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■ 父母教師会会長挨拶

仙台育英学園を
盛り上げましょう！
仙台育英学園父母教師会会長
鈴木 良英

父母教師会会員の皆様におかれましては、ますますご健勝
のこととお喜び申し上げます。また、日頃は当会の運営、活
動にご理解とご協力賜り心より御礼申し上げます。
本学園は創立 113 年を迎えようとしております。秀光中等
教育学校・仙台育英学園高等学校合せて 3,000 名を超える学
園です。子どもたちが学園生活を有意義に過ごせるのは保護
者の皆様の学園に対するご理解とご協力が不可欠となります。
さて、来年 2019 年には消費税が 10% になることや 2022
年には成人年齢が 18 歳になることなど、私たち保護者にとっ
ては厳しい話や少し心配になる話が尽きません。消費税 2%
の増税分に関しては私立高校に通う生徒にも還元される予定
があると伺っております。
また、2020 年には東京オリンピックが開催されます。そ
の 2020 年には学園創立 115 年、秀光中等教育学校は 25 年
の節目の年となります。そして秀光中等教育学校は本年度よ
り改編があり、2020 年には秀光中学校になる予定です。
世の中も様々な変化があるように、学園も時代背景を考え
生徒のためになることを進めており、
言わば「生徒ファースト」
の学園だと私は思っております。その学園に協力、応援をす
るのが私たち保護者であり、教職員ではないでしょうか。
3,000 名を超える保護者同士はこの仙台育英学園を通して
仲間になりましたので、ぜひ、この「絆」を大切に仲間の輪
を広げられたらと願っております。そして、子ども達の夢や
希望が実現できるように最高のサポーターになりましょう。
最後に、父母教師会へのご理解とご協力と共に、私たちの
子どもが通う仙台育英学園へのご理解とご協力をお願いしま
して挨拶といたします。
皆様、仙台育英学園を盛り上げましょう。宜しくお願いい
たします。
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平成 30 年度

発行／平成 30 年 7 月 26 日

父母教師会総会

5 月 26 日（土）宮城野校舎・ゼルコバホール

平成 30 年度の父母教師会総会が 5 月 26 日（土）
、午後 4
時から宮城野校舎ゼルコバホールにおいて開催されました。
全会員 3,290 名中、出席者 154 名（委任状 2,410）で審議が
行われました。
審議に先立ちまして、開会においては鈴木良英会長から次
のような挨拶を頂戴しました。
「みなさん、こんにちは。今日は土曜日という非常に皆さま
お忙しい中、さらには先ほど秀光オーケストラと山形交響楽
団とのジョイントコンサートからいらっしゃった方におかれ
ましては長い時間お疲れさまでございました。今日は平成 30
年度父母教師会総会ということでお集まりいただきました。
昨年度の行事も無事すべて終了いたしました。これから昨年
度の報告と、今年度の事業計画等を審議させていただきます。
みなさまからの忌憚のない意見をいただければと思います。
最近、マスコミでは言った言わないの話が取り沙汰されて
います。言った言わないは個人的には難しいと思うのですが、
私たち社会人にとっても、会社にとっても、言った言わない
ということは往々にしてよくあるところです。ですが、我々
仙台育英学園父母教師会では言っていないことは言ってない、
言ったからには責任を持つということをきちんと考えながら、
私たち保護者は仙台育英学園高等学校並びに秀光中等教育学
校を一緒になって盛り上げていければなと思います。これか
らもみなさまにはご協力をお願いすることもあるかと思いま
すが、どうぞよろしくお願いいたします。今年度も学園の活
動が始まります。HP などに記載されていますが、硬式テニス
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平成 30 年度 父母教師会総会

