
　後世には「激動の年」と言われるに違いない令和２年も７
か月が経過しました。東京オリンピック・パラリンピックの
開催を祝い、本学園出身の服部勇馬選手の勇姿を応援する、
そんな楽しみがはるか過去のものであったかのように感じら
れます。
　世界中を巻き込んだコロナ禍の中、本学園でも臨機応変か
つ迅速な対応を求められ続けました。生徒及びそのご家族、
職員の安全を第一にしながら、いかに生徒一人一人の夢実現
に向けた支援を全うするかを常に思案し、苦悩する毎日でし
た。その中で、大きな混乱もなく学園経営を行うことができ
たのも、父母教師会の皆様からの学園への揺るぎない信頼と
ご支援の賜物と、あらためて感謝申し上げます。
　幸い、これまで率先整備してきた ICT 環境を生かしてオン
ライン授業を他校に先駆けて実施したほか、本学園の特色を
生かし、広域通信制課程 ILC 宮城と全日制課程が連携し、「併
修チーム」を発足させて単位履修が確実になる体制を整えま
した。教職員の業務も Microsoft Teams の導入により円滑に
行っています。その意味で、今回の試練は「新しい学びの世界」
構築の契機となり、まさに「逆転」の発想とすることができ
る可能性を感じます。
　東日本大震災から 10 年を迎えようとしていますが、宮城野
校舎南西角に「至誠力行  西門（しせいりっこう  さいもん）」
を新たに設置し、この一角は広域通信制課程 ILC 宮城学習室、
技術・美術室、陸上部トラック・フィールド整備によって生
まれ変わりました。今後、長年の懸案であった北側擁壁整備
に取り掛かるべく整備を進めています。甚大な被害を受けた
宮城野校舎復興もあと一歩です。今後とも皆様の変わらぬご
支援をお願いいたします。

● 01　August, 2020
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　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。新型コロナウイルス感染症が
全世界を脅かし、新しい生活様式へ対応する日常が始まって
おります。当然ながら、父母教師会の活動におきましても、
大きな制約を受けながらの活動になります。
　例年でしたら、総会において直接皆様にご挨拶を申し上げ
るところですが、この場をお借りして、ご挨拶させていただ
きます。本学園の父母教師会は、保護者の皆様と教職員が共
有するためのパイプ役を担っております。保護者同士の交流
や生き生き学級なども行ってきました。今後は、新しい生活
様式に合った方法を、模索しながら努めてまいります。
　今般のコロナ禍において、本学園は、生徒の安全確保に努め、
学びの提供もしっかりと行われており、オンライン授業など
をいち早く取り入れておりました。さらに、情報を保護者と
共有するために Classi を活用した素早い対応に、多くの保護
者は安心したのではないでしょうか。また、感染症予防を徹
底しながら、分散登校も行われました。消毒や換気を徹底し
た通学バスの運行、校門における検温など、生徒が安心して
学べる環境を今もなお整えてくださっております。ご尽力い
ただいております校長先生はじめ教職員の皆様に改めて感謝
申し上げます。保護者の皆様におかれましても、お子様が安
全に登校できるよう各ご家庭においてご指導くださっている
かと存じます。これからも検温、マスクの着用、消毒、換気
などの一人一人の徹底した予防にご協力をお願い申し上げま
す。そして、各ご家庭におかれましても、感染症予防につい
て今一度話し合いの場を持っていただけましたら幸いです。
　最後に、今後とも仙台育英学園および父母教師会へのご理
解とご協力をお願い申し上げます。

ご理解とご協力を

　仙台育英学園父母教師会会長
小山 博史

■ 父母教師会会長挨拶

ご挨拶
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Report  

令和２年度父母教師会

会員の皆様からの
ご理解とご協力を

令和２年度 父母教師会総会を
書面決議で実施

　かつてない新型のコロナウイルスによる感染症の拡大は、
本学園の父母教師会事業の推進にも少なからず影響を及ぼし
ました。三つの密を作らないことが感染拡大の予防となるこ
とから、今年度の父母教師会総会をはじめ、多くの事業が中
止とせざるを得ない状況となっています。

