったり、胸骨圧迫でも、こん
なに力が必要だったかしら等感覚のズレを感じ、改めて再度
受講して良かったと思いました。また AED 活用時に濡れてい
ないか、心臓ペースメーカを着けていないか等の注意点を救
命士の方より解り易く指導して頂きました。
　ちなみに仙台育英学園宮城野校舎には AED が 5 台、多賀城
校舎にも 8 台以上常時補修点検され、いつでも使用出来る状
態にあるそうです。
　最後にパソコン・タブレット端末・スマートフォンを活用
しての応急手当 WEB 講習〈無料〉や無料アプリの救命ナビの
説明を受け、応急手当がより身近にあることを教わりました。
早速アクセスしてみたところ大変解り易く構成されていたの
で、皆様も時間のある時に確認することをお薦め致します。
　子供の高校 3 年間、毎年違う講座を受講させて頂きました。
講座開催に関し様々な講座を企画・運営されていらっしゃる
関係者の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。

 ●普通救急講習 I 講座 を受講して

救命処置の大切さ、再確認
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　中学生の頃『少林寺』という映画を観て以来、ずっと中国
に興味を抱いていた私。しかし、直接ネイティブの中国語や
中国文化に触れる機会は意外に少なく、今回その貴重な体験
が出来た 4 日間は、時間が足りないと感じるほど充実し、嬉
しく楽しいものでした。
　まず呂先生には、単語を使う上での間違え易いポイントや、
会話上で使うと自然な単語など、ネイティブの先生ならでは
のコツを教えていただきました。
　また劉先生からは、紐を用いた伝統工芸の中国結びを教え
ていただきました。実際に自分でも簡単な物を作ってみまし
たが、結構難しいものですね。
　そして最終日には、皆で餃子を皮から手作りし食べる体験
も。本場の餃子は茹でるので、皮や包み方がしっかりしてい
ないと失敗するんですね。大変な作業ですが、そうして出来
上がった餃子は、やはり美味でした。
　外国の方と意志疎通ができる事は自分の世界が広がる事。
相手を良く知り、自分も知ってもらい相互理解が深まれば、
更に友好的なお付き合いがきっと出来る、と感じた経験でし
た。
　呂先生、劉先生、そして楊先生。本当にありがとうござい
ました。

 ●もっと中国を知りたくなる講座 を受講して

中国の文化世界へ
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　普段から、クッキーやパウンドケーキなど簡単なお菓子を
作る事が好きでしたので、今回パン作りという事でとても楽
しみにして参加させていただきました。調理室へ入ると設備
の充実ぶりに驚かされました。講師の先生がとても生き生き
とはつらつと教えてくださったので、初めてでも段取り良く
楽しく私自身パン作りの工程を楽しめました。他の参加者の
お母様方も明るく楽しい方達ばかりで、初めてお会いした方
達ばかりでしたが、おしゃべりを交えながら楽しい時間を過
ごせました。やはり何よりの楽しみは焼き上がっていく様を
見ていく過程で、自分がこねて成形したパンが膨らんで色付
いていく様子には感動しました。むっちりと大きくなり、キ
ツネ色になった焼きたてパンは香りと共に更に嬉しい気持ち
にさせてくれました。このように講座に参加して、互いに協
力する事により楽しさ、喜び、嬉しさを共有できる時間が久
しぶりでしたので、充実した時間を過ごせました。
　焼きたてのパンは、大げさかもしれませんがお店で売って
いるものと同じくらい…と行っても過言ではない出来映えで
した。先生とおしゃべりさせていただきながらいただいたパ
ンはどれも本当に美味しかったです。なかなかこういった経
験は出来ないので、今回このような講座があり、参加させて
いただいたことに心より感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。