部の県大会個人優勝・準優勝、獅子太鼓部のミクロネシアの
演奏会等、生徒の活躍も聞こえてきております。この辺もご
覧いただきながら、皆様にもお子様の学園生活を見守ってい
だきたいと思っております。本日はどうぞよろしくお願いい
たします」
次に加藤雄彦理事長・校長先生より、大きく３つのお話が
ありました。
「みなさま、こんにちは。今日は土曜日で、朝 6:00 頃より
あちこちの小学校中学校から花火の音が聞こえて、ああ、“ 今
日は運動会なんだな ” という感覚で、中には懐かしいなと感
じられる方もいらっしゃるのではないですか。実は下の子が
運動会で、今日は弁当を作ってそちらの面倒を見てからこち
らに来ていただいたというような、お父さんお母さんにおか
れましても大変忙しいところではなかったかなと思います。
感謝を申し上げ、ありがたいことだなと思っているところで
ございます。
今日のジョイントコンサートおよび合唱に参加いただきま
した保護者の皆様には感謝申し上げます。このジョイントコ
ンサートももちろんですが、後ほど審議のところでもある通
り、父母教師会からのご助力があってこそ、文化活動ができ
ているということに関しましても感謝申し上げたいと思いま
す。
今年度は学校が始まってどちらかというと静かな年度初め
であります。新入生も 1,165 名入学し、
高校生活を始めました。
また卒業生も希望者の進路達成率 100% まではいきませんで
したが、70% 近い生徒が大学進学いたしました。どうしても
希望通りにならず進学準備になった生徒もおりますが、今こ
の時期にあっても、在学生の進路希望の対応に追われている
ところです。なお、
就職や専門学校は 100% でありました。ちょ
うど今教育実習生を迎え、在校生との縦のつながりと、就職
に向けてのお手伝いができているのかなと思っております。
間もなく高校総体が始まります。生徒にとっては中間考査
もあります。いずれにいたしましても、おかげさまで学校運
営が順調に進んでいるということをご報告申し上げます。
最後にひとつ、麻疹、はしかについてですが、20 後半から
30 代の方で 1 回しか予防接種していない方が多いということ
で、沖縄研修旅行が中止になった学校もあると聞いています。
学校のほうにも注意喚起の連絡がされているところでありま
す。お子さま方については予防接種をしているとは思います
が、感染性が強いため、もし不安がございましたら養護教諭
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平成 30 年度 父母教師会総会

までご相談ください。また、自転車の事故について申し上げ
ます。本校では自転車は登録制にしておりますが、その中で
対人賠償の部分でご高齢の方や小さい子供さんを大けがさせ
ると大変です。ご家庭でそれぞれ、交通ルールの確認はもち
ろんではありますが、自転車対人賠償保険に間違いがないか、
ご確認とご加入についてご検討ください。これから父母教師
会の審議があると思いますが、どうぞよろしくお願いいたし
ます。ありがとうございました。
」
次に、小坂信雄教育振興会会長より、次のような祝辞をい
ただきました。
「父母教師会総会開会おめでとうございます。考えてみます
と教育は受ける方、受けさせる方の意思の疎通が必要なので
はないかと思います。昨今、マスコミを騒がせていますが、
意思疎通がおろそかになったせいで起こった問題があります。
意思の疎通をしっかりとするようお願いします。本日参加さ
れている方々は、熱心な方々と思われますが、どうぞこれか
らも先生方と連絡を密にされ、そして、子供たちが順調に将
来への道を歩まれることを希望しております。
先だってビデオで拝見しましたが、27 歳の孫が在校してい
たころの先生方の進学率目標がだいたい 75% だったと記憶し
ておりますが、今、見ますとその数字は 90% に迫っており、
その向上につきましては改めて先生方に敬意を表します。
いよいよ新学期。そして、来月より高校総体も始まります。
生徒のみなさんの活躍する場も増えると思いますが、一生懸
命努力して、学園の名を上げるよう頑張ってほしいと思いま
す。
教育振興会の活動の後押しを、生徒たちが後顧の憂いがな
く活躍できるようご協力をお願いしまして、挨拶とさせてい
ただきます」
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山形交響楽団＆
仙台育英学園
ジョイントコンサート

