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“Priceless
　　～大切なモノ～”

山梨英和中学校・高等学校

校　長　三　井　貴　子

感謝と畏れと
　喜びをもって

山梨英和幼稚園・韮崎英和幼稚園・石和英和幼稚園

園　長　大　木　正　人

　　6月末に実施された学園祭の今年のテーマは“Priceless～

大切なモノ～”でした。物質的に豊かな中で生活しているわた

したちは、それがあたかも当たり前であるかのように錯覚し、本

当に大切なモノが見えなくなっています。生徒たちは、自分にと

っての“Priceless～大切なモノ～”とは何なのかを準備段階か

ら考えながら、学園祭を作り上げました。

　　生徒・教師がそれぞれ思い描いた“Priceless～大切なモノ

～”が、開会式でステージの大スクリーンに映し出されました。

それは、時間、仲間、家族、優しさ、勇気、思い出、等々それぞ

れが自分の答えを見つけました。さて、悩んだ末に１つに絞った

私にとっての“Priceless～大切なモノ～”とは、「山梨英和の存

在そのもの」です。そして、そこに集うかけがえのない一人一人

です。山梨英和は124年前に、キリスト教信仰に基づく学校と

してこの地に建てられ、様々な困難を乗り越えて「敬神・愛人・

自修」という教育理念を貫いてきました。そして、この歴史の一

端に私たちが存在するのです。その長い年月とこれまで山梨

英和に関わってくださった宣教師の先生方や多くの方々の労

苦や祈りを思うとき、山梨英和そのものが、紛れもない

Pricelessな存在なのです。

　　今年の全校制作では、三面モザイクアートに取り組みまし

た。正面からはラファエロの「フォリーニョの聖母」の一部、右側

からは「山梨英和の校章」、左側からは「今年世界遺産登録さ

れた山梨側からみた富士山」が見えます。山梨英和らしい発

想とハイセンスな作品に仕上がりました。全校生で苦労して仕

上げたまさにPricelessな超傑作です。ロータリーの正面に掲

げられた巨大な作品は、来校者に驚きと感動を与えました。

　　コリントの信徒への手紙二　4省18節には「わたしたちは見え

るものにではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過

ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです」とあり

ます。この難しい時代の中に生きる私たちですが、“Priceless～

本当に大切なモノ～”に目を注ぐ者でありたいと思います。

　　山梨英和学院には3つの幼稚園があります。山梨英和幼稚

園(1911年開園)、韮崎英和幼稚園(1955年開園)、そして石

和英和幼稚園(1968年開園)です。それぞれの園が伝統と持

ち味を生かしながら、キリスト教精神に基づく保育･教育を行っ

ています。

　　そうした中にあって石和英和幼稚園は本年4月から認可外

保育施設を併せ持つ「認定こども園」として歩んでいます。芝

生の園庭を持つ採光と通風のよい、木のぬくもりにみちた新し

い保育施設では主に1.2歳児が生活しています。幼い子どもた

ちが楽しく遊んでいる姿を見られるのは嬉しいことです。加えて

その子どもたちが礼拝の時にはきちんと椅子に座ってお話に

聞き入っている姿には感動さえ覚えます。こうしたメリハリのきい

た生活ができるのは、子どもたちが自分の居場所を見い出して

いる安心感があるからだと思います。そしてその背後には子ど

も達一人一人にしっかりと寄り添い、その子の思いを大切にす

るキリスト教保育に専心取り組まれている先生方の実践があり

ます。

　　今回、保育部が設けられたことは幼稚園全体に良い刺激を

もたらしています。一例をあげます。保育部のお誕生会には幼

稚園の子どもたちがお祝いに来てくれます。小さな椅子に行儀

