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「変わらないもの」と「進化するもの」
〜 2012 年春

山梨英和中学校は進化します〜
山梨英和中学校

Ⅰ「変わらないもの」

教頭

三

井

貴

子

設置してきましたが、この実績を学年全体に広げま

山梨英和が創立以来 122年間大切にしてきたキリスト

す。IECで培ってきた英語表現 (English Expression)

教を基盤とする人間教育は、今後も決して変わることは

を始めとするカリキュラムを全ての生徒に展開し「英

ありません。このことは、国内外での本校の卒業生の

語の山梨英和」を更にパワーアップします。教科書は

様々な奉仕活動や働きで立証されています。3.11東日本

「PROGRESS IN ENGLISH 21」を使用し、次世代

大震災以降、日本では「共に生きることの重要性」が国

を担う生徒達が、「国際社会で活躍できる力」をつけ

民間で実感として語られるようになりました。これは正

るために、英語をツールとして使う多角的な機会・環

に、本校の校訓である「敬神・愛人・自修」の実践に他

境を提供します。

なりません。在校生達は、毎日の礼拝を大切にし、最も

② Special Saturday

多感な中学高校時代の６年間で、神様から与えられたタ

「他者と共に生きる力」をつける為に、隔週土曜日の

ラントンをどのように見いだしていくかを模索します。

半日を利用して、教科の枠、時間の枠を超えた山梨英

10月 21日に実施されたウォーカソンは 20年以上実施し

和オリジナルの授業プログラムを全員対象に実施しま

ている行事ですが、留学から帰ってきた生徒の発案によ

す。感受性豊かなこの時期にスクールバスを利用し

って始められました。これは、全国でも例を見ない取り

て、体験学習や校外学習を積極的に行い、洞察力と創

組みです。単に時間を競う強歩大会ではなく、「他者の

造力を伸ばします。更に、生徒の好奇心を刺激し、知

ために完走する」ことを目的として、スポンサーに寄附

る喜びや学ぶ楽しみを、自ら学ぶ喜びへと導きます。

の依頼をお願いし、生徒達は自分自身に挑戦します。今

③国際交流

年は、タイやラオスの学校に行けない子供達の為に、東

これまでのカナダ・韓国・タイ・ラオスとの交流に加

日本大震災で被災した仲間の為に、生徒達は頑張って完

え、オーストラリア・ドイツとの交流も今年から始ま

走しました。その他にも、ご近所の一人暮らしの方々へ

りました。今年８月にはオーストラリアのキリスト教

の夕食宅配ヴォランティアやホームレスの方々への炊き

主義女子校である Mentone Girls’ Grammar School

出しヴォランティア、聖ヨゼフ寮への掃除・草取りヴォ

と姉妹校提携を結び、韓国の名門梨花女子高等学校に

ランティアなど全てを紹介できませんが、生徒達が自分

続き、２校目の姉妹校となりました。Mentoneとは、

に出来ることに積極的に取り組んでいます。

時差がほとんどないので、授業中にスカイプを使って
リアルタイムでの交流を既に実施しています。また、

Ⅱ「進化するもの」

オーストラリアでの語学研修や JICAとのコラボによ

本校の校訓を更に強固なものとするために、2012年
春、新たな取り組みを加え、進化していきます。

るアジアでの体験研修プログラムも新たに加え、「世
界中の仲間と共存する」為に、種を蒔いていきます。

① 学年全てが英語強化クラス (IEC)
これまで学年で１クラスのみ英語強化クラス (IEC)を
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被災地ボランティア活動報告
山梨英和大学

学生部

担当

長

坂

宗

雄

私は NPO法人未来会のボランティアバスパックに参加さ
せて頂きました。本学学生も男女合わせて 4人参加し、山梨
英和大学から計 5人の若き力を発揮してきました。活動地は

私が受けた英和教育⑱
『英和での出会い』

宮城県石巻市でした。偶然にも本学の被災者支援特別入学
制度で入学してくれた学生の地元でした。主に、住宅地周
辺水路のヘドロのかき出し作業で、わずか 1日の作業でした
が少しでも復興の力になれたかと思います。山梨英和大学
の校訓にある通り、愛人＝隣人愛を今こそ示す時だと思い
ます。東日本大震災で亡くなられた方のご冥福と一日も早

岡

田

恭

子

キリスト教と縁のなかった私が英和に入学するこ
とになったのは、神様の大きなご計画だったので
しょう。英和での６年間、神様との出会いと先生方
や友だちと過ごした日々を、忘れることはできませ
ん。

い復興を願っております。

中学１年生の時、担任の藤巻孝之先生は ｢聖書を
読みなさい。教会へ行きなさい。｣と熱心に勧めて

被災地に行って感じたこと
山梨英和大学 学生会長 安 田 一 樹

くださいました。真面目な（？）子どもだったの

今回、この大震災が起こるまで、私は災害ボランティアに

で、先生の言葉を守ろうと新約聖書だけのポケット

ついての知識がありませんでした。しかし、学生会長として

版を何回も通読し、友だちと誘い合って教会へ行き

被災地に対して、何か支援を行わなければならないという使

ました。学校で行われる礼拝や北原とし子先生が教

命感にかられました。

えてくださる聖書の学びが、とても新鮮でした。そ

3月18日に行われた卒業式において、大学のボランティア
サークルと合同で、東日本大震災の義援金を募りました。そ
の後も、救援物資活動などを通して、大学でボランティアに
興味を持つ学生が増え、私も前よりは知識やイメージが備わ
ってきたと感じることができました。そして、「被災地に行