 ●パティシエ & ベーカリー講座を受講して

初めてのパン作り体験
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　昨年に続き、スペイン語講座に参加しました。今回は受講
者が私一人のため、色々な質問をしながら疑問に思っていた
ことも解決でき、とてもぜいたくな時間を過ごさせていただ
きました。
　昨年の受講後、好きなサッカーを通してスペイン人の方と
家族ぐるみで仲良くなり、その時に教わったことを片言です
が、活かすことができました。そして、伝わった時の喜びは
感動ものでした。もっとたくさんの言葉を覚えたいという思
いでいました。今年も開講していただきましたことに感謝し
ております。
　日常会話を中心に発音の仕方や数のかぞえ方、地域にまつ
わること、ピカソやガウディやダリなど有名な美術建築作品
についても学び、魅力溢れる国だと改めて思いました。講座
の合間には今回も生ハムの食べ比べをしたりスペイン人の方
とお話しをしたりと昨年同様にとても楽しい講座となりまし
た。講師の安住先生は分かりやすく丁寧に教えてくださり、
共通のサッカーの話題で話しも弾み、あっという間の 4 日間
でした。
　このような機会を与えていただきました安住先生、関係者
の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

 ●スペイン語講座を受講して

言葉が伝わる喜びを感じて
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　生き生き学級って何？　好奇心と会計処理への興味からこ
の講座を選び、大雨の中、生徒の挨拶を快く聞きながら多賀
城校舎の中へ。
　受講者は５名。簿記の構成要素の関係を少し知り、計算を
楽しみながら数を入れていく問題を解いた。しばし高校生の
気分で授業を受け、ほんの短い間の心地よさを味わった。
　黙々と作業している自分の傍らで「先生、これは？」と尋
ねる方もおられて、より良い学びのためには積極的に声をあ
げることが有効だと改めて感じた。しかし、すぐにそうはい
かない。出来ることを一生懸命やるのみの私。そこは講師の
先生もよく見ていてくださり、声を掛けてもらうと不思議と
元気がでるもの。
　今回は 3 日のうち 1 日のみの参加となり実際に生かせると
ころまではいかなかったように思うが、まんざらでもない。
この先も学びたいという思いを持って終了した。できれば記
憶の新しい内に勉強したい。早速ネットの講座をかじってみ
る。当校 PTA のこの取組で、学びの扉を開いてもらったこと
に感謝する。

 ●簿記会計講座を受講して

簿記を楽しく学び心を元気に
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　「小筆でお名前を書いてみませんか」水墨画を初めて一年に
なる。作品を描き上げると記名し印を押す。うまく形が整わ
ず少し残念な作品になってしまう。しかし、そこは教室では
教えてもらえない。それだけのために書道を習う気はない。
昨年の育英祭で書道部の生徒さんに相談にのってもらい、真
似はしてみたものの何か違う。そんな私にとって待ってまし
たのありがたーい講座でした。
　一日目は参加者二名。ボールペンでテキストに沿って渡邊
先生の説明を聞きながら漢字を書いていく。書き順を忘れて
る。そんな約束事があったのと冷や汗が…。先生が赤ペンで
添削。丸までつけていただき、小学校一年生みたいと少し嬉
しかった。なぜ一日目が筆でなかったのか良く理解出来た。
　その後はひたすら自分の名前を真剣に書いた。こんなに真
剣に丁寧に名前を書いたのは何年ぶりだろう。改めて名前を
書くことに全然気を使っていませんでした。
　二日目の参加者は私だけなので、四名の書道部の生徒さん
と一緒に学んだ。軽く筆遣いの練習をした後、先生の「みほん」
を見ながら書いていく。少し崩したものと二種類の字を練習
した。書きながら先生と生徒さんの会話が耳に入ってくる。
先生は生徒の身体的、性格的、精神面を考えて彼らの力がよ
り良く発揮でき、伸びるようサポートし、生徒もほど良い距
離感をもって安心して先生と接しているのがよくわかる。適
度な緊張とリラックスの空間があってこそ良い作品になるよ
うだ。
　納得出来る名前の書き方を渡邊先生に見つけていただいた。
環境も心も整えて練習をがんばろう。そして秋の展覧会に出
す水墨画が残念に終わらないようにしたい。

