
メークレッスン・ロボティクス体験・「楽書」書道教室・パソコン教室
普通救命講習Ⅰ・中国の文化世界へ・パティシエ＆ベーカリー
家に飾りたい美文字作品を書こう・五感で楽しむスペイン語

ゆかた教室・ハングル講座・草木染めを科学する

　父母教師会主催の研修事業が 7 月 23 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 12 講座に 66 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

  草木染めを科学する   ゆかた教室

  普通救命講習Ⅰ

  パソコン教室   ロボティクス体験
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　日々家事や家族のフォロー、仕事、時間に追われて生活し
ている中で、ちょっと興味はあるものの何かを始めると言う
ことは、容易なことではありません。しかし一日、いえ半日
で貴重な体験ができる生き生き学級。
　私はメイクアップ講座を受講したのですが初めてお会いし
た他学年のお母様方とそしてわかりやすく丁寧に指導してく
ださった講師の方との楽しいひとときを過ごす事が出来まし
た。
　ベースメイクからポイントメイク、アイシャドウやリップ
は自分で色を選ぶのですが、私は今まで使用したことのない
カラーに挑戦してみました。隣席の方もチャレンジしていた
ようですが、皆さんお帰りになられる頃は笑顔で、表情も（きっ
と内面も）美しくなっていたのではと思います。
　生き生き学級には多種多様の講座がありましたが、きっと
他の講座を受講された方も笑顔で帰られたのではないでしょ
うか。
　生き生き学級がこれからも開講されることを願い、そして
貴重な時間を作っていただいた事に感謝申し上げます。あり
がとうございました。

 ●メークレッスン を受講して

心に栄養を
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　2020 年より小学校でプログラミング教育が始まることから
興味を持ち、今回私は小学 4 年の二男と共にロボティクス講
座を受講しました。
　講師のジョン・マーク先生、高橋先生、通訳のケリー先生
のご指導のもと、レゴブロックを使い車型のロボットを組み
立て、パソコンでその動きをプログラミングし、実際に動か
してみました。
　レゴブロックというなじみのある材料での製作なので、あっ
という間に二男が組み立てていき、プログラミングの作業も
ジョン先生が時折ユーモアを交えながら分かりやすく教えて
下さいました。
　とても簡単なのですが、よりロボットを正確に動かそうと
するととても奥が深く、二男はもちろん私も夢中になり、あっ
という間の 2 時間でした。
　今回の講座で新しいことを学ぶワクワク感と、自分で考え
試してみる楽しさを味わうことができました。
　来年も二男と共に、また受講してみたいと思います。

 ●ロボティクス体験 を受講して

楽しみながら学ぶよろこび
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　小中学生の頃の「書道」の時間や「書き初め」は苦痛以外
の何物でもありませんでした。そんな私が今回受講を決めた
のは猛暑でクラクラしていたせいだったのでしょうか（笑）。
　池田先生が書いてくださったお手本を真似してみるのです
が、なかなかうまくできません。でも先生は「いいねえ」と
褒めてくださり「楽しく書ければいいんですよ」と背中を押
してくださるので「書く」ということがだんだん楽しくなっ
てきました。
　先生の書と絵を組み合わせた大きな作品は宮城野・多賀城
それぞれの校舎に飾られているので皆さんも目にしているこ
とでしょう。今回はそのような大作ではありませんが「雪月」
という文字に薄墨で雪を散らし素敵な短冊ができ大満足。ビ
フォーアフターというくらい「書道」に対する気持ちが変わ
りました。来年は皆さんも変化を味わってみませんか？

 ●『楽書』書道教室 を受講して

本当に「楽書」だったんです
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　私は以前から医療関係のドラマや映画を観ては「こんなこ
とが自分の周りで起こったらどんな対応をするのが正解なの
だろうか」というように考えていました。間違った対応をし
てしまうのも違うと思い、救急救命の講座に参加しました。
　最初に救命処置の流れを軽く教えていただき、そのあと胸
骨圧迫（心臓マッサージ）のやり方を詳しく教えていただき
ました。実際にやってみると思っていたより力と体力が必要
なことが分かりました。さらに、AED の使い方も教えていた
だきました。見たことはあっても使い方をよく知らなかった
ので、正しい使い方をしっかり知ることができて良かったで
す。
　救命措置を教えていただき「こんなことが自分の周りで起
こったらどんな対応をするのが正解なのだろうか」という私
の中の疑問が解決できたので、起こってほしくはないけれど、
自分の周りで起こってしまったら今回学んだことを活かして
いきたいです。