んな若い魂を神様がとらえてくださり、これまでに
主が備えてくださった道を歩んでくることができま
した。大きな恵みに感謝しています。
１７０人の同級生だけでなく、生徒会やクラブ活

かない？」と誘ってくれた人がいました。その人は率先的に

動の先輩後輩との思い出は、私の宝物です。皆真剣

仲間を集め、私も被災地に行けることになりました。

に自分自身を見つめ生きているすばらしい人たちば

私達が東松島市にボランティアに行った日は大震災が起
こってからちょうど100日目でした。夜に山梨を出て、朝現

かりでした。卒業後も続く絆の強さは、６年間共に
過ごした日々の証です。

地に着き、夕方まで作業を行い山梨に戻るという日程で、主

先生方は、一人一人の生徒の心に寄り添い、丁寧

にヘドロの掻き出し作業を行いました。現地に行く前に、よ

にきめ細やかにご指導くださいました。学習の面だ

く見かけた被災地に関するニュースでは、悲惨な現状に苦

けでなく（というより勉強の事は殆ど覚えていませ

しんでいる人々が映っていて、少し恐怖のようなものを感じ
ていました。しかし、実際に東松島市に着き、泥だらけの黒
い街並みや、打ち上げられた大型の船を見ても、なぜか私
に訴えかけるものはありませ

んが）生活全般に渡って相談に乗っていただきまし
た。いろいろとご迷惑をおかけし、申し訳ない気持
ちです。
英和の校訓は ｢敬神・愛人・自修 ｣です。英和は

んでした。
今になって思い返してみ

神様が建てられた学校であることを土台として、私

ると、それは私の心が、あま

達の学校生活があったのです。英和の教育は、その

りにもすさまじい状況を受け

建学の精神を先生方が理解して、生徒一人一人を神

入れることができなかった結

様が創られたかけがえのない存在として認め、日々

果の様に思います。これは自

かかわってくださったから、１２０年余の歩みが守

分にとって良い経験だったの

られているのだと思います。このことは、自分自身

か、今でも分かりません。し

が教職に就いてから様々な課題に直面するなかで、

かし、自分が再び東松島市に

身にしみて分かりました。先生方に心から感謝して

行った時どう思うか、それま

います。

では大切にしたい体験だと感

山梨英和高校 1971 年 3 月卒業

じています。

甲府市立貢川小学校勤務

側溝のヘドロ掻き出し作業
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として、英国の青少年の問題とその対応についてお話を

オープンキャンパスをリニューアル
今年度はこれまでに、８回のオープンキャンパスを実施

していただきました。青少年の心理的な問題が英国では

しました。第 2 回から新たな試みとして、校舎入口付近の

日本より顕著となっており、クリニックベースではなく、

部屋にゼミカフェを設けました。ゼミカフェとは、全教員

クライアントが生活をしている地域で近接領域の専門家

が自分の研究やゼミナールを紹介するための大判のポス

たちとどのように連携しどのように若者を支えるのか、

ター（Ｂ０サイズ）を作成、掲示し、参加者に本学の教育・

その具体的な方法が示されました。100 名を超える出席

研究内容を分かりやすく伝えるために企画したものです。

者があり、質疑も多く、活発な議論が交わされました。
（山梨英和大学心理臨床センター

大学の各部署や各種制度を紹介するポスターも合わせて掲

所長

黒田浩司）

示しました。自分が作成したポスターの前で、教員が高校
生や父兄と親しく対話することにより、大学がより身近に
感じられたとの感想が多く寄せられました。
送迎用にラッピングバスを県内および長野県の高校などへ
運行して、便宜を図ることも新たに実施し、これも参加者に
好評でした。教職員全員が原則的に参加することで、従来以
上に内容を充実させることを目指しました。山梨英和大学の
目標である「日本一あたたかい大学」を示すノボリをキャン

山梨英和大学音楽会（9/29）
山梨英和大学音楽会が 2011 年 9 月 29 日 ( 木 ) 午後 6
時 30 分より山梨英和大学グリンバンクホールで開催さ
れました。演奏者はアンサンブル・ディアマンテ（ディ
アマンテとは、キラキラと輝く装飾の意）の皆さんです
（宇治川朝政〔リコーダー〕木村理恵〔バロック・ヴァ
イオリン〕ロバート・スミス〔バロック・チェロ、ヴィ

パスの入り口から立てるとともに、７月下旬の開催日には吹
奏楽部の協力による演奏で参加者を歓迎するなど、より多彩
なオープンキャンパスになったと思います。
（山梨英和大学入試部長

関野陽一）

大学院第 7 回臨床心理講演会（7/21）
山梨英和大学人間文化事業の人間文化講演会（大学院
第７回臨床心理講演会）が 2011 年 7 月 21 日（木）午
後６時３０分よりグリンバンクホールで開かれました。
今回は山梨英和大学院とも交流のある英国 Tavistock
Clinic の思春期部門の指導者であり、コンサルタント・