よく座ってお兄さんお姉さんたちの歌のプレゼントを聞いている

保育部の幼い子どもたちの憧れを含んだようなまなざし。幼い

「おともだち」を優しくリードしながら一緒にダンスを楽しんでい

る年長の子どもたちのどこか誇らしげな様子。それらは見てい

て微笑ましくうるわしい光景です。このような交わりを通して、

幼く弱い者を配慮する優しさが、子どもたち一人一人の中に

育てられ、他者と共に生きる姿勢が自然と身について行くこと

を期待しています。こうした優しさを持つ人を育てることが、

イエス・キリストの学園である山梨英和学院に連なる幼稚園

に託されている神様からの使命の一つであると信じます。この

尊く大切なわざに招かれていることに感謝し、畏れと喜びを

もってこれからも仕えて行きたいと思います。

世界的に進行している
教育革命の中での山梨英和

理事長・院長・学長　風　間　重　雄

新しい大学のあり方としての
地域貢献のために

山梨英和大学副学長

社会連携担当 窪　内　節　子

　　いま、世界規模で「教育」が変わろうとしている。その嚆矢

となったのは、２００１年４月よりアメリカのマサチューセッツ工科

大学（MIT）がインターネット上に配信し始めたOCW（Open

CourseWare）であろう。その後、ハーバード大学サンデル教

授による授業「Justice」が日本においても「ハーバード白熱

教室」（早川書房）として大きな話題となったことは記憶に新

しい。この授業に典型的に表されているように、学生が積極的

に参加して授業を作り上げていく（広義の）「アクティブ・ラー

ニング」が次世代の教育の姿であろう。インターネット接続の

環境さえあれば、世界のどこにいても、いつでも、無料で（何回

でも！）授業を聴くことができる。アクティブ・ラーニングに乗り

遅れた大学は、時代の流れに取り残されるであろう。MITによ

るOCWは「教育革命」の引き金となり、インターネット上には

いま膨大な教育資源が蓄積されている。このような流れは、

高等教育のみならず、中等教育課程においても、近い将来日

本を席巻するようになるのは間違いない。山梨英和学院にお

いても、大学はもちろんのこと、中学校・高等学校において、こ

うした教育革命による「変わらなければならないもの」を柔軟

にかつ素早く取り入れていくことにより（iPad導入はそのよい

例）、生徒・学生に「問題の所在を発見（認識）」させ、「（自分

の意見に固執せずに）課題を解決しようとする強靱な意思と

知力」を涵養することは、中等・高等教育機関を擁する学校

法人の重要な使命である。

　　一方、山梨英和には、「変わってはならないもの」がある。そ

れはあらためて言うまでもなく、「キリスト教信仰を土台とした

人格形成教育」である。いま山梨英和において、三つの幼稚

園から中学校・高等学校、そして、中学校・高等学校から大

学・大学院へと、この建学の理念の「（断続性をも含めた）連

続性」のあり方が問い直されていると感じる。

　　世界的規模で着実に進行しつつある「教育革命」を背景

に、教育機関としての山梨英和が社会からの要請に応えるべ

く、関係者（ステークホルダー）を広く巻き込んだ活発な議論

の展開を期待したい。

　　長年、大学の役割は教育と研究だと考えられてきました。

ところが最近、文部科学省は大学の役割に教育と研究のほ

かに、新たに社会貢献を加えるという大きな変化を行いまし

た。すなわち、大学の機能強化を図るために、大学等が自治

体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・地域貢献

を進め、課題解決に資する様々な人材や情報・技術が集まる、

地域コミュニティの中核的存在になることを大学の役割の一

つとしたのです。これを受けて、本学の社会連携センターでは、

昨年、笛吹市と連携して地域のマップ作りを行ったところ、大

変好評でしたので、今年も継続していきたいと考えています。