 ●美文字を書こう講座を受講して

真剣に名前を書く
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

英進進学コース 2年　小野寺くん
　この度は「生き生き学級」にて様々なことを教えていただ
きありがとうございました。
　私は「ユークリッド」による三平方の定理への考え方が特
に印象に残りました。多数の図形を使い、自分が知りたいこ
とと図形を動かす考え方には目を見張るものがありました。
何よりも小学生レベルの能力で出来ることに驚きました。
　私は、数学の公式などはそれぞれの起源・その当時の考え
方は、気にしたこともなかったので他の公式・証明の起源を
探ろうと思います。

英進進学コース 2年　門馬くん

　私は、雫石先生の数学の講義を聞いて、自分が思っていた
よりも数学の世界は広く、その歴史も古いと言うことを知り、
驚きました。江戸時代を生きていた日本人は、日本独自の記
号を用いて数学の問題を解いていたということにも驚きまし
た。数学を詳しく知らない町民でさえも、数学を知っている
者から教えてもらい、問題を解いていたということは素晴ら
しいと感じました。また、ご縁があれば雫石先生の講義を聞
いてみたいと思います。

英進進学コース 2年　伏見くん

　我々 3 人は事情があって、初日しか授業に出席できなかっ
たのですが、初日だけでも充分理解するのに時間を掛けなけ
ればならない位の内容でした。しかし、難しくとも数学の歴
史や和算など内容が広く、例を使って教えていただいたので、
身近に感じられました。
　特に三平方の定理に挑戦し続けた数学者の証明の解説は度
肝を抜かれました。宮城県からも挑戦している教員もいて、
いつか自分もそうなりたいと思いました。

 ●三平方の定理と√ 2 の不思議な世界を受講して
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Report

未来を拓く演奏会
【秀光中等教育学校在校生  母】 

　ホール全体を包む響きが音を紡ぎ、琴線に触れる研修会と
なりました。演奏する人・会場・聴く人々が出会い、茶目っ
気たっぷりのパフォーマンスと共に音楽に溶け込みました。
パートごとの練習を経て音を合わせた吹奏楽、音そのものが
純粋で美しく感動を呼んだ独奏と合奏、音楽に包まれた中に
身をおく楽しさは心の潤いになったと感じます。私も大好き
な曲や懐かしい曲に彼方の記憶が呼び覚まされ、心に音が振
動しました。私達の各場面の傍らに、忘れられない音楽や思
い出の曲があります。今回演奏した生徒の皆さんにも「秀光祭」
は心揺さぶる名場面として寄り添っていくのではないかと思
いました。
　研修会の校長先生のご挨拶で「一つの曲を弾く事は、音を
合わせる喜びとなり、いつか人と人とを繋げる機会を生むか
もしれません。」とのお話がございました。
　豊かな情操と自主性と社会性を育む演奏会だったと感じま
す。研修会は今の物語を知る招待状だったのだと感謝申し上
げます。

父母教師会 会員研修会  

秀光祭

 研修会に参加してー 1

■実施日　平成 29 年 11 月 19 日（日）
■会　場　仙台育英学園 宮城野校舎ゼルコバホール
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心温まる時間
 【情報科学コース在校生  母】

　初雪が降った 11 月 19 日ゼルコバホールの中は心温まる
空間に包まれていました。
　どの学年も部も合唱、合奏共に素晴らしく有意義な時間を
過ごさせていただました。
　音楽というのは、いつの時代も人の心を魅了する力がある
と思います。音楽だけではありませんが、一つの目標に向か
い努力して得た達成感は子供達にとって大きな成長に繋がっ
たことでしょう。
　迫力のあるドラム、アカペラのハーモニー、ピアノ、ヴァ
イオリン、オーケストラ部の管弦楽演奏、本当に心に響きま
した。
　長い歴史のある仙台育英学園、これからもより多くの子供
達が個々の力を発揮できるよう支援していただけることを願
い、子供達の成長を共に共感していけたらと思っております。
　秀光祭に参加出来る機会を与えていただきありがとうござ
いました。