　今年度の父母教師会総会は、クラッシーで送信いたしまし
た総会の資料をご覧いただき、書面での決議をとる形をとる
ことにしました。このような異例の事態を誰が予想したでしょ
うか。しかし、会員の皆様のご理解とご協力により無事に終
了し、今年度の父母教師会の活動を開始できましたことを改
めて感謝申し上げます。

　既にクラッシーにて総会（書面表決）の結果を報告してお
りますが、ここで改めてご報告いたします。

　「父母教師会総会議案書面表決書」を会員（世帯数）３,
４１５名のうち２, ８９０名（約８４. ６％）が提出されました。
その結果、総会議案（第 1 号議案から第 5 号議案）について、
すべて承認されました。

＜承認された議案＞

第１号議案　平成 31 年・令和元年度事業報告
第２号議案　平成 31 年・令和元年度収支決算並びに監査報告
第３号議案　令和２年度事業計画
第４号議案　令和２年度収支予算
第５号議案　令和２年度仙台育英学園父母教師会役員
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父母教師会の感染症拡大防止
対策への支援活動

新型コロナウイルス感染から生徒の健康と
安心・安全を守る

　衰えを見せぬ新型コロナウイルス感染の猛威から、生徒の
健康と安心・安全を守るために父母教師会では、本学園が実
施する感染症拡大の防止対策に対して支援協力を行っており
ます。
　今年２月に入り、この感染症拡大が報道され始めた頃から、
本学園は感染症拡大防止の対策をどの学校よりもいち早く対
応してきました。お陰様で生徒たちは、元気に登校し、日々
の学習に意欲的に取り組んでいます。
　父母教師会では、今後も感染拡大防止対策の支援をしてま
いりたいと思います。

 【支援活動 1】
サーモグラフィーによる検温　　
　早期発見と対応が大切です。本学園では新型コロナウイル
ス感染拡大防止の一つに登校時の検温を行っております。ま
た、保護者や来客の方々にも検温のご協力をいただいており
ます。父母教師会からサーモグラフィーの機器の準備に協力
させていただいております。
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Report  
令和２年度父母教師会の活動
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 【支援活動 2】
面接時のパネルを設置　　
　三密の状態をつくらないことは新型コロナウイルスの感染
防止には欠かせません。生徒は日々の学校生活の中で、先生
方との面談、相談、個別の学習指導など、対面する場面があ
ります。飛沫感染を防止するためのアクリルのパネルがある
ことで安心して指導が受けられるよう対策を講じています。

　　

 【支援活動 3】
次亜塩素酸水精製機を設置　　
　部活動や教科指導で使用す
る器具・用具などを消毒する
ことも感染予防に有効です。
宮城野校舎と多賀城校舎に
は、次亜塩素酸水精製機を設
置して、感染予防に努めてい
ます。

　他にも、感染拡大防止のための保健衛生用品（手指の消毒
用アルコール、マスクなど）の準備に、父母教師会では支援
をしております。今後も安心安全な学校の環境づくり、生徒
を守るための活動に協力をしていきたいと思います。

Report  
令和２年度父母教師会の活動
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多賀城校舎で手作りマスクを
ボランティアで制作

一針一針に想いを込めて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　非常勤講師  職員

　今回私たちは、初めて手作りマスクの製作に取り組みまし
た。さわやかなブルーのギンガムチェックのマスクで、その
数は、なんと 100 枚です。ゴールデンウィーク明けから製
作を開始し、２ヶ月ほどで全てのマスクを作り終えることが
できました。
　マスク製作にあたっては、ミシンは使用せず、全く手縫い
で行いました。製作期間中は、使用してくれる方の健康を願っ
て、一針一針に想いを込めてマスクを縫いました。しかし、
私たちの一番の願いは、「このマスクを使わなくても良い日
が来る」ことです。一日も早く新型コロナウイルスが終息し、
平和な日々が戻ってくることを願っています。