教職員から

生徒たちの心が学園の未来を拓く
牛渡 純【秀光中等教育学校】

2018 STAND コンサートは山形交響楽団と指揮者園田隆
一郎さんをお迎えして、5 月 26 日ゼルコバホールで行われ
ました。
歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲に続いて、F.J. ハイドン
作曲のチェロ協奏曲第 1 番より第Ⅰ楽章。秀光中等教育学校
第 14 期生、桐朋学園大学 4 年生の中村隆人さんの軽やかで
丁寧なソロは観客を魅了しました。そして、秀光合唱団と山
形交響楽団との合唱共演ステージです。ミュージカル「サウ
ンドオブミュージック」から「ドレミの歌」
「エーデルワイス」
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山形交響楽団＆仙台育英学園 ジョイントコンサート

「すべての山に登れ」この作品は世界中によく知られており、
歌う方も聴く方も存分に楽しんでいただけたようでした。
秀光オーケストラ部と山形交響楽団の共演では、A. ドヴォ
ルザーク作曲、交響楽第 9 番「新世界より」から II 楽章、IV
楽章を演奏しました。この曲は演奏頻度の高い曲で知られて
おり、クラシック音楽に馴染みのない人でも聞いたことがあ
る人気のある曲です。また、オーケストラ部員の憧れの曲で
もあり、真っ先に演奏曲目候補としてあがりました。それだ
けに部員のこの曲の思い入れは強く、練習にも意欲的に取り
組んできました。II 楽章では、不思議な安らぎと雄大な景色
を想像させてくれます。IV 楽章では冒頭からぐいぐいと演奏
者も聴衆をもひきつけ、堂々とした響きに大いに気持ちが高
揚します。ドヴォルザークがいかにアメリカの急速に進む開
発とそれに携わる人々の活気と巨大なエネルギーに刺激を受
けたかがわかるようです。園田隆一郎さんの斬新な解釈の指
揮の下、山形交響楽団のメンバーの隣で果敢に演奏した生徒
たちも 25 分間の音楽のうねりとダイナミックなサウンドを
堪能したようでした。
今回の演奏会で感動したのは、多くの生徒がこの演奏会の
意義を踏まえてくれていたことです。
『3 人の先輩方が交通事
故にあった時、私は幼く、また県外にいたこともあってこの
学校に入るまでこのような事故があったことを知りませんで
した。私のような人はたくさんいると思います。だからジョ
イントコンサートを行い飲酒運転根絶への呼びかけをするこ
とはもちろん、音楽とも触れ合いながら続けていくべきだと
思います。
』
『飲酒運転根絶は昔からよく聴きますが、仙台育
英学園に入ってからは意味がよくわかりました。犠牲になっ
た先輩達に風化させない、訴え続けています。そういう気持
ちを歌で表現することが先輩たちへの鎮魂になると思いま
す。
』
（生徒感想文より）
そして、勇気あふれる先輩からのメッセージもありました。
「大学には楽器が上手なライバル達がたくさんいるが、それが
エネルギーになって『負けていられるか』という気持ちでが
んばっている。後輩のみなさんも一つ得意なものを見つけて
がんばってほしい。
」ソリストの中村隆人君の言葉です。
今年も行事に向き合う生徒たちの純粋な気持ちと挑戦を続
ける若いエネルギーに支えられた演奏会となりました。演奏
会実施にあたりご尽力下さった全ての方々に深く感謝申し上
げます。
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山形交響楽団＆仙台育英学園 ジョイントコンサート

生徒から

プロの方々と演奏すること
阿部 さん【秀光中等教育学校

5 年】

私にとって、今回のジョイントコンサート出演は 4 度目の
出演であり、
また最後の出演でもありました。毎回、
プロの方々
の技術に感動しています。プロの方々が堂々と楽器を演奏し
ているのを隣で見ていて、その姿をとてもかっこ良く思いま
した。
こうして一緒に演奏してみて、間近でプロの方々の息づか
いや音の出し方、音の形、楽器の技術を感じることができま
した。それを感じて私もそれに近づけるように意識して練習
に取り組みました。このような経験ができるのは、楽器をやっ
ている人だけ、一緒に演奏をした人だけです。そう思うと、
この機会は本当に貴重なものなのだと改めて実感します。
一緒に演奏をしていると、普段少人数で活動している私た
ちオーケストラ部にとっては、いつもよりたくさんの音に囲
まれ、その音には迫力がありました。その中で演奏できてい
ることは、とてもすてきな時間だったように思います。また、
プロの方々のように自由自在に音を奏でることができたら
もっともっと楽しいだろうなと感じました。
プロの方々と一緒に演奏するということは、学ぶことも多
いし、何より、私たち部員のこれからの練習へのモチベーショ
ンアップにもつながると、私は思います。