また、「ひきこもり」の人を県内の専門機関や本学の心理臨床

センターに繋ぐ活動の準備も進めています。具体的には、

2013年4月現在，ひきこもり地域支援センターは全国39か

所に設置されていますが、山梨県にはなく、その窓口は、社会

福祉士などの専門職がひきこもり支援コーディネーターとし

て対応しているものの、人手が限られておりきめ細かい支援

が難しいのが現状です。そこで、ひきこもりの若者に対して直

接専門的なメンタルケアをするのではなく，自宅に赴いて一

緒にサポステまで行く等，外に出し，しかるべき機関・人につ

なげることを役割とした，実際に動ける人材を派遣する事業

ができればと考えています。また、東日本大震災被災地に山

梨英和大学ではボランティアをすでに5回派遣しています。

先日5月19・20日の派遣にも学生が38名参加し、その体験

自体が学生にとって有益なものになっていますので、これから

も継続していく予定です。図書館主催の中学・高校生への図

書館職場体験も好評で昨年68名、今年は7月19日現在76

名の参加が予定され、さらなる充実した企画となるよう頑張っ

ています。その他、ＹＢＳテレビに本学の佐柳信男先生が司

会をする「子育て日記」という番組が7月から12月まで毎週

放送されます。以上のように、社会連携センターとしてあらゆ

る形で地域への発信や貢献に努めていきたいと考えていま

すので、今後ともご注目下さい。
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　　長年、大学の役割は教育と研究だと考えられてきました。

ところが最近、文部科学省は大学の役割に教育と研究のほ

かに、新たに社会貢献を加えるという大きな変化を行いまし

た。すなわち、大学の機能強化を図るために、大学等が自治

体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・地域貢献

を進め、課題解決に資する様々な人材や情報・技術が集まる、

地域コミュニティの中核的存在になることを大学の役割の一

つとしたのです。これを受けて、本学の社会連携センターでは、

昨年、笛吹市と連携して地域のマップ作りを行ったところ、大

変好評でしたので、今年も継続していきたいと考えています。

また、「ひきこもり」の人を県内の専門機関や本学の心理臨床

センターに繋ぐ活動の準備も進めています。具体的には、

2013年4月現在，ひきこもり地域支援センターは全国39か

所に設置されていますが、山梨県にはなく、その窓口は、社会

福祉士などの専門職がひきこもり支援コーディネーターとし

て対応しているものの、人手が限られておりきめ細かい支援

が難しいのが現状です。そこで、ひきこもりの若者に対して直

接専門的なメンタルケアをするのではなく，自宅に赴いて一

緒にサポステまで行く等，外に出し，しかるべき機関・人につ

なげることを役割とした，実際に動ける人材を派遣する事業

ができればと考えています。また、東日本大震災被災地に山

梨英和大学ではボランティアをすでに5回派遣しています。

先日5月19・20日の派遣にも学生が38名参加し、その体験

自体が学生にとって有益なものになっていますので、これから

も継続していく予定です。図書館主催の中学・高校生への図

書館職場体験も好評で昨年68名、今年は7月19日現在76

名の参加が予定され、さらなる充実した企画となるよう頑張っ

ています。その他、ＹＢＳテレビに本学の佐柳信男先生が司

会をする「子育て日記」という番組が7月から12月まで毎週

放送されます。以上のように、社会連携センターとしてあらゆ

る形で地域への発信や貢献に努めていきたいと考えていま

すので、今後ともご注目下さい。
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地域貢献の新しい「かたち」
学長特別補佐（教学支援・広報担当）・教授 難　波　道　弘