Topics  1
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防災 & 感染予防 いろはかるた

「せんだいまなびや」で学ぶ
生徒考案のテーブルゲーム

　技能開発コースの生徒が学ぶ「せんだいまなびや」では、
インターネットのショッピングモールを運営し、令和２年６
月より営業を開始しています。この度生徒が考案し、令和２
年第５回石巻市創業ビジネスコンテストで優秀賞に輝いたビ
ジネスプラン「防災＆感染予防いろはかるた」を商品化しま
した。ゲーム感覚で防災意識を身近なものにするテーブルゲー
ムです。新型コロナウイルス感染症の感染予防の注意喚起も
含めて制作されています。
　「い」　医療従事者の方々に感謝して健康第一♡
　「ろ」　ロックダウンおうちで巣ごもり
　「は」　離れて離れてソーシャルディスタンス
　「に」　逃げろ！逃げろ！津波が来るぞ
など「イシノマキマン」のイラストや写真を多用して、絵札
は誰もがわかるように見やすく工夫されています。読みカー
ドには、本学園のキャラクター「リオン」「レオナ」も登場し
ています。

　また「いろはかるた」は、復興庁の依頼で東⽇本⼤震災被
災地の産業復興に関わる事業と JR 東⽇本エリアの新幹線の
車内で地産品の販売をする取組に被災地の推薦する商品とし
て申請しています。

Topics  2
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　「いろはかるた」の制作には、石巻市のビヨンド（代表斉野
浩一）様に協力いただきました。「せんだいまなびや」では、
これからも、PTA の皆様方にも喜ばれる起業活動を展開した
いと考えております。今後も、ご協力とご支援をよろしくお
願いいたします。

「いろはかるた」で　
防災＆感染予防の意識を高める

「せんだいまなびや」技能開発コース 2 年　柳沼 さん

　この防災＆感染予防かるたを作成するにあたって、小さい
子供やお年寄りの皆さんのみならず家族で防災＆感染予防を
学ぶとともに、楽しく分かりやすく出来たらいいなという思
いで作りました。提案したビジネスプランが優秀賞に輝き、「い
ろはかるた」を販売するという夢のようなことが実現できて、
とても嬉しく思います。
　今、世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るって⼤変な
中、もしかしたら今以上に感染が拡⼤するかもしれません。
少しでもこの「いろはかるた」で学ぶことによって、感染予
防が一層スムーズになればと思います。そして、新型コロナ
ウイルスに感染しない為にも、マスクの着用、除菌すること
を心がけて、周囲の人に迷惑をかけないという一人ひとりの
予防意識を高められることを期待しています。
　今回、「いろはかるた」作成に協力してくださったビヨンド
さんに、とても感謝しています。これからも私たち「せんだ
いまなびや」は活動の幅を広げていけるように頑張ります。
ありがとうございました。

 Message

Topics  2  
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飲酒運転根絶メッセージ

二度とこのような悲しみが
起こらないように

　毎年、飲酒運転根絶大会が開催され、本学園から生徒会長
をはじめ役員が出席しています。今年度は、新型コロナウイ
ルス感染防止のため本大会は中止となりましたが、生徒会長
の引地さんから、飲酒運転の根絶に向けた強い決意のメッセー
ジを寄せてもらいました

　2005 年 5 月 22 ⽇。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 を歩く、ウォークラリーが行われていました。そ
して出発したばかりの早朝、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。この事故で、3 人の先輩方の尊い命が突然として奪
われてしまいました。そして、多くの人が心と体に深い傷を
負いました。
　本校では事故で犠牲となった 3 人の御冥福を心から祈ると
共に、二度とこのような悲しみが起こらないよう、そしてこ
の悲しみを風化させないように、毎年 5 月 22 ⽇を「I-Lion 
Day」に制定しています。
　今年で事故から 15 年。15 年という月⽇はとても長い時間
のように思えますが、この 15 年間、飲酒運転が無くなるこ
とはありません。一人ひとりの意識が変わらなければ、同じ
過ちを何度も何度も繰り返してしまいます。また、飲酒運転
の事故は当事者だけでなく、その周りの沢山の人の人生をも
一変させます。本当に恐ろしいものです。しかし、飲酒運転
は必ず未然に防ぐことができます。「飲酒をしたら運転はしな
い」この意識を全員が持つことが必要です。
　あのような悲しい事故を、もう二度と起こしてはいけない。
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誓い
ます。