● 07

July, 2018

宮城野萩だより 第 33 号 WEB 版

Message

発行／平成 30 年 7 月 26 日

I-Lion Day 2018
「第 12 回宮城県飲酒運転根絶県民大会」より

飲酒運転根絶メッセージ

【会場：大崎市民会館】

2005 年 5 月 22 日早朝。この日は、新入生の恒例行事で
ある「さつき祭」の一環として、本校多賀城校舎から松島研
修センターまでの約 22.5km のウォークラリーが行われてい
ました。そして、出発してすぐ、生徒の列が八幡交差点に差
し掛かった時飲酒運転をした RV 車が生徒の列に突っ込んで
きました。この事故により、3 人の先輩方の尊い命が突然奪
われ、多くの人の心と体に深い傷を負わせました。
仙台育英学園では、事故で犠牲となった 3 人のご冥福を心
から祈り、二度とこのような悲しみが起こらないよう、そし
てこの事故を風化させないために、毎年 5 月 22 日を、
「I-Lion
Day」に制定しております。
今年で、あの悲惨な事故から 13 年という月日が経ちます。
13 年と聞くと、とても長い時間が経過したように思えますが、
飲酒運転は今日までなくなることはありませんでした。人々
の飲酒運転に対する意識が今なお事故当時のままでいては、
また同じ過ちが繰り返され、事故に関わるたくさんの人々の
人生をも一変させてしまいます。しかし、飲酒運転は１人ひ
とりが意識することで、必ず未然に防ぐことができます。
あのような悲しい事故をもう二度と起こさないために、私
たちは安全な交通社会の実現を目指し、宮城県民の皆様と共
に、これからも飲酒運転根絶に全力を尽くすことをここに固
く誓います。
平成 30 年 5 月 22 日
仙台育英学園高等学校
生徒代表 特別進学コース 3 年 阿部
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2018 進路実績

合格者総数 821名!!
（秀光中等教育学校 75 名

仙台育英学園高等学校 746 名）

特別進学コース

外国語コース

英進進学コース

情報科学コース

フレックスコース

技能開発コース

東北大 16、北海道大 3、茨城大 2、埼玉大 1、
宇都宮大 1、千葉大 1、新潟大 3、信州大 1、琉球大 1、
弘前大 3、岩手大 4、宮城教育大 5、山形大 14、福島大 1、
横浜市立大 1、都留文科大 1、宮城大 6、
早稲田大 4、上智大 2、明治大 5、立教大 5、中央大 11、
法政大 10、東京理科大 9、芝浦工業大 5、日本女子大 3、
同志社大 8、立命館大 4、岩手医科大 15、
東北学院大 110、東北福祉大 55、東北工業大 53、
東北医科薬科大 22、宮城学院女子大 19、
仙台白百合女子大 11、東北文化学園大 27、
尚絅学院大 19、石巻専修大 16、仙台大 12 / ほか

■平成 30 年度大学入試 合格者総数
（平成 30 年 4 月 26 日現在）

四年制大学

現役
過卒
合計

国公立

私立

52
18
70

短期大学

計

国公立

私立

632

0

24

708

92

0

3

113

724

0

27

821

※大学別科は、短期大学に含めている

就職率男女とも 100％
■平成 30 年 3 月 就職者

■各種・専門学校への進学者

男子

女子

合計

男子

女子

合計

80

27

107

119

74

193
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卒業生の保護者から

Voice-1

仙台育英での経験
外国語コース卒業生

母

遡ること、
中学 3 年の夏、
我が家は静岡県に住んでいました。

仕事の都合で宮城県への赴任が決まり娘の高校も宮城県で…

と思いましたが、娘は何と言うか正直不安でした。娘の話を
切り出し「高校は宮城県になるけど大丈夫？いい？」と聞い
たところ二つ返事で「いいよ！」と。物怖じしない、天真爛