Ensemble Diamanté

クリニカル・サイコロジストの Dr.Justine McCarthyWoods 氏をお招きしました。Dr.Justine にはアジアで初
めて開催された国際ロールシャッハおよび投映法学会第
20 回東京大会に参加されたことを機会に、甲府まで足を
伸ばしていただきました。「現代社会における若者の苦
悩とそのサポート（英国 Tavistock の実践）」をテーマ

講演をするDr.Justine McCarthy-Woods氏

アンサンブル・ディアマンテ

オラ・ダ・ガンバ〕福間彩〔チェンバロ〕）。タイトル
は「織り込まれた宝石」で、バロック音楽を専門とする
4 人のアンサンブルを組む若手の演奏家の皆さんが、ま
さにお一人お一人が輝く宝石のような音色でハーモニー
を奏でて下さいました。曲目はヘンデル、バッハ、テレ
マン等、多彩な内容のものでした。2009 年結成という
ことで、それほど長くない演奏期間であるにもかかわら
ず、すでに数々の受賞を得ておられ、世界的に高い評価
を受け、期待もされています。会場は例年以上の聴衆に
満たされ、日常から解き放たれた至福のひとときを持つ
ことができました。地域の人々に喜ばれる音楽会を今後
ともますます発展させていきたく願っています。
（山梨英和大学宗教主任 深津容伸）
半日修養会（10/26）
今年度の半日修養会は 10 月 26 日（水）10 時 30 分から
12 時 10 分まで（2 限は割愛 ) 山梨英和大学グリンバンク
ホールにおいて行なわれます。講師としては、シンガーソ
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ングライターであり牧師でもある陣内大蔵（じんのうち・た
いぞう）氏をお迎えします。テーマとして「私たちのただ中
に− Among us−」を掲げ、講演題は「僕と歌と教会」です。
氏との出会いは 10 年近く前、牧師養成のための神学
校へ氏が入学してきた時です。当時筆者は、氏が牧師家
庭に育ち、自らも牧師を目指して入学してきたことくら
いしか知りませんでした。人への面倒見が良く、特に弱
さの中にある友へのケアが熱心で、さすがに牧師家庭

講演をする陣内大蔵氏

で育った人は違うと思わせられました。それから数年後
氏が山梨県民クリスマスに招かれた時、実は氏が高名な
ミュージシャンであり、数々のアルバムを出し、歌手た
ちに曲を提供してもいることを知りました。そしてこの
時のコンサートには心からの感動を覚えました。この
度、山梨英和大学にお出でいただけることを心から感謝
するとともに期待いたしております。
（山梨英和大学宗教主任 深津容伸 10 月 5 日記）

の意気込みを語りました。講演会終了後には、サイエン
スカフェにて、参加者が講演者と共に宇宙の色々な謎に
ついて熱く語り合いました。講演会に参加・協力をして
いただいた多くの皆様に感謝を致します。
（山梨英和大学専任講師 高橋弘毅）
クリスマスツリー点火祭（11/29）
今年度のクリスマスツリー点火祭は 11 月 29 日 ( 火 )
にとり行なわれます。始まった当初は学内の学生向けに
行なわれていたようです。しかし地域の人々、子供たち
も招いて行なおうということで、現在のような形になり
ました。地域の人々を招くようになってからしばらくし
て、主体がそちらに向かい、学生たちの参加が少なく
なった時期がありました。しかしここ数年、特に留学生
が増えてからは、日本での良き思い出としての意味もあ
るのでしょう、学生たちの参加が目に見えて増え、まさ
に大学、地域一体となった盛大なイベントとなっていま
す。クリスマスツリー点火祭は、キリストの誕生に向け
て、アドベント ( 待降節 ) を告げる大事な行事です。教
職員、学生がこの日のために年間を通して準備をしてい
るといっても過言ではありません。点火祭を終えた直後
から学生たちは反省と次年度に向けて展望する時を持ち
ます。また開催にあたっても周到な準備、予行演習を行
ないます。次回は今回以上のものをという熱い思いが、
今年度も結実することを心から願っております。
（山梨英和大学宗教主任 深津容伸 10 月 5 日記）

学園祭講演会『山梨から宇宙の謎への挑戦』開催報告（11/5）
2011 年 11 月 5 日（土）午後４時から、学園祭（第
10 回紅楓祭）講演会が、本学グリンバンクホールにて
『山梨から宇宙の謎への挑戦 ～アインシュタインの夢
「重力波観測」に挑む～』と題し、「夢の大切さ」を伝
えるために、地域社会への貢献、また、科学教育の進
展を目的として開催され、230 名もの皆様が参加されま
した。講演会では、本学風間重雄学長からの講演会開
催と最近の宇宙像についてのコメントの後、宇宙の謎
に挑む国家的プロジェクト「重力波観測プロジェクト
LCGT」の一員である本学高橋弘毅氏が、重力波観測で
探る宇宙の謎について、最新の研究成果を盛り込み、現
在・過去・夢（未来）をキーワードにして語りました。
また、山梨県内で唯一プロジェクトに関わる企業である
株式会社ミラプロの津金洋一社長が、株式会社ミラプロ
の現在・過去・夢（未来）や国家的プロジェクト参加へ
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心理臨床センターの東日本大震災被災者支援 心理相談
山梨英和大学大学院は県内唯一の臨床心理士を
養成する第一種指定大学院であり、心理臨床セン
ターはその実習機関として責任を負っており、地域
への心理臨床サービスも提供しております。2011
年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は甚大な被害
をおよぼし、福島原発の問題がその後生じました。
山梨県内にも避難されてきた方が多くおられます。
震災の体験や避難生活によりさまざまな心身の不調
を生み出す事が予想され、心理臨床センターでは、
4 月 14 日に東日本大震災で被災をされた方や被災
者を支援されている方をサポートするプログラム
を立ち上げ、大学ホームページにてお知らせいまし
た。結果としてこのサポートプログラムを利用して
の相談は少数でしたが、学長や情報関係の先生方の
協力を得ていち早くプログラムを立ち上げる事がで
きました。
（山梨英和大学心理臨床センター 所長 黒田浩司）