 ●普通救命講習Ⅰ を受講して

「もしも」が自分の周りで
起こったとしたら
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　今回、中国語講座の 1 日目と 3 日目に参加し、楽しい時間
を過ごしました。
　1 日目は、日本語でいう「アイウエオ」の五十音と同じ、
中国語の基本音節を学びました。「フ」という日本語にもある
言葉があるのですが、中国語では下唇で軽くかむような口の
形で言うので、中国語には日本語と共通する発音やないもの
など本当に奥が深いです。授業後半、現在の中国について、
通販のアリババや日本でいう LINE に似た WeChat の話を聞い
てとても面白かったです。
　3 日目は中国の家庭料理について教えていただきました。
中国の南方に位置する雲南省の家庭料理を学びました。暑い
所なりの辛さの中に活力が出てくるような食欲を増す味付け
で大変参考になりました。
　この講座を受講して、目を輝かせてしまう新鮮な気持ちに
なりました。このような有意義な時間を提供していただきあ
りがとうございました。

 ●中国の文化世界へ を受講して

中国の文化に感動！
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　今回、初めてベーカリー講座に参加させていただきました。
高校を卒業して 30 年以上が過ぎ、久しぶりに高校のフェイス
ブックをみて、チャレンジしたいと思い応募しました。
　初めのうち、不安もありましたが、時間が過ぎていくにつ
れて、打ち解けるようになりました。西山先生、遠藤先生の
指示のもと、水の量や、分量などを丁寧に説明を受けたおか
げで、無事にパンを作ることができました。先生と当日参加
された皆さんで実食し、「美味しくできました」と先生も絶賛
されていました。食事している間に、高校野球のこと、在学
していた頃の話など、学校のお話しで盛り上がりました。久々
に、授業を受けてみて、少しの間でしたが、高校時代に戻れ
たこと、多賀城校舎も初めて見れたことがとても楽しかった
です。また、生き生き学級を受けてみたいと思いました。改
めて、西山先生、遠藤先生、当日、一緒に参加して頂いた皆
さん、この様な機会を与えて頂いた学校関係者の皆さんに心
より感謝を申し上げます。本当に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

パン作りの難しさを実感しました
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　「筆ペンを使いこなすには、コツがあるんですよ」と、長く
お習字の指導されていた先生が話されていた事を思い出し、
日本人としての「たしなみ」の一つとして、かっこ良く美し
く書けたらと思い受講希望いたしました。
　ご指導いただいた渡邊先生は、仙台育英学園高等学校書道
部顧問で、とても丁寧に楽しく教えて下さいました。
　1 日目は、テキストをなぞり、美文字を目指すポイント・ルー
ルを学びました。1 文字 1 文字を、美しく書くのも大切ですが、
美しく見せる事とは、全体のバランスを整える事も重要だと
知る事が出来ました。
　2 日目は、名前のお手本をいただいて、ペンの持ち方等指
導のもと練習をし、さらに、何通りかの書き方のお土産も下
さいました。
　2 日間の楽しい時間、たったの 2 時間でしたが、とても内
容の濃い時を過ごしました。今度、芳名帳等に名前を記す時は、

「かっこ良く」書けそうな気がしてきました。
　ご指導いただいた渡邊先生、そして企画して下さいました
皆様に感謝いたします。
　ありがとうございました。

 ●家に飾りたい美文字作品を書こう を受講して

日本人としてのたしなみ
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　「生き生き学級」にスペイン語講座があると聞いた時から、
楽しみにしていました。スペイン語の音や文化が好きで、テ
レビの講座を視聴したり、音楽を聴いていました。
　講師の安住先生は、スペイン留学時の楽しいお話しをたく
さん聞かせて下さったり、生ハムやオリーブをいただきなが
らのレッスンなど考えてもいなかったので、とても驚きまし
たが、とても楽しい時間を過ごす事が出来ました。
　スペイン・中南米の様々な世界遺産の写真を見たりしてい
るうちに、まるで今から旅行に行くかの様な気分にさえなり
ました。
　最終日に先生が用意してくださったのは、チュッパチャプ
ス！　それがあの有名が画家ダリのデザインだと知りました。
　語学を学ぶ事は、その背景にある文化や人々の生活を学ぶ
事だと常々感じていたので、まさにそれを実感出来た 3 日間
だと思います。