仙台育英学園高等学校
生徒会会長　引地 

Topics  3
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Data　2020 進路実績

東北大学１０、北海道大学１、東京医科歯科大学１、埼玉大学３、
千葉大学２、宇都宮大学１、新潟大学２、静岡大学１、岡山大学１、
琉球大学１、北海道教育大学１、室蘭工業大学１、弘前大学２、
宮城教育大学９、秋田大学２、山形大学２２、福島大学４、
横浜市立大学２、高崎経済大学１、都留文科大学２、宮城大学１２、
会津大学１、福島県立医科大学２、早稲田大学２、明治大学２、
青山学院大学５、立教大学７、中央大学１０、法政大学１１、
東京理科大学８、芝浦工業大学４、東京都市大学１、津田塾大学２、
東洋大学１５、日本大学２０、学習院大学２、玉川大学４、
日本女子大学３、東京女子医科大学１、獨協医科大学４、
国立音楽大学１、同志社大学７、立命館大学１１、岩手医科大学５、
東北学院大学１３３、東北福祉大学３６、東北工業大学１８、
東北文化学園大学２９、東北医科薬科大学１９、
宮城学院女子大学３０、尚絅学院大学１３、石巻専修大学１２/ ほか

逆転の仙台育英 !! 合格者総数 855 名!
（秀光中等教育学校 68 名　仙台育英学園高等学校 787 名）

■ 2020 年度大学入試 合格者総数
（2020 年 4 月 29 日現在）

就職率男女とも 100％

96 82 178

男 子 女 子 合計

■各種・専門学校への進学者

64 39 103

男 子 女 子 合計

■ 2020 年 3 月 就職者

現役
過卒
合計

四年制⼤学
国公立

75
11
86

私立
680

51
731

短期⼤学
国公立

0
0
0

私立
38

0
38

計

793
62

855

 特別進学コース

 英進進学コース

 外国語コース

 情報科学コース

 フレックスコース  技能開発コース
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Voice　卒業生の保護者から

 Voice-1

“ 逆転の仙台育英 ”

【フレックスコース卒業生の保護者】 

　この春、コロナ禍の中ではありましたが、お陰様で息子は、
３年間の学舎を巣立ち、⼤学生として歩み始めたところです。
　息子は、小学校３年生の時から、生まれ育った青森で、書
道を続けてきましたが、中学１年生時、仕事の都合で仙台の
学校に転校させる決断に至りました。その際、目標を見失わ
ないようにと、書道部の活動の盛んな高校を探したところ、
仙台育英学園にたどり着きました。
　中学３年の春、憧れの書道部顧問の渡邊先生と出会い、そ
れからご指導いただいております。
　中学までの習字とは違い、書道の奥深い部分を学び、レベ
ルの高い数々の展覧会にも出品させていただきました。部活
動に没頭する３年間ではありましたが、書道部部長という⼤
役も務めさせていただき、中でも第 27 回国際高校生選抜書
展「書の甲子園」で、“ 全国優勝 ” を果たせたことは、⼤きな
喜びでした。長年の書道部先輩方と渡邊先生の夢であった頂
点を仲間と共に手にした経験は、一生の財産になったに違い
ありません。熱心に御指導してくださった渡邊先生、応援い
ただきました校長先生をはじめとする先生方に、心より感謝
申し上げます。
　中学までは、将来の展望を見いだせず、悩んでもいましたが、
まさに “ 逆転の仙台育英 ” で希望する⼤学の書道学科にも前
期推薦で合格も決まり、今後の夢へと導いていただきました。
今は、世界中が苦難の真っただ中ではありますが、獅子奮迅
の魂で進んでいってほしいと願っております。
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● 12　August, 2020