「高２野中愛理さん

米国ニューヨーク国連本部派遣決定」

〜第 58回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール〜
特賞「文部科学大臣賞」を受賞
10月24日（月）、東京都渋谷区にある国連大学エリ

泊３日間滞在しました。

ザベス・ローズ会議場で行われた第 58回国際理解・国

独島に行ったのは２日目でした。島に渡るにはとても厳

際協力のための高校生の主張コンクール中央大会（本

しい制約があり、韓国人でも一般の旅行客が独島に行け

選）において、山梨県代表として出場した野中愛理さん

るようになったのは、つい最近のことだそうです。実際

が特賞の「文部科学大臣賞」を受賞しました。特賞受賞

に島にいた時間はたったの５分ほどでしたが、その時見

者４名は来春約１週間、米国ニューヨーク国連本部視

た景色は私の眼にはっきりと焼き付いています。

察、国連関係者との会談を行う予定です。以下に発表原

旅の途中、行く先々で私は日本に対する批判的な意見

稿を掲載します。

や、独島は韓国の領土だと主張する声を聞きました。そ
のたび、参加者の中の、たった一人の日本人であった私

大きな橋渡しと小さな橋渡し
～私が見た竹島と独島～
山梨英和高等学校２年

野

中

愛

理

は、いったい何が正しいのだろうかと悩み続けました。
答えの全く見えない問いに、考えることを投げ出したく
なりました。

去年の夏、私はある島を訪ねる機会に恵まれました。
その島は、韓国のウルルン島からフェリーで１時間ほど
の場所にあります。簡単に見渡せるほど小さな２つの島
で、その島から陸へとつながる橋はなく、広い海にぽつ
んと浮かんでいます。切り立った黒い岩が特徴的で、背
の低い植物だけがその岩にしがみつくように生えていま
す。長く日本と韓国の間で問題となっている、何の変哲
もないこの島は、日本では竹島、韓国では独島、と呼ば
れています。
私は昨年の５月から１２月にかけて、山梨英和高校の
姉妹校である、韓国の梨花女子高校に留学しました。始
めは韓国語はまったく話せず、文化もあまりよく知らな
かった私にとって、韓国での８ヶ月間は発見と驚きで
いっぱいでした。おいしくて辛い食べ物や、活発な人々
に囲まれた毎日はとても充実していました。けれども、
私の留学は楽しいだけではありませんでした。その大き
な原因は、日本と韓国に横たわる歴史の爪あとに触れた
ことです。

発表をする野中愛理さん

私の留学の目的の一つは、日韓の歴史を学ぶことでし
た。そのために、私は梨花女子高校で歴史クラブに参加

そんな私に、旅の帰り道で歴史クラブの先生がおっ

しました。活動の中で、私は何度か両国の歴史に対する

しゃった印象深い言葉があります。「一つの物事を、一

捉え方の隔たりを感じました。また、今なお残っている

つの視点からしか見られなかったり、考えられなかった

問題が沢山あるのだと痛感しました。その問題に正面か

りする人は心の狭い人だ。沢山の視点から見ることが、

らぶつかったのは、夏休みにクラブで竹島・独島に行っ

大切なんだ。だから、悩んだっていい。無理に答えを決

たときでした。

めなくてもいいんだ」と。この言葉は私を強く勇気付け

竹島の領有権についての問題を学ぶため、歴史クラブが

てくれました。

企画した旅で、私たちは独島に一番近いウルルン島に２
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私は韓国での留学を通して、国同士の問題を解決する

ことは、本当に難しいことで、時間のかかることである

英和中学の授業って楽しいよ！

と実感しました。どちらの国にも言い分があり、どちら

小学生対象おもしろ授業

かを正当化することはできません。異なることを主張し

理科実験講座・英語体験講座を実施しました

あうとき、そこには必ず摩擦やすれ違いが生まれます。

小学生に英和中学の授業の楽しさを体験してもらおう

それを避けて通ることはできないのだと、私は思い知り

と「小学生対象おもしろ授業」を実施しています。理科

ました。今でもニュースで日本と韓国の間にある問題に

実験講座と英語体験講座の２講座、それぞれ３回ずつ合

ついて聞くたび、私の中にどうしようもないもどかしさ

計６回計画されています。理科実験講座の「なぜ地面は

がこみ上げてきます。

動くの？」では、地震が起こるメカニズムを学びまし

小さくて無力な自分に何ができるのか。そのことを考

た。「野菜・果物どこを食べているの？」では、知って

えて、私が出した答えの一つは、互いに認め受け入れあ

いるようで知らない野菜の「旬」がわかり、私たちが日

うということです。歴史クラブの先生の言葉にあったよ

ごろ食べている野菜への興味が深まりました。「よう

うに、様々な視点から物事を見つめ、考える。そして、

こそ、鏡の国へ！」では光の不思議を探り「万華鏡作

それを他の人へとつなげていくことで互いの理解が深ま

り」にもチャレンジしました。英語体験講座の「英語で

るのだと、私は信じています。今の私にそのような橋渡

クッキング！」では、英語の説明を聞いておいしいクッ
キーを作りました。
「Jack-O'-Lantern を
作ろう！」ではハロ
ウィンのカボチャの
ランプを作ったあと、
「Trick or Treat」と
いいながら、その日
開かれていた同窓生
教師交流会に入り込
みお菓子をいただき
ました。「クリスマスパーティー」では、ゲームで盛
り上がり、プレゼント交換で楽しみます。
これらの講座の内容は、来年度から中学ではじまる