漫ぶりは既にこの時期から完成されていたようです（笑）
。そ
して高校を決める時、外国語を学びたいと強く希望していた
娘は「仙台育英学園外国語コース」を受験しました。

入学後は勉強と部活動チアリーディング部の両立に苦労は

あったようですが、
「仙台育英学園」でなければ、なかなか機

会のない貴重な体験をたくさん経験することができました。
特に 3 年の夏。チアリーディング部の部長として甲子園応援
団を率いた夏、そして大学受験の夏、とダブルの忙しさに苦
労する娘を見て、親として「甲子園は諦めたら…」と助言し
たほどでした。ですが、娘にはそのような選択は一切なく両
方とも完璧にこなすと頑なな姿勢でした。その頑固な娘をサ
ポートしてくれたのが諸先生方でした。遠征先の娘と連絡を

取り合い、受験対策のアドバイスをいただき、親身に対応し
てくださいました。あの時の先生のサポートにはとても感謝
しています。お陰様で第一志望の法政大学に合格することが
できました。仙台育英学園で経験した事を糧に法政大学でも
今まで以上に本領発揮で頑張っているようです。このような

娘に成長させてくれた「仙台育英学園」に家族一同、心より
感謝しております。本当にありがとうございました。そして
今後とも娘共々、よろしくお願いいたします。
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卒業生の保護者から

発行／平成 30 年 7 月 26 日

Voice-2

仙台育英学園での充実の日々
情報科学コース卒業生

母

小学生の頃からパソコンに触れる機会が多かった息子は、

中学になると IT に大変興味をもつようになり、進学に関して
も情報技術を学びたいと言っていました。

彼の姉 2 人が仙台育英学園に進学しておりましたので、姉

2 人から学園の話しを聞くうちに仙台育英学園に対して親し
みを感じていたようです。自分の好きな情報技術を学ぶこと

が出来る情報科学コースが仙台育英学園にあるということは、
息子にとって進路を決める大きな理由でした。

希望通りに進学した息子は、中学まで苦手だった科目も情

報技術を学ぶには必要だと、自宅でも学習するようになりま

した。また、IT 関連の資格取得にもチャレンジしようと、入
学当初から計画を立て、ワープロ検定や、情報処理検定の 1
級も 2 年生までに取得することが出来ました。マイクロソフ
トオフィススペシャリスト（MOS）検定にも合格することが

出来たのも、先生方のご指導のおかげだと感謝しております。
得意なことを生かし仙台育英学園の紹介映像に息子も作製に

参加したパソコン画像が使用され、わずかながらも学園に恩
返しが出来たかと思っております。

本人と家族の希望通り、自宅からの通学が可能な東北学院

大学の情報基盤工学科への推薦をいただき、高校生活と同様

に毎日はりきって通っております。自ら考え、行動が出来る
ようになったのも諸先生方のおかげです。これからも仙台育
英学園での教えを胸に信じる道を進んで行って欲しいと思っ
ています。
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新一年生から

Essay-1

「日々の生活を大切に」
特別進学コース

1年

京野 さん

私が仙台育英に入学し感じたことは、充実した設備と、と

ても良い先生方に出会えたことです。集中して勉強に取り組

める GP ホールやオークルーム、友達と教え合うことのでき

るミーティングルームなどがあります。また、クラッシーの

活用は効率的かつ使いやすく、日々の勉強に役立っています。
このように、他の学校にはない設備、取り組みが魅力だと思

います。そして、この学校の先生方は個性が強く、おもしろ
い先生が多いです。それだけでなく、どの先生も分からない

ところを質問しにいけば、とても丁寧に教えてくださいます。
場合によっては放課後に時間を空けて教えてくださることも

あります。私は、この学校の先生方に出会えて本当に良かっ
たです。

先日、入学して初めての考査がありましたが、私がこの考

査で感じたことは日々の自主学習についてです。私は演劇部

に所属しており、そのため帰宅するのも遅く、平日は復習を

ほとんど行いませんでした。部活は考査の 2 週間前から勉強
会になり、1 週間前から部活はなしになりますが、1 週間の
勉強ではとても足りなかったです。これからは、日々少しず