 ●五感で楽しむスペイン語 を受講して

多様なスペイン語圏文化
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　「生き生き学級」という魅力的な講座が 15 も並んである案
内を目にし、保護者向けでもある事がわかり早速申し込みま
した。2 人の息子の卒業式で着物を着た事をきっかけに、と
ても興味を持っていた矢先でした。
　受講者は、生徒さん 5 名と保護者は卒業生の親含め 3 名で
した。講師は東綾子先生その着付け教室の生徒さんでもある
岩渕先生と日替わりで 2 名の先生方がわかりやすく丁寧に教
えてくださいました。前半 2 日間は自装、後半 2 日間は他装
でアレンジ帯結びを教わりました。着付けには全て理屈があ
り各工程を一つ一つなぞりながら着付けると、きれいに着ら
れる事がわかりました。他装は逆の手の動きで更に難しく、
帯の結び方の幅広さに驚きでした。先生方の着物姿や所作が
本当に素敵でその佇まいがとても心地よいものでした。一日
だけ、浴衣姿のまま帰宅してみました。家事をし、買い物や
食事をすると、気持ちが明るくなりました。その週末町内会
の夏祭りで、浴衣を着付ける事ができました。今回興味ある
世界が広がりこのような機会に巡り合えた事に心より感謝申
し上げます。ありがとうございました。

 ●ゆかた教室 を受講して

着物の魅力に誘われて
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Topics
自己研修の【生き生き学級】

　今年度久しぶりに開講されたハングル講座に参加いたしま
した。ハングルはずっと独学で勉強していたのですが、郷古
先生の明解な発音の素晴らしさ、生の迫力はすごいもので、
貴重な体験をさせていただきました。
　この講座では先生の作って下さったテキストに従って、ハ
ングルの文字の成り立ちから発音（ハングルは発音を表すロー
マ字に似ている！）、単語（韓国語の漢字語はとても日本語と
似ている！）、文法（なんと日本語と語順が同じ！）や、コミュ
ニケーションに必要な簡単な会話まで教えていただきました。
先生の発音を実際に耳にし、一人一人発声して発音を直して
いただけたことで、やはり先生に直接指導を受けることはい
いなあと実感しました。
　ハングルの発音にはリエゾンする部分が多く、また同じ子
音でも語頭か語中で発音が変わったりするのですが、その点
についても何度も何度もその度に丁寧に教えてくださいまし
たので、とてもわかりやすかったです。
　「郷古先生はどうしてこんなに韓国語がお出来になるのです
か？」と伺ったところ、中学生のころから独学で学ばれてい
たそうです。先生が実際に韓国人に直されたという、日本語
にはない発音や、韓国でのお買い物の時でも使える会話など
のお話も伺い、まさに生きたハングルを学ぶことが出来まし
た。楽しい時間を、どうもありがとうございました。
　講座が終わってから、孔子課堂の前でお昼を食べている時
に、ちょうどそこにいた韓国人の留学生の生徒さんにテキス
トを見せながら、勇気を出して韓国語で話しかけてみました。
　「チョヌン　チグム　ハングルカンジャルル　コンブヘッソ
ヨ（私は今、ハングル講座を勉強してきました）。」
　留学生の方もとても喜んで下さり、小さな国際交流が出来
て、とても嬉しかったです。

 ●ハングル講座 を受講して

初めてのハングル講座



● 12　December, 2018

宮城野萩だより　第 34 号　発行／平成 30 年 12 月 21 日

Topics
自己研修の【生き生き学級】

　玉ねぎの皮による染と紅花染を体験させていただきました。
絞り染めに使う用具には、タコ糸、輪ゴム、ビー玉、スーパー
ボールがありました。どのような模様になるのか、久々のド
キドキワクワク感。仕上がりを楽しみにしながら作業を進め
ました。玉ねぎの皮による染は、玉ねぎの皮を煮て色素を出
す作業から始まりました。媒染には、焼きミョウバンと鉄ミョ
ウバンと硫化銅が用意されていました。村松先生の分かりや
すい説明により、染の原理を理解することができました。次に、
紅花染にも挑戦しました。村松先生が 3 日間、色素を出す処
理をしてくださっていました。紅花染の話もまた奥深く、学
生時代の化学の授業を思い出しました。
　いよいよ、輪ゴムなどを外して、水洗いです。自分の作品
を手に、参加者一同満面の笑みとなりました。優しい自然の
色に美しく染まった 2 枚のハンカチを手に、私の心も優しく
染まりました。
　このような体験ができましたこと、村松先生、渡邉先生、
関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