表彰式の会場にて

「Special Saturday」の魅力を予感させます。参加した

しができるのは、限られたとても小さい範囲です。けれ

小学生の感想も好評で、英和中学で勉強したいという期

ども、国同士の大きな橋渡しができる機関があります。

待の声も聞かれました。また、参加者の多くは、英和幼

それは、国連です。竹島問題について調べていた時、私

稚園の卒園生で、幼稚園から中・高へ「つながろう英

は双方の意見を中立的な立場からまとめた資料がないこ

和」を実現しています。

とに気が付きました。国連が例えばそのような資料をつ
くり、情報発信してほしいと私は考えます。
国際化の社会にあって、国連が担う大きな橋渡しはこれ
から先、より重要になってくるのではないでしょうか。
私が見た竹島・独島は、戦争の歴史へとつながる背景
を持つ、日本と韓国の対立の象徴でした。海にぽつんと
浮かぶこの島に、橋は架かっていません。けれども、い
つかここに人の心と心をつなぐ橋が架かってほしいと私
は思います。いつかまた竹島・独島を訪れるときに、私
の目に映るこの島が和解の象徴となるためにも、国連は
大きな橋渡しを、そして私自身も小さくても対立から和
解への橋渡しができる人になりたいと願っています。
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カボチャをくりぬいてランプにします

子育て支援セミナー

（山梨英和幼稚園）

もたちが自主的に行動していた姿が印象に残りました。

幼稚園では３園共、ドロップインやウェルカムデーを

終わってみんなが「楽しかった」と心から言える運動会

通して、未就園児さん親子が参加できるプログラムを続

でした。保護者の方がたもマナ -を守り心からの声援を

けています。子どもたちだけでなく、保護者のみな様の

送って下さり、心より感謝申し上げます。

仲間作りの場でもあり、子育てに関わるさまざまな話題
が出されています。そのような中、今年度より「子育て
支援セミナー」を計画し、乳幼児の健康や母親の心身の
健康、しつけ、食に関することなどさまざまなテーマで
学んだり、情報交換をしたりして、13回を迎えます。
参加者は、講師のみなさんが子育て経験者また現在子育
て中でもありますので、放射能による健康への影響や紫
外線の話など、専門的なことに関しても気軽に質問でき
心強いとのことです。教師たちは、研修を通して学んだ
ことやキリスト教保育の意味を、園児たちの成長の姿と
共に伝えています。子育てに関わる全ての方たちが、孤
立することなく共に支え合うことができるようにと願っ
ています。

ポンポンを手に元気よくダンス

秋の恵み！いも煮会（10/16）

（韮崎英和幼稚園）

澄み切った青空に包まれ、壮大な山々を眺めながら、
今年の親子遠足がフレンドパークむかわ (北杜市 )で行
われました。公園から見える木々はまだ少ししか紅葉が
始まっていませんでしたが、草むらをはねる虫たちや、
とんぼの群れをおいかける子ども達の様子は秋を楽しん
でいるようにみえました。今年の親子遠足も昨年に続き
…「いも煮会」！大きな鍋を囲んで親子みんなでわいわ
い、おいしく食べました。日曜日ということもあり、多
くのお父さまや兄姉も一緒に集まりました。いも煮の味
は２種類。お醤油味と味噌味。持ち寄った野菜で作った
鍋はどちらも大好評で終わりました。この日はまた、特

斎藤園長よりデンマーク森の幼稚園の話を聞く

運動会（10/8）

に暑い日になり午後は、汗だくになりながら公園をかけ

（山梨英和幼稚園）

まわる様子も見え、笑顔いっぱいの一日になりました。

今年の運動会は「しぜんたんけんたい」と題して行い
ました。これは、年長児が７月に芦川でキャンプをし、
皆で探検したことが楽しい思い出になったことから、運
動会をこのように名付け心を合わせて頑張ろうと決めた
のです。チームは“みどりのもり”と“あおぞら”の２
つです。年少、年中、年長の子どもたちがそれぞれ２つ
に分かれ全学年の混合で競いました。競技に勝つだけで
なく、仲間が頑張れるためにはどうしたら良いのかも話
し合い応援歌を考えたり、首に巻くバンダナを手作りし
て気持ちも盛り上げられました。毎日の生活の中で子ど
もたちのやってみたいという気持ちを大切にしながら競

