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【校長挨拶】
ごあいさつ
校 長

阿部 恒幸

この４月から校長を拝命しました阿部恒幸と申します。子供たちの未来を考えて一生懸命努めて参り
ますのでどうかよろしくお願いいたします。
さて，グーグル日本法人元社長の村上憲郎氏は、子供たちに「どこの会社に就職したらいいか？」と
聞かれると、「ママが知ってる会社はやめなさい！」と答えるそうです。確かに、今から 20 年前の人気
企業ランキングを調べてみると、固定電話会社、大手家電メーカー、都市銀行・政府系銀行が上位に数
多く名を連ねていますが、今ではなくなった企業、大幅赤字に喘いでいる企業が約半数あることに驚き
ます。Google、Facebook、YouTube、日本で言えば楽天や DeNA といった会社は 20 年前にはありませんで
したし、アプリ開発者や You Tuber という職業もありませんでした。
このように変化の激しい時代ですから、進路希望を実現することだけに囚われず、10 年後、20 年後
に社会で活躍できる力を視野に入れて指導して行くことが大切だと思います。具体的には，生徒が活動
する場面を増やし，前向きな失敗をたくさん経験させるような教育を展開して行こうと考えておりま
す。
保護者の皆様には，こうした教育方針を御理解いただき，なお一層の御協力をよろしくお願いいたし
ます。
【奨学会長挨拶】
奨学会長 金ケ崎政伸
昨年度に続き、奨学会長を務めさせていただいております金ヶ崎政伸と申します。
どうぞ宜しくお願いいたします。
また、日頃より阿部恒幸校長先生はじめ諸先生方におかれましては、子どもたちが大変お世話になっ
ております。
さて、四月に入りいよいよ新学期がはじまりました。
新入生の皆さんは期待と不安で胸がいっぱいではないでしょうか。
私も東北学院中学高等学校の卒業生として、入学した当時のことを昨日のことのように覚えております。
一日も早く新たな環境に慣れるためには素直に物事を受け入れる気持ちが大切ですので、皆さんも努め
てみてください。
また、在校生の皆さんは学年が一つ上がることで、昨年より一回りも二回りも心身ともに成長した姿
で後輩たちにも憧れの存在となるよう、臨んでいただければ幸いです。
そこで、それぞれの学年で新しい生活がスタートするわけですが、移り変わりの激しい混沌とした現
代社会において通用していくためには、今まで以上に能動的学習による、自分で積極的に情報を集め、
他者と議論出来る、自ら考え自ら学んで行く姿勢が大切になってまいります。｢オポチュニティ｣はよく

｢チャンス｣と混同されがちですが、実は若干ニュアンスが異なります。｢チャンス｣には｢偶然得た機会、
幸運｣なども意味として含まれますが、｢オポチュニティ｣は｢努力により生まれた機会｣というニュアン
スです。色々なことに興味関心を持ち、常に探求心と言う素直な心のアンテナを張っていることで様々
な情報をキャッチし、自分なりに飲み込み消化しながら落とし込んでいくことで、自ずと将来へ向けて
自分が進んでいくべき方向性や目標が定まってくるのではないでしょうか。
この東北学院の建学の精神

地の塩 世の光となるべく Life（命）Light（光）love（愛）の３Ｌ精

神を胸に、勉学、部活動、そして社会性にふれる機会にも積極的にチャレンジし、学校生活を邁進して
ください。在校生の皆さんをこころより応援しております。
そして、保護者の皆さまにおかれまして日頃より奨学会に多大なるご理解とご協力をいただき感謝申
し上げます。子どもたちのゆたかな成長に向けて今後とも家庭と学校がそれぞれの役割を全うし、とも
に連携しながら協力して子どもたちを見守って頂けますようお願い申し上げます。
【新任教員（専任）挨拶】
中鉢 健太（数学）
今年度より専任教諭として着任いたしました，中鉢健太と申します。数学を担当いたします。中学・
高校時代を東北学院で過ごし，昨年度は非常勤講師として東北学院中・高に関わらせていただきました。
生徒一人ひとりが東北学院の良さを知り，自分の進みたい道へ進めるよう，全力で指導・サポートにあ
たります。とはいえ，まだまだ未熟者でございます。ご指導ご鞭撻のほど，よろしくお願いいたします。
【新任教員（常勤講師）挨拶】
青池 すなほ（英語）
着任した日に真新しい聖書と賛美歌を頂いて懐かしさと気が引き締まる思いがしました。私も高校時
代キリスト教のミッションスクールに通ったので、毎朝、HR での帰りの礼拝の記憶が新品の聖書を見て
蘇りました。高校 2 年制に所属して、英語を担当します。これから皆さんとともに学ぶ毎日を過ごせる
ことを楽しみにしております。一人でも多くの英語苦手な生徒さんの手助けが出来ればと思っておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。
髙木 ジョナ（英語）
Hello! I am going to be your General English Conversation teacher. Please call me “Jo
nah Sensei”. This is my 30th year of teaching English.
My thesis research was about: how Japanese learners acquire and learn English as a for
eign language. I can’t wait to help you have better English skills and expose you to
lots of English speaking situations.
I grew up speaking two languages at home and three languages at school. Now, I speak
four languages.
Let’s leave your shyness at home. Let’s speak English!