Voice　卒業生の保護者から

 Voice-2

挫折の春から喜びの春へ

【特別進学コース卒業生の保護者】

　あどけなさが残る３年前の入学式。
　挫折感を心に抱え、決して晴れ晴れした気持ちではなかっ
たであろう息子。そんな息子の隣で私は、こっそりと仙台育
英学園に息子が入学できることを喜んでおりました。という
のも、私自身が仙台育英学園の OG で「得意なこと、好きな
ことを学ばせてくれる学校」ということを、身をもって知っ
ていたので、今は心に霧がかかっていても、絶対に⼤丈夫と
思えたからです。
　入学当初こそ、不安そうな表情の息子でしたが、人見知り
の彼らしく、ゆっくりとですが、友人も増え、数ヶ月もする
と「育英に入って良かった。」と言うまでになりました。静か
に勉強に打ち込める環境があり、勉強に対するモチベーショ
ンが同じ仲間がいることが、そう思わせたようです。
　その後も、こつこつ勉強に励み、２年生の後半からは、勉
強時間もかなり増えました。あまりの勉強漬けの毎⽇で、親
の方が心配になってしまい、「ストレス溜まらない？ そんな
に頑張らなくていいんだよ。」と声を掛けてしまいました。
　でも、息子の答えは「みんなも頑張っているから、ストレ
スに感じないよ。」とのこと。仲間がいることのすばらしさ、
また、仲間がいるお陰で、自分が持っている以上の力が発揮
できていることを知り、感謝の気持ちでいっぱいになりまし
た。そして、この努力を続けることが、自信のなかった息子
に自信を与え、高い目標にチャレンジする決心につながりま
した。
　心臓が飛び出すほどの緊張で迎えた合格発表。普段は感情
をあまり表に出さない息子が「合格」といううれしい結果を
胸に抱え、急いで自転車を漕ぎ、笑顔で祖母に報告に行きま
した。こんなうれしい達成感を味わわせていただいた育英学
園の環境、サポートしてくださった諸先生方、励まし合って
くれた友人の皆さん、本当にありがとうございました。
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「新しい目標」
秀光中等教育学校　1 年　菅原 さん

　私が秀光中等教育学校に入学してから、数ヶ月が経ちまし
た。私は、入学するときに一つの目標を作っていました。そ
れは、新しいクラスの皆と友達になることです。簡単そうに
聞こえますが、私にはとても⼤変なことでした。私は人見知
りで、しゃべろうとしても勇気が出せずに、そのまましゃべ
れないことがありました。
　入学して、新型コロナウイルスが流行り出し、パソコンを
使ってのオンライン授業を行うことになりました。⼤変だっ
たのは、グループでの話し合いでした。直接しゃべったこと
のない人とパソコンを通してしゃべるのは、苦痛でしかあり
ませんでした。
　新型コロナウイルスの感染が落ち着き始め、学校に登校で
きるようになりました。⼤きな体育館を使って、皆で自己紹
介をしました。その中で、隣の女の子が話しかけてくれました。
それをきっかけに、その子と仲良くなり、他の子と自信を持っ
て話すことができるようになりました。そのおかげで、入学
するときに作った目標は、無事達成することができました。
　もうすぐ学校で、グリーンスクールという行事があります。
そこで、皆との仲を深めていきたいです。
　目標を達成したときに、新たな目標を作りました。それは、
部活の先輩とも仲良くなることです。二年生になって、自分
の後輩を持つことになったときのために、後輩に自信を持っ
て楽器について教えられるような先輩になりたいです。