 研修会に参加してー 2
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Report
父母教師会 会員研修会　秀光祭
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支部活動の紹介

登米支部
■日時：平成 29 年 4 月 22 日（土）
■場所：お食事処「本田」

柴田支部
■日時：平成 29 年 7 月 7 日（金）
■場所：コミュニティセンター「オーガ」

角田・丸森支部
■日時：平成 29 年 7 月 7 日（金）
■場所：コミュニティセンター「オーガ」

大崎支部
■日時：平成 29 年 7 月 8 日（土）
■場所：かな原亭

山形支部
■日時：平成 29 年 7 月 8 日（土）
■場所：大手門パルズ

白石・刈田支部
■日時：平成 29 年 7 月 15 日（土）
■場所：しんしん亭

石巻支部
■日時：平成 29 年 7 月 29 日（土）
■場所：大もりや

登米支部
■日時：平成 29 年 9 月 2 日（土）
■場所：ホテル サンシャイン佐沼

山形支部
■日時：平成 29 年 9 月 9 日（土）
■場所：大手門パルズ

大崎支部
■日時：平成 29 年 10 月 13 日（金）
■場所：芙蓉閣

石巻支部
■日時：平成 29 年 11 月 23 日（木・祝）
■場所：大もりや（ライオンフォーラム）

仙南三支部
■日時：平成 29 年 11 月 25 日（土）
■場所：和洋亭ぶざん

気仙沼・本吉支部
■開催予定

栗原支部
■開催予定

● 15　December, 2017
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支部活動の紹介

 ●大崎支部

 ●山形支部

 ●登米支部

 ●仙南三支部

 ●石巻支部
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第 40 回 宮城県私学振興大会

■日時：平成 28 年 10 月 25 日（水）午後１時 30 分〜４時 30 分
■会場：電力ホール

　大会では、「豊かな私学教育の振興と保護者負担の軽減のた
めに」のスローガンを掲げ取り組んでいくことを採択しまし
た。本学園からは、父母教師会役員をはじめ各コースの代表
者 96 名が集いました。
　参加校紹介の部では、ライオンマーク入りのタオルを頭上
に か ざ し「 育 英・
育英・仙台いくえ
〜い」と、声高ら
かに連呼しました。
また、本大会全体
の受付を父母教師
会 役 員 31 名 の 皆
さんが行いました。

Report

《大会スローガン》
豊かな私学教育の振興と保護者負担の軽減のために
１ 東日本大震災により被災した学校及び生徒に対する
　充分な支援を要請する。
２ 私立小学校、中学校、中等教育学校及び
　高等学校経常費の二分の一助成の達成を促進する。
３ 私学に対する国庫補助制度の堅持及び充実強化を
　推進する。
４ 耐震及び老朽化等による校舎等の新増改築事業に
　対する助成の充実強化を推進する。
５ 授業料減免制度の拡充を促進する。
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全国大会出場 !!

運動部

★第 39 回 全国中学校軟式野球大会
　【第 3 位】

★女子第 29 回全国高等学校駅伝競走大会
　（平成 29 年 12 月 24 日）

★男子第 68 回全国高等学校駅伝競走大会
　（平成 29 年 12 月 24 日）

★第 97 回全国高等学校ラグビーフットボール大会
　（平成 29 年 12 月 27 日〜）

★男子第 96 回全国高等学校サッカー選手権大会
　（平成 29 年 12 月 30 日〜）

文化部

★書道部　第 26 回国際高校生選抜書展
　【全国準優勝】（平成 29 年 11 月 30 日発表）
　平成 30 年 1 月 30 日〜 2 月 4 日まで
　大阪市立美術館にて展示予定

News