みんなでおいしくいも煮会。いただきます♪

技を取り入れて進めました。当日は自分の出る競技はも
ちろんのこと、チームのために力を出し合い、全力で頑

〜つながる〜おさなごバザー（10/29）（韮崎英和幼稚園）
今年のおさなごバザーのポスターには、地球のうえに

張っている子どもたちの姿に心を打たれました。
教師が大きな声を出して整列させる場面はなく、子ど

手と手をつないだいろんな国の子ども達が並んでいま
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す。人と人が「つながる」思いが真ん中にあるようなそ

神様が創ってくださった自然に感謝し、またその一部で

んな思いをもって準備が始まりました。バザーの目的

もある私たちが、自然と共に生きる喜びを身体で感じる

は、幼稚園の子ども達のために、また今年は特に東日本

体験をこれからも大切にしていきたいと思います。

大震災で被害を受けた子ども達のためにバザーを行いま
す。準備はおもに父母の会の役員さんが中心に行い、保
護者の方みんなで作り上げます。手作り・食品・遊休
品・子どもコーナーなどいろいろなコーナーがあり、ど
のコーナーもお母さま方の温かい工夫がほどこされてい
ました。当日は子ども達は首からさげたお財布と絵本袋
を片手にお買いもの。幼稚園がお店屋さんに変身して、
わくわくドキドキ ,とっても嬉しそうでした。また、お
目当ての品を手に話が弾む大人の皆さんの足取りも、同
じくとても嬉しそうでした。韮崎英和幼稚園のおさなご
バザーは、すべてが手作りでアットホームです。すれ違

森の中で遊ぶ子ども達

う皆さんが、まるで久しぶりに会う家族のように話す姿
がとても印象的でした。卒園しても“つながって”いら

ビオトープ

（石和英和幼稚園）

幼稚園の向い側の土地に、山梨県の行う緑育環境整

れる空間がここにはあって、そしてこれからもずっと続

備事業の一環としてビオトープを新設しました。ビオ

いていくんだなと実感した日となりました。

トープ（BIOTOP ）とは、直訳すると ｢野生の生きもの
のすみか ｣という意味です。井戸から出る水が小さな小
川を流れて池に留まることで、そこに集まる様々な昆虫
や植物、鳥などの生態を間近で見ることができます。ビ
オトープや子どもへの緑育環境に詳しい”てんころりん
村

スタッフの石川さんに指導して頂き、水辺の植物を
”
池の回りに植え込む作業を子ども達が行いました。池の
回りには徐々に、様々な虫や鳥が集まりはじめ、子ども
達を楽しませてくれています。
経済優先の社会が多くの自然を失わせてしまった昨
今、自然との共存こそが持続的な社会を支える土台であ
多くの方のご来場、ありがとうございました！

森の日

るとして、人工的な空間の中に自然を取り戻す試みが重

（石和英和幼稚園）

石和英和幼稚園には、”森の日

と呼ばれる日があり
”
ます。この日は子ども達が縦割りの２グループを作っ

要視されています。幼児期に、多くの自然に触れること
でその大切さを知り、自然と共存していく力を身につけ
てほしいと願っております。

て、園バスで近くの森へ出掛けます。そこは沢山の大き
な木が茂る自然豊かな森です。水道脇の水芭蕉を眺め、
竹林を通り抜ける時 ｢笹の葉のトンネルだ ｣｢何かが出て
きそうだね ｣と子ども達の想像は膨らみ、わくわくして
いる様子が伝わります。幼稚園の周りでは見かけない種
類の虫の発見に喜び合う子ども達の姿も見られます。川
では流れる水に触り、｢冷たくて気持ちいい！ ｣と思わ
ず感嘆の声が上がります。サワガニやザリガニを捕まえ
た子ども達は、石の下によくいることや、持ち方によっ
てはハサミで指を挟まれることを体験的に知り、その生
態や扱い方等を遊びの中で自然に身につけていきます。
完成したビオトープ
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諸

