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12 月 23 日(金)13:30 より、クリスマス礼拝を実施しました。今年度は、キャンドルサービスを行う中学１年
生と聖歌隊、司会や音楽を担当する生徒たちが礼拝堂に入り、各教室にライブ配信する形で行うことができま
した。普段とは異なる厳かで特別な気持ちでクリスマスを迎えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
高校 2 年生では、12/6 から 3 泊 4 日で研修旅行を実施しました。コロナ禍の影響から一部プログラムの変更
もありましたが、平和学習を始め、現地の文化を実際に目と耳で体験し、充実した研修に取り組むことができ
ました。この経験や学びを糧に、残された高校生活をより充実したものにしてもらいたいと思います。 
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東北学院中学校・高等学校だより 

LIFE LIGHT LOVE 

東北学院中学校・高等学

校の日々を紹介します。

「LIFE LIGHT LOVE」

は「命・光・愛」を指す

本校のスクールモットー

です。 

中学１年生によるキャンドルサービス 

12/6 広島平和学習 

12/7 選択研修（宮島、岩国錦帯橋、

姫路城、大和ミュージアム） 

神戸へ移動 

12/8 企業訪問、USJ 

12/9 コース別研修（大阪、京都）

留学生と街歩き、京都大学講義 

 

ハレルヤコーラス 

高校２年・研修旅行 広島～神戸～大阪/京都 

 

宮城学院中学校高等学校 宗教主事 

大久保直樹先生によるメッセージ 

『見えなくて見えるもの』 
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リレーエッセイ 

３L 日記 

 Dylan Tazawa Lim  
（オーストラリア シドニーより）                
 2022年 11月より３ヶ月間、 
 高２G組に所属しました。 

I wanted to study in Japan 

to have a deeper understanding of  

my background and experience the important culture of 

Japan. 

The difference between Japan and Australia is the level 

of diversity. In Japan everyone is more similar, hence 

everyone is super polite and hard working! In Australia 

there are a lot more different people, hence it's very 

different in all parts of Australia including food, culture 

and much more from other places. 

I like the word やばい  as it has many different 

meanings! 

My favorite memory of school life at Tohoku Gakuin was 

my first day at school! All my classmates were super kind 

and made me feel welcomed! I have enjoyed these 3 months 

and I thank everyone for making it such a great 

experience. 

 Reece Wallen (アメリカ カンザス州より) 

  2022年 5月より 8ヶ月間、高２F組に所属しました。 

I wanted to study in Japan to learn Japanese and experience 

Japanese culture. The main difference between America and 

Japan is that Japanese people are generally nicer. Also 

Japanese people tend to not speak out when something 

bothers them, they just keep it to themselves and expect you 

to figure out what is wrong (Like American girls, haha).  

My favorite Japanese word is "違います" because my host 

sister said it to my mom in a funny  

voice once, and now it’s kind of an  

inside joke amongst my host family. 

I thank to everyone that I got to  

understand Japanese better now. 

２名の留学生が１月に本校での

学びを終えました。 

 ＜生徒のしおりより＞ 
・たくさんの方の協力があって修学旅行に行くこと 
ができ、班別研修で達成感があった。 

・グローバルプログラムでたくさん会話をすることが 
中学３年生では、12月 6日(火)から 3泊 4日で、  できた。伝わらないこともあったが、自分が学ぶべき 
京都・奈良方面の修学旅行が行われました。     ことが何かが分かった。 
出発前から久しぶりの宿泊行事をとても楽しみに ・マナーよく行動でき留学生との英会話を楽しめた。 
しており、しおりには充実した活動の様子が記録 ・多くのクラスメートと協力することができた。 
されていました。                仲間の大切さを本当に感じることができた。 

・団体行動での時間の管理は勉強になり、一般客への   
配慮も意識できた。 
 

 

 

 

中学１年生が、山元町震災遺構・中浜小学校を 
訪問しました。実際に見て感じとってきたこと 
を今後の生活に生かしていってほしいです。 

 

中学１年・ＳＤＧs 学習 
（震災遺構） 12/6、7 

中学３年・修学旅行 京都・奈良 

 

今月の聖句  1 月 ＜詩編 95 編 1 節＞ 

主に向かって喜び歌おう。 

救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。 