つ時間を見つけ勉強をし、考査や模試に備えたいと思います。
高校での生活は、これからの自分を左右する重要なものと

なります。このことを忘れずに毎日を大切に過ごしたいです。

ミーティングルームで【特別進学コース】
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Essay-2

「新たなスタート」
英進進学コース

1年

相馬 さん

千人を超える新入生。4 月 7 日に入学式を終え、その人数

の多さに私はとても驚きました。私が入学した英進進学コー

スは 9 クラスもあります。中学校の頃とは全く違う環境のた
め、不安と期待が入り混じった気持ちで約 2 ヵ月間過ごして
きました。

中でも私が一番不安だったのが勉強です。中学校より教科

数が多くなり、覚えることがたくさんあります。また、通学
時間が片道 1 時間半かかるので時間を有効に使って勉強しな

いと授業についていけません。中学校の頃はただ漫然と授業

を受けることがあったので、今は集中して授業を受け、分か
らない問題は先生や友達に聞き、分からない問題がないよう
にすることを心掛けています。

部活動においては、中学校とは違うスポーツに挑戦するこ

とにし、空手部に入りました。先生や先輩に指導していただ
いたことをしっかり身につけ、空手の楽しさを感じながら強
くなっていきたいです。

入学して約 2 ヵ月がたちました。スプリングチャレンジや

定期テストなどの学校行事を経験し、通学・勉強・部活には
少しずつ慣れてきました。今は毎日充実した学園生活を送っ

ています。3 年間、文武両道を目標に、休み時間と授業の切
り替え・けじめをつけること、時間を有効に使うことを心掛
けていきたいです。そして、この学校に通えることに感謝し
有意義な学園生活を送っていきたいと考えています。

スプリングチャレンジ【多賀城校舎】
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Essay-3

「高校生活の目標」
フレックスコース

1年

内海 くん

私はこの仙台育英学園高等学校で文武両道を目指していき

たいと考えています。この目標はどちらかを一生懸命やると
いうことでなく、部活動も勉強も両立させなくてはなりませ
ん。

部活動では、私はサッカー部に所属しています。サッカー

部はとてもレベルが高く、
全国レベルのチームです。練習では、
辛くて厳しいメニューがあります。しかし、この様な厳しい
練習をチーム一丸となって、乗り越えています。この経験で
私は仲間の大切さがわかりました。このチーム、そして、仲

間と共に 2 年後に全国大会に出場できるように、切磋琢磨し
ていきたいと思います。私は、サッカー部の一員として活動
しており、毎日良い刺激を受けています。

勉強面では私はあまり勉強が得意ではありませんでした。

中学生時代はテスト前の数日にしか勉強をしていませんでし

た。その結果、テストの点数はいつも低かったです。高校で
はそれを改善をすれば良い点数をとれると思い、テスト前に
急いでやるのではなく、余裕をもって計画を立てテスト勉強

に取り組みました。その結果、苦手な教科でも良い点数をと
ることができました。

高校 3 年間で文武両道という目標を達成し、最終目標であ

る大学進学ができるようにしていきたいと思います。

男子サッカー部
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平成 30 年度

宮城県高等学校総合体育大会 成績

《団体種目》

※ 1 〜 3 位まで

■仙台育英学園高等学校
《優勝》
陸上競技男子総合（県史上初の７連覇 10 回目）
、
陸上競技男子トラック（３年連続 11 回目）
、
陸上競技女子総合（16 年ぶり）
、
サッカー男子（３年連続 27 回目）
、
ラグビー（23 年連続 27 回目）
、
剣道 男子（４年ぶり 7 回目）
、
ライフル射撃女子総合、
女子エアーライフル（大会新）
、
女子ビームライフル A（大会新）
《準優勝》
ライフル射撃男子総合、男子ビームライフル A、
女子ビームライフル B
《3 位》
硬式テニス女子、サッカー女子、柔道男子、
男子ビームライフル B、剣道女子

平成 30 年度

仙台市中学校総合体育大会 成績

《団体種目》

※ 1 〜 3 位まで

■秀光中等教育学校【前期課程】
《優勝》

野球（県大会出場）
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