◇退職▽人間文化学部

報

客員教授

朴

◇配置換▽附属図書館（入試部入試）

正龙

末木

教職員人事報告（2011 年 4 月 2 日〜 2011 年 11 月 1 日）
【役

◇配置換▽入試部入試（教務部教務）

員】
木田

献一

9 月 30 日付

◇就任▽理事・評議員

井草

清志

10 月 1 日付

◇配置換▽附属図書館（法人本部総務）

10 月 1 日付

【法人本部】

10 月 1 日付

担当

佐藤
◇配置換▽事務部庶務（教務部教務）

光子

10 月 1 日付

職員

片桐久美子

◇辞任▽院長

木田

献一

9 月 30 日付

◇任命▽院長

風間

重雄

10 月 1 日付

◇配置換▽事務部庶務（国際交流センター）
藤原
◇昇任▽教務部教務

◇採用▽人間文化学部

緑川
客員教授

朴

◇配置換▽入試部入試（教務部教務）
◇退職▽進路支援室進路支援

正龙

4 月 17 日付

職員

◇昇任▽事務部

広瀬あや子

5 月 9 日付

荻原

修一

6 月 29 日付

田中こずえ

6 月 30 日付

唯

10 月 1 日付

リーダー

担当）

智子

10 月 1 日付

羽中田洋美

10 月 31 日付

事務部長（事務部長事務取扱）
立川

昌仁

11 月 1 日付

担当

職員

◇退職▽人間文化学部人間文化学科

教員
千

錫烈

8 月 1 日付

◇退職▽附属図書館

杉本

裕子

9 月 30 日付

職員

◇退職▽入試部入試

10 月 1 日付

職員

リーダー（エクステンションセンター

学】

◇退職▽附属図書館

敬二

リーダー

羽中田洋美

◇辞任▽理事・評議員

【大

9 月 30 日付

リーダー

【幼稚園】
◇採用▽韮崎英和幼稚園

教員

三塚

清美

4 月 5 日付

◇退職▽石和英和幼稚園

教諭

土橋

莉花

9 月 30 日付

◇採用▽石和英和幼稚園

教員

安田

牧美

11 月 1 日付

主な行事予定（2011年12月〜2012年3月）
大 学
☆クリスマス礼拝・祝会		
☆卒業礼拝		
☆卒業式（大学院は学位授与式）		

12 月 16 日㈮
3 月 15 日㈭
3 月 16 日㈮

中学・高校
☆クリスマス礼拝		
12 月 23 日㈮
（コラニー文化ホール）
☆中学英語デー（英語劇発表会）		
1 月 27 日㈮
☆高校卒業礼拝		
2 月 29 日㈬
☆高校卒業式		
3 月 1 日㈭
☆高校 1 年修学旅行（沖縄・韓国コース）
3 月 5 日㈪〜 3 月 9 日㈮
☆中学卒業式		
3 月 14 日㈬
☆聖歌隊定期演奏会		
3 月 24 日㈯
（コラニー文化ホール）

メ

イ

プ

ル

第 19 回山梨英和文芸賞入賞者発表
山梨英和大学主催の、全国の高校生を対象とする「メ
イプル賞（山梨英和文芸賞）」が本年度も開催され、厳正
な審査の結果 2 名の入賞者が決定いたしました。
本年度は、諸般の事情により広報の徹底が図れず、ま
た応募方法をメール送信に統一変更したことなどから、
残念ながら応募作品総数は 22 点と少数に留まりました
が、寄せられた作品はいずれも水準の高いものでした。
短歌部門で甲府南高等学校の本山まりのさんの作品が

幼稚園
☆クリスマス礼拝

山梨
12 月 20 日㈫
韮崎
12 月 19 日㈪
石和
12 月 21 日㈬
☆もちつき会
石和
1 月 14 日㈯
☆たのしい会
山梨
2 月 24 日㈮
韮崎
2 月 23 日㈭
☆こひつじパーティー
石和
2 月 22 日㈬
☆英和幼稚園100周年ファミリーコンサート（山梨・韮崎・石和）
		
3 月 10 日㈯
（コラニー文化ホール）
☆卒園式
山梨
3 月 22 日㈭
韮崎
3 月 23 日㈮
石和
3 月 21 日㈬
中高同窓会
☆山梨英和中高同窓会クリスマス		
12 月 8 日㈭
（中高グリンバンクチャペル）
法人本部
☆山梨英和学院教職員クリスマス礼拝		
12 月 4 日㈯
（大学グリンバンクホール）
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入選に、詩部門で茨城県立水戸第二高等学校の木戸田ひ
かりさんの作品が佳作に、それぞれ選ばれました。各部
門の入賞者と入賞作品は下記のとおりです。
〈短

入

歌〉

選

本山

まりの「また春へ」

3年

山

梨

3年

茨

城

〈詩〉

佳

作

木戸田ひかり「午前五時の戯言」
〈小

説〉

〈童

話〉

〈随

筆〉

〈俳

句〉

〈評

論〉

以上、該当者なし

山梨英和大学の山口勝弘教授が表彰されました

グレープフルーツ

〔山梨英和幼稚園〕

2011年10月25日
（火）
に福井県福井市（福井県民ホール）
に
おいて、厚生労働省及び（社）
日本精神保健福祉連盟主催に
よる第59回精神保健福祉全国大会が開催されました。当大会
の記念式典において、多年にわたり精神保健福祉事業の推進
に尽力された方々へ厚生労働大臣表彰が行われ、山梨県代
表として山梨英和大学の山口勝弘教授が表彰されました。

大学の質保証に向けた新たな取組みについて
大学は、自ら行っている教育研究や組織運営など
について、学外の有識者による客観的な評価を受け
るとともに、その結果を内外に公表することで「質
の保証」に取り組んでいます。本学では、実施義務
のある認証評価の受審（2009年度、㈶大学基準協会）
に続き、大学学長経験者、大学事務局長経験者及び
現役大学副総長から成る外部評価委員会を自発的に
設置し、本年度の受審に臨んでいます。事前に提出
した「自己点検・評価報告書 2010 年度版」による
書面審査及び外部評価委員による実地視察（10 月
13 日（木）実施）の結果に基づき、12 月に最終報
告を受け、2012 年 3 月までには本学 HP 上で公表
する予定となっています。

この写真はグレープフルーツの木です。毎年１１
月の中旬に捧げる感謝祭礼拝の後、日頃お世話に
なっている方々に感謝のメッセージと果物や野菜を
届けに行っていますが、その中のグレープフルーツ
の種を、窪田整形外科の看護師さんが 2009 年に植
え、芽が出たことを喜んで山梨英和幼稚園に下さい
ました。水をあげているだけですが、それからすく
すくと伸びて大きくなりました。どこまで育つのか