　　いま大学に求められていることは「地域社会への貢献」です。こ

れまでも山梨英和ではメイプルカレッジ、図書館の一般開放、学

生によるボランティア活動など、いろいろな「かたち」で地域社会に

貢献する取り組みを展開しています。

　　大学だからこそできる地域貢献、それは知的財産の創出です。

その取り組みが笛吹市の市民グループ「一宮町を考える会」との協

働による「地域再発見ウォーキングマッププロジェクト」です。たびた

び地元メディアでもとりあげられましたが、本学情報システムコース

の学生が卒業研究の一環としてこのプロジェクトに取り組みました。

自分の足で歩き、いろいろな方の話を聞き、苦心しながらもマップの

完成にこぎつけました。企画力、技術力、表現力など通常の講義だ

けでは得られない多くのものを学生た

ちは身につけることができました。

　　このプロジェクトは新たなステージに

向けてその体制を準備しているところ

です。今後の展開にご注目ください。

「学会賞受賞記念講演」を行って
副学長（社会連携担当）・教授 窪　内　節　子

　　日本学生相談学会から学会賞を授与され、5月20日に琉球大

学で「私の学生相談、これまでとこれから」という題で記念講演を

行いました。その講演内容を簡単に紹介します。私の長年の学生

相談室のカウンセラーとして出会った学生の多くは、青年から大人

へ上手く成長できなかった人達でした。その人達を援助・成長さ

せるためには、カウンセラーとの間で「原初的な気持のむすびつき」

と私が名づけた、言葉の背後にある隠された気持を、母親と乳児

間の通じ合いのように汲み取り合うことの重要性を指摘し、その関

係が最近の授業や集団の場に

「いられない」、「通じない」、「関係

が持てないといった学生との関係

形成にも役立つことを述べたところ、

多くの大学関係者から反響があり

ました。要するに多くの大学で特別

な援助を必要とする学生が増えて

きたということだと思います。

　　今年も6月15日からオープンキャンパスが始まりました。7月から

9月までの開催日には、各方面から専用送迎バスを運行し、11:00

から16:00まで、ゆっくりじっくり山梨英和大学を“感じて”いただくこ

とができます。また、8月3日と10月5日は、大学院オープンキャン

パスも同時開催いたしますので、2014年度から導入する「長期履

修制度」*のご相談も受け付けます。ポスターによるゼミ紹介「ゼミ

カフェ」や、模擬授業、キャンパスツアー、オープン・ラボなど、詳し

いプログラムは、本学ホームページをご覧ください。教職員と学生

スタッフがみなさまのお越しをお待ちしています。

URL　http://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/

　　2014年度の入試に向けた大学案内が完成しました。

　　本学人間文化学部と大学院人間文化研究科（臨床心理

学専攻）の学びの内容や、進路状況、キャリアサポート、キャン

パスライフ、入試制度、奨学金・特待生制度など、在学生・卒

業生・保護者の方々のメッセージと共に山梨英和大学をわか

りやすくご紹介しています。

MacBook Airで変わる大学教育

社会連携センターの活動

学長特別補佐（教学支援・広報担当）・教授 難　波　道　弘

　　中学でiPadを導入したのにつづき、

大学でも２０１３年度から、新入生に１人

１台パソコンを持たせることにしました。

いまの情報化社会に対応するため、１人

１台パソコンやiPadなどのタブレットを

学生に持たせている大学は珍しくあり

ません。パソコンと言ってもいろいろ

な種類がありますが、山梨英和で

はMacBook Airという機種を選びまし

た。この機種にしたのは、いろいろ教育

的、技術的な理由もありますが、大きな理由は「かっこいいから」です。りん

ごマークの下にYAMANASHI EIWAのロゴを白でプリントした新入生の

MacBook Airはとてもスタイリッシュです。さくらホールでMacBook Airを

広げてネットサーフィンを楽しんでいる学生の光景はとても絵になります。

　　多くの大学ではプロが設定した完成形のパソコンを学生に渡してい

ます。理由はそれが楽だからです。しかしそれでは本当に「パソコンを

使える」とはいえない。自分で設定ができて、少々のトラブルは自分で

対応できる、そんな解決力を身につけてほしいということから、山梨英和

大学ではあえて「自分のパソコンを使える状態にする」ところからはじめ

ています。苦労して自分で使えるようにしたパソコンは愛着もわくでしょ

う。そしていま、いろいろな授業でMacBook Airをいかしたスタイルを展

開しはじめています。今後の山梨英和大学の教育にご期待ください。

被造世界恢復ための「祈り＝奉仕」
　　　　　　　　　～東日本復興支援ボランティア活動に参加して～

副学長（学生サービス担当）・教授 荒　井　　　直

　　学生会が企画した宮城県気仙沼でのボランティア活動に学生・教