 ●草木染めを科学する を受講して 

美しい草木染
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支部活動の紹介

角田・丸森支部
■実施日：平成 30 年 8 月 3 日（金）
■場　所：オークプラザ

栗原支部
■実施日：平成 30 年 11 月 9 日（金）
■場　所：時代屋 りらく

山形支部
■実施日：平成 30 年 6 月 30 日（土）
■場　所：ホテルメトロポリタン山形

柴田支部
■実施日：平成 30 年 7 月 6 日（金）
■場　所：コミュニティセンター「オーガ」

石巻支部
■実施日：平成 30 年 7 月 27 日（金）
■場　所：「いしのまき元気いちば」

石巻支部（ライオンフォーラム）
■実施日：平成 30 年 11 月 23 日（金）
■場　所：石巻グランドホテル

仙南三支部
■実施日：平成 30 年 9 月 28 日（金）
■場　所：和洋亭「ぶざん」

大崎支部
■実施日：平成 30 年 10 月 19 日（金）
■場　所：「グランド平成」

登米支部
■実施日：平成 30 年 9 月 8 日（土）
■場　所：ホテルサンシャイン佐沼

白石・刈田支部
■実施日：平成 30 年 7 月 14 日（土）
■場　所：「やまぶき亭」

気仙沼支部
■実施日：平成 30 年 10 月 26 日（金）
■場　所：気仙沼プラザホテル
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支部活動の紹介

 ●石巻支部

 ●山形支部

 ●白石・刈田支部

 ●仙南三支部
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● 15　December, 2018

第 41 回 宮城県私学振興大会

■日時：平成 30 年 10 月 23 日（火）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 105 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 30 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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第 41 回私学振興大会に参加して
 【特別進学コース在校生　母】

　秋晴れの中、宮城県私立学校の教員、保護者が一堂に会し、
来賓に県議会議員を始め、多くの皆様をお迎えし、盛大に開
催されました。
　私は今回で 2 回目の参加になります。昨年同様、受付を任
され、応対に汗だくになりながらも高校時代の恩師に 30 年
振りに再会するなど、たくさんの方々との触れ合いを楽しみ
ながらやらせていただきました。
　大会では各学校のアピールや生徒による吹奏楽和太鼓の演
奏などがあり、DA PUMP の「U. S. A. 」を踊ったり、マスコッ
トキャラクターの着ぐるみが出てきたりする学校など、個性
あふれる内容でとても面白かったです。本校も、仙台育英タ
オルを掲げて「育英！　育英！　仙台育英 !!」と息の合った
掛け声で盛り上がりました。来年はどんなアピールがあるの
かとても楽しみです。
　最後になりましたが、この大会のスローガンである、被災
学校生徒への支援の充実、そして私学に対する国庫補助制度
の充実強化等、多くの子供たちが安心でのびのびと学べる環
境を整えられると共に、来年度の大会へ向けて新たな取り組
みが出来る事を期待して、また来年も参加したいと思います。
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私学大会で心を一つに
 【英進進学コース在校生　母】

　第 41 回宮城県私学振興大会が、10 月 23 日 13 時 30 分
より、電力ホールに於いて開催されました。仙台育英学園父
母教師会役員は、蛍光黄色のライオンマーク入りジャンパー
を着用し、全体の受付を担当しました。準備も手際良くする
ことができ、各校参加者の方々にパンフレットを配りました。
本学園の参加者には、オリジナルタオルマフラーとボールペ
ンも一緒に配布しました。受付全員が笑顔で対応し、華やか
にお迎えすることができました。
　大会での参加校紹介では、各校パフォーマンスを加えた私
学助成のアピールを行いましたが、どこも特徴ある素晴らし
いものでした。本学園は、「SENDAI IKUEI GAKUEN」とラ
イオンマークが描かれたタオルマフラーを広げ、高く持ち上
げ「育英！　育英！　仙台育英！」と、大きな声で 3 回コー
ルしました。連呼するうちに参加者全員の心が一つとなり、
会場全体に高々と響き渡り、大きな拍手にて終了することが
できました。
　また、高校生代表より、「この高校の部活に入りたいから入
学しました」と主張があり、和太鼓や吹奏楽部の本格的な演
奏など、見応えのある素晴らしいステージ発表を聴くことが
できました。
　この大会に参加し、私学の思いのアピールを聞くことで、
私立学校の個々の特徴を知ることができました。また、父母
の会の一員として参加できたことを大変嬉しく思っておりま
す。心より感謝いたします。
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全国大会出場 !!

運動部

★第 100 回全国高等学校野球選手権記念大会 出場

★第 40 回 全国中学校軟式野球大会
　【準優勝】

★男子第 69 回全国高等学校駅伝競走大会
　（平成 30 年 12 月 23 日）

★女子第 30 回全国高等学校駅伝競走大会
　（平成 30 年 12 月 23 日）

★第 98 回全国高等学校ラグビーフットボール大会
　（平成 30 年 12 月 27 日〜）

★男子第 97 回全国高等学校サッカー選手権大会
　（平成 30 年 12 月 30 日〜）

文化部

★書道部　第 27 回国際高校生選抜書展
　【全国優勝】（平成 30 年 11 月 28 日発表）
　平成 31 年 1 月 29 日〜 2 月 3 日まで
　大阪市立美術館にて展示予定

News