三英和懇談会
カナダ・メソジスト教会婦人伝道ミッションに
よ っ て 設 立 さ れ た 学 院 が 集 う、 三 英 和 懇 談 会 が
２０１１年１０月１５日（土）に山梨英和学院で開
催されました。東洋英和女学院、静岡英和女学院の
各役職者、部長とともに、本学院からも風間重雄理
事長・大学学長をはじめ、１１名の方が出席し、総
勢２９名が集まりました。全体会では、各学院の現
状と課題について報告があり、情報交換会では、何
か三校で協力して出来るものはないかと活発な意見
交換がなされ、充実した時を持ちました。なお、
２０１２年は東洋英和女学院が当番校です。

心配でもあり楽しみでもありますが、子供たちに伝

聖 書のことば 神のなされることは
皆その時にかなって美しい

と向かう結果となれば良いのですが、時にはよせば良
かったと後悔することもあるでしょう。しかしそれはそ
れで良いことなのではないでしょうか。そのことによっ
て新な教訓を得たり、人間としての、そして人生経験の
幅を広げることができるのですから。聖書では、この横
から突入してくる道は、神が用意したものと語っていま
す。
時が経ち、道を振り返った時、神のなされることは皆
その時にかなって美しいと言うために。

えていきたいと思います。
今年も同じように収穫感謝の礼拝を捧げて、訪問
も行いました。園内には姫リンゴやかりん、かきや
杏の木があり、今年もたくさんの実をつけました。
そのまま食べたり、ジャムにしたり干し柿をつくっ
たりして楽しんでいるところです。季節ごとに、身
近にある植物や木々からたくさんのことを学んでい
る子どもたちです。

（口語訳聖書 伝道の書
[新共同訳 コヘレトの言葉]3章11節）

過日、鷲田清一という人が、人生はあみだくじのよう
なものだと語っておりました。人がこのままの道で歩ん
でいたいと思っていても、突然別な道が横からぶつかっ
てきてそちらに行かなければならなくなってしまう。そ
してこれまでとはまったく違う経験を積むようになる。
そのようにして人間、自分というものが作られていくと
いうことです。
確かに、私たちは思わぬ方向へと人生を歩み始めてし
まうことがしばしばあります。それがさらに良い方向へ
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（山梨英和大学宗教主任 深津容伸）

大

学

■

■

「Hands 手話部」
“手話から始まるつながり”

中学・高校

■

「ダンス同好会」
“ダンスこそわが青春”

手話サークルの主な活動内容は手話技能検定に向け

今春誕生したばかりの同好会ですが、踊ることが大好き

ての学習、ろう者との交流、講師による手話講座など

な中学生 6 名、高校生 15 名があっと言う間に集まりました。

で、現在は 18 人で活動しています。講師には昨年の４

高校 2 年生の山本かれんさん（部長）と高橋菜々さん（副

月から月に一度来ていただいて、より日常的な手話に

部長）を中心に、火・水・金の放課後、プール棟の多目的ホー

触れることを中心とした学習内容の中で、実際にろう

ルで練習しています。多目的ホールは音量を少々上げても

者の講師に教えていただくことで、ろうの世界をより

他の教室に迷惑がかからないし、プール側の大きなガラス

身近に感じるということを体験しています。また検定

面が鏡の役割を果たして自分たちの動きを確認することが

は講師から学んだことや、自分で学習したことを十分

できるので、ダンスの練習には最適の場所です。

に発揮できる場でもあるため、これを一つの目標にす
る人もいます。

AKB48 や J-POP、K-POP、洋楽……とみんなで選曲
し、まずはダンスのコピーから始めています。ダンス経
験のある部員はほとんどいないので、互いに教え合いな

ことはろう者との交流であり、ろう者とコミュニケー

がら、身体が覚え込むまで何度も繰り返し練習していま

ションをとることです。学校内での活動内容は限られて

す。学園祭で発表した時は、会場が大変盛り上がりまし

しまいますが、講師やろう者を通じてさまざまな年代の

た。また「リプトン × 少女時代ダンスコンテスト」に

ろう者と交流し、コミュニケーションをとる中で、自分

も動画応募しました。

の思いを手話にして相手に伝えることや、相手の手話を
読みとるということを楽しさの中で学んでいます。

これからは、オリジナルの振り付けを増やし、音楽の
ジャンルも広げ、できればパフォーマンスを多くの方に

単語一つ覚えることや相手の目を見て伝えようと意

見ていただく発表の場を持ちたいと思っています。

識すること、どの学びも最終的な目標はろう者とのコ
ミュニケーションをより豊かなものにするというもの
にあります。
今ある一つひとつの貴重な機会を自分たちの成長に
たいと考えています。また、さまざまな交流を通じて
触れ合う人たち、ろう者や手話という言語を学び、共
有している人たちとのつながりを大切にしていきたい
と考えています。

少女時代“MR.TAXI”で決めポーズ

編 集 後 記
山梨英和学院の創立122周年を迎えた2011年も残り少なくなり

ティア活動報告、大学心理臨床センターの東日本大震災被災者支援
心理相談等の記事がメイプルニュース第51号に載りました。 被災地
の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
編集係

学園祭でも頑張りました
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米山

山梨英和学院・法人本部

ました。3月11日に発生した東日本大震災については、被災地ボラン

ＦＡＸ〇五五 二-二三 六-〇一九 学校法人

つなげていき、今後もこのような活動を継続していき

八五〇八）☎〇五五 二-二三 六-〇一二
—

このような活動の中で私たちが特に大切にしている
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