Essay　新一年生から

入学式【秀光中等教育学校】

 Essay-1
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Essay　生徒から

「人とのつながり」
特別進学コース　1 年　蘓武 くん

　私たちの春は、いつものような始まりではなかった。新型
コロナウイルスの影響で、皆で一緒に教室で授業を受けるこ
とができなかった。
　高校という新しい環境で、誰ともつながりを持っていない
ことや、勉強面での心配があった。けれど、その不安もすぐ
になくなった。休校期間でも、オンラインの授業がすぐに始
まったため、勉強面での不安はなくなった。オンラインでも
分からない点は、先生に質問できた。学校が一斉登校になると、
より集中できるようになった。新たな友人たちと一斉登校が
始まるとすぐに仲良くなることができた。その点はやはり、
対面で会うことのすばらしさを感じた。オンラインではなく、
実際に会うことで、人とのつながりを強く感じ、⼤切さも感
じた。
　また、私は、生徒会と部活動に所属している。その二つで
感じたことは、挑戦できる場の⼤切さだ。生徒会入会時の先
輩の頼もしさや、部活動で互いに励まし合う姿を見て、自分
がこれから目指していくものが見えた。
　「逆転の仙台育英」私はこの三年間で、先生方の指導や仲間
と共に支え合いながら、今までの弱い自分から逆転し、より
一層新たな自分を見つけられるように頑張りたい。

オンライン授業【特別進学コース】

 Essay-2
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Essay　生徒から

「高校生活の感想と抱負」
情報科学コース　1 年　守屋 くん

　私が仙台育英学園高等学校に入学して思ったこと、これか
ら頑張りたいことがそれぞれ二つずつあります。
　まず、入学して思ったことの一つ目は、設備が充実してい
るということです。入学する前に、いろいろな学校のオープ
ンスクールに行きましたが、仙台育英ほど設備が整った学校
はありませんでした。仙台育英の情報科学コースは、情報技
術の分野にとても力を入れているので、必ず将来の役に立つ
と思い、入学しました。この学校に入学できて良かったと思
います。二つ目は、最新の機器を使った授業がすばらしいと
いうことです。情報科学コースは、生徒一人一人にsurface（タ
ブレット PC）を配り、それをノート代わりに使う授業が多
いです。私は、そのような普段から PC と触れ合える環境に
強く心をひかれました。このような理由で、仙台育英の授業
はすばらしいと思いました。
　高校で頑張りたいことは、資格や検定をできる限り多く取
得することです。現在は、情報処理検定３級を目指して勉強
しています。３級を取得したら、その上の２級、１級を目指し、
それ以外の情報系の資格や検定も多く取得したいです。頑張
りたいことの二つ目は、勉強です。私は、勉強はあまり得意
ではなく、中学校の時の点数もあまり良くありませんでした。
　特に英語が苦手だったのですが、英語は情報処理でも多く
使うので、頑張りたいと思っています。

Surface を使っての授業【情報科学コース】

 Essay-3
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Essay　生徒から

「譲れない未来へ」
フレックスコース　1 年　攝待 さん

　憧れていた仙台育英学園高等学校に入学してから約三ケ月
が過ぎ、学校生活にも少しずつ慣れてきました。初めは自分
の教室も分からず不安ばかりで回りに聞くこともできなかっ
た自分ですが、この三ケ月で多くの人と話すことができ、今
では不安があった学校生活を楽しく送っています。
　私は一月の入試作文で「様々な人とコミュニケーションを
とることができる太陽のような明るい人間になる」と書きま
した。将来に繋がる⼤事な三年間、この決意を⼤切にしてい
きます。
　高校生活でもう一つ⼤切にしていきたいものがあります。
それは部活動と勉強の両立です。部活動は中学校から続けて
いる吹奏楽部に入学しました。部員一丸となり夏のコンクー
ルや定期演奏会に向けて練習から力を入れていきたいと思い
ます。私はチューバとしての責任を持ち、先輩方の音を支え
ていきたいと思います。勉強では英語に力を入れ、英語検定
２級取得を目標に授業から集中して取り組んでいき、テスト
では上位に入れるよう家での予習をこれからも進めていきた
いと思います。
　様々な人と関われるこの仙台育英学園で学べることに感謝
をしながら、三年間これらの目標を越えられるように一⽇一
⽇を⼤切に過ごしていきたいと思います。