こんにちは。４月からみなさんに総合英会話を教えることになりました髙木ジョナです。私はこ
れまで 30 年間英語を教えてきました。私のこれまで研究してきた論題は日本人が英語を第二外国
語として学ぶ方法です。
私はあなたがたに英語力がついて、英会話をする機会が増えることを期待しています。私は２か国
語を話して育ち、学生時代は 3 か国語を話し、今は４か国語を話します。
みなさん、恥ずかしがらずに学校ではどんどん英会話を楽しみましょう！
相馬 奈那（英語）
今年度から英語の常勤講師として着任しました相馬奈那です。中学 2 年生に所属をしています。授業
では中・高の両方を担当していきます。英語の授業を通じて、生徒の皆さんと共に学び、共に成長し合
えるような関係づくりを行っていきたいと思います。一緒に楽しく、充実した学校生活を送っていきま
しょう。どうぞよろしくお願いいたします。
土田 雅人（英語）
今年度より常勤講師として着任しました土田雅人と申します。中学校１学年に所属しており、担当教
科は英語です。今年度、教師としてスタートを切ることになりました。１年目ということで、至らない
点が多々あると思いますが、生徒と積極的に関わり、生徒の良いお手本となれるよう努めてまいります。
教師としての自覚を持って、生徒１人ひとりと全力で向き合いサポートしていきますので、どうぞよろ
しくお願い致します。
【１月～４月の学校行事と活動報告】
○中高入試
本校では、1 月に「中学校前期入試」
「高校推薦入試」
「中学校後期入試」
、2 月に「高校一般入試 A
日程」
「高校一般入試 A 日程」の 5 つの入試を行っています。在校生は自宅学習も多くなりますが、
大切な後輩の入学に向けた準備を、
「手伝い生徒」として協力してもらいながら行っています。

○天文台学習（中学校 1 年生）
2 月 12 日(火)「身近な天体の観測を通して、地球の運動について考察するとともに、宇宙について
認識を深める。
」を目的に 中 1 学年が天文台学習（仙台市天文台）を実施しました。展示物での学習、
望遠鏡での天体観測、プラネタリウム学習など、充実した一日になりました。

○研修旅行（中学校 2 年生）
中学校 2 年生の宿泊行事は、今年から内容と場所を一新し、東京での研修旅行となりました。
「学
ぶことの大切さを知る」
「ESD 学習～働くことについて考える」
「異文化理解、国際交流」の 3 つの目
的を掲げ、東京大学や官公庁を舞台に、大学生や留学生の協力も得ながら素晴らしい学びや体験がで
きました。

○卒業研究発表会（中学校 3 年生）
今年で 4 回目を迎えた中学校 3 年生の卒業研究は、各自が設定した課題に懸命に向き合ってきた成
果を発表するものです。各教室での発表で選抜された生徒たちが、礼拝堂で同級生や後輩の前で堂々
と発表を行いました。

○予餞会（中学・高校）
卒業式の前に、中･高それぞれの予餞会が開催されました。在校生から卒業生への感謝の言葉や、卒
業生から後輩へのメッセージ、卒業生の活躍を映像で振り返るなど、寂しさと笑い、感動を共にする
すばらしい一時になりました。

○中学校卒業式・高校卒業式
中学校は 161 名、高校は 341 名の卒業生が巣立っていきました。4 月からはいよいよ新しいステ
ージへ。卒業生の前途に祝福あれ！

○入学式
中学生 158 名、高校生 314 名が晴れの日を迎えました。これからの 3 年間・6 年間への決意を新
たにする素晴らしい一日となりました。がんばれ！新入生！

【今後の予定】
４月２７日（土） 奨学会総会
５月 ８日（水） 運動会
９日（木） 運動会予備日
１１日（土） 土休日
１５日（水） 創立記念日 創立記念式典・記念講演
２１日（火） 安全講話
２５日（土） 土休日
２８日（火） 交通安全講話
６月 １日（土） （中学生は土休日）
↓

高総体

３日（月）
８日（土） （高校生は土休日）
↓

中総体

１０日（月）
１４日（金） 中高総体振替休日
１５日（土） 土休日
２５日（火）
↓

中間試験

２７日（木）
７月１８日（木） 奨学会
１９日（金） 奨学会
２０日（土） 奨学会
２１日（日）～夏季休業