部活動【吹奏楽部（2019 年育英祭）】

 Essay-4
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Essay　生徒から

「運動と勉強」
技能開発コース　1 年　髙橋 くん

　私は高校生活では、運動と勉強の両立を⼤切にしたいと考
えています。将来、何の職に就くかはまだまだ決まっていま
せんが、進路として現在、進学を考えています。
　自分のやりたいことがまだ見つかっていないので、やりた
いことが見つかった時に後悔しないように勉強をさらに頑張
る必要があると考えています。
　また、私は中学生の時に文化部に所属していて、あまり運
動をしていなかったので、体力に自信がありません。将来、
社会人として活躍するために体力は不可欠と考えます。高校
では、これまでの反省を踏まえて、バドミントン部に入部す
ることにしました。３年間、部活動に一生懸命に励み、心身
を鍛えたいと思います。
　新型コロナウイルスの影響で休校中、私は運動や勉強に対
して、やる気が失せてしまっていました。しかし、学校が始
まり登校し、学校生活を送る中で友達との交流も増え、勉強
と運動の両立という自分の生活の中での目標を持つことがで
きました。今後は、目標達成に向かって勉強と部活動を両立
させて、⽇々、充実した高校生活を送りたいと思います。

部活動【バドミントン部】

 Essay-5
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Essay　生徒から

「私の新たな青春」
英進進学コース　1 年　佐藤 さん

　新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、４月の入学式か
ら、オンライン授業や分散登校が始まった高校生活もだいぶ
落ち着き、少しずつ高校生としての自覚を持ち始めました。
　休業期間中は、オンライン授業を行いました。今年から１
年生に、一人一台 iPad が支給され、それぞれが自宅や寮など
から、授業に参加していました。オンライン授業では、お互
い顔を見ることができ、話し合いもできるため、不自由なこ
とは少なかったです。そして逆に、顔を出さなくても意見が
言えるため、学校で発言するのが苦手な人でも、オンライン
授業では、自分の意見が言えるというオンラインならではの
良い点もありました。
　しかし、学校が再開し、友達と一緒に授業を受けると、簡
単に意見交換ができたり、質問できたりと、直接先生や友達
と授業ができる喜びを感じました。
　そして、部活動も３ヶ月近く遅れて始まりました。何もか
もが初めてなので、まだ先輩方に頼りきりですが、３ヶ月の
間に覚えるはずだったことを１⽇でも早く覚えられるよう、
自主的に頑張ろうと思います。
　今は、不安なことも多いですが、勉強と部活動の両立を目
標に、仙台育英での３年間が充実するよう、自身でも頑張り
ます。

一人一台の iPad【英進進学コース】

 Essay-6
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Essay　生徒から

「外国語コースと部活動の両立」
外国語コース　1 年　井上 さん

　あこがれの仙台育英学園に入学してから、早３ヶ月がたち
ました。新型コロナウイルスの影響で、普段通りの生活はま
だできないものの、こうして仲間たちと学園生活を送ること
ができ、心からうれしいと思います。
　入学当初、一番不安だった勉強面では、今も外国語コース
の予習や課題の多さには驚き、苦労するのですが、だいぶ慣
れてきました。優しい先生方やクラスメイトが教えてくれる
お陰で、苦手な教科も克服することができました。これから
ますます課題も増え、予習復習が⼤切になってくると思いま
す。部活動との両立をできるように、頑張りたいです。
　部活動の面では、悩むことが多くありました。高校では、
勉強に専念すると決めていたのですが、実際入学してみると、
魅力的な部活動がたくさんあって、迷いました。勉強との両
立はしっかりできるか、不安で押しつぶされそうでした。親
と意見が食い違うことも多くありました。そんな時、アドバ
イスをくれたり、背中を押してくれた友人や家族、先生には
感謝しています。そして今、サッカー部のマネージャーとし
て選手を裏方で支えることができ、とても充実しています。
　３年間、悔いの残らない、楽しい学園生活にしていきたい
です。

 Essay-7

グローバルルーム 【外国語コース】（昨年度の授業の様子）