職員41名が参加しました。参加者は6月21日20時にバスで大学を出

発。およそ12時間をかけて現地に到着、復興支援協会から割り当てら

れた海岸と河口の清掃作業に、他の参加団体と一緒に5時間ほど従

事しました。作業後、帰路に就き22日24時キャンパスで解散しました。

韓国・台湾からの留学生4名、チャペル・センターのピース・フェローズ

5名、初めて参加する1年生10数名、今回がボランティア参加5回目に

なる4年生、教職員3といった多様なメンバーが、学生会長杉山君のも

とに一つになってボランティア作業に当たりました。

　　傷を負った被造世界（そのほんの

一部）を再び美しくする作業に没頭

する同じく被造物である学生たち。そ

の主客未分となって孜孜として作業

に励む姿を見て、この数時間は、聖

書も読まず讃美歌も歌わないとはい

え、ひとつの「祈り・奉仕（prayer, 

service）」なのではないか。そう感じ

ました。学生会の企画実現、学生の

貴重な学びのために、物心両面にわ

たり多大な支援を寄せられた方々に

深く感謝します。

　　社会連携センターでは、図書館業務をはじめメイプルカレッジ、

心理臨床センター、人間文化事業など社会連携に関する業務を

行っています。ぜひご利用ください。

＜図書館＞
＊中学生・高校生対象の職場体験実施

　期　　間　２０１３年７月２４日（水）～８月９日（金）

　場　　所　山梨英和大学附属図書館

＊図書館フェスティバル開催　（学園祭）

　日　　時　２０１３年１１月３日（日）

　内　　容　本探しゲーム＆雑誌無料配布

　場　　所　山梨英和大学附属図書館　

＊図書館を一般開放しています

　　　山梨県に居住または勤務している１６歳以上の方なら利用可

　能です。（身分を証明するものをご持参ください）

　＜メイプルカレッジ＞　
＊「メイプルカレッジ」（公開講座）のご案内

　　　山梨英和大学では語学・資格取得・趣味に活かせる“公開講

　座”と本学の授業を学生と一緒に受講できる“特別開放講義”

　を実施しています。また、今年度より山梨英和学院（園児・生徒・

　学生）の保護者の皆様と教職員には、２割引で受講いただける

　制度を用意しました。どうぞ、ご利用ください。

＜心理臨床センター＞
＊心理臨床センターのご案内

　　　心理臨床センターでは、子育て不安、職場の対人関係の悩

　み、いじめ・不登校など、様々なこころの悩みについてご相談を受

　付しています。ご相談は予約制になっておりますので、電話で

　お申込ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel：０５５－２２２－３０２３

＜人間文化事業＞
＊山梨英和創立１２４周年記念　

　音楽会　オルガ二スト　今井奈緒子

　　　　　　　　ソプラノ歌手　鈴木美紀子

　１７～１８世紀フランスの歌とオルガン曲 コンサート　

　～エレミヤ哀歌を中心に～

　日　　時　２０１３年１０月１１日（金）１８：００

　場　　所　山梨英和大学グリンバンクホール

＊心理臨床センター第４回社会連携セミナー

　講　　師　きたやまおさむ

　日　　時　２０１４年２月１日（土）１８：００

　場　　所　山梨英和大学グリンバンクホール

＜2013県民コミュニティーカレッジ講座＞
　講座名　＜ことば＞の力を見つめなおす

　講　　師　本学教員（渡辺・川島・小菅・石田・李）

　日　　時　２０１３年１０月２日・９日・１６日・２３日・３０日（いずれも水曜日）

　　　　　　　　１８：３０～２０：００

　場　　所　山梨英和大学

＜お問い合わせ＞　
＊詳細については、下記にお問い合わせください
　　社会連携センター　Tel：０５５－２２３－６０３４
　mail : university-extension@yamanashi-eiwa.ac.jp
　HP : http://www.yamanashi-eiwa.ac.jp「TOEIC 550点をめざす！」 「油絵を描こう！」

2013

OPEN CAMPUS
7/20
SAT 11:00▶16:00

8/3
SAT 11:00▶16:00

9/7
SAT 11:00▶16:00

10/5
SAT 14:00▶16:00

8/31
SAT 11:00▶16:00

山梨英和大学を知り尽くそう！
オープンキャンパスのご案内

＊「長期履修制度」について
　　山梨英和大学大学院では、2014年度から長期履修制度を導入

します。看護師、福祉の仕事に携わっている方、学校や塾で教えて

いる方、すでにカウンセリングをされているものの臨床心理士の資格

をお持ちでない方、家庭の事情のためにフルタイムで大学院に2年

間通うことが難しい方など、幅広い分野で活躍されているみなさま

をお待ちしております。

オープンキャンパス／資料請求／各種入試制度についての
お問合せは　山梨英和大学　広報戦略部まで

TEL：（055）223－6022　FAX：（055）223－6025
E-mail : admission-office@yamanashi-eiwa.ac.jp

山梨英和大学の情報が満載！

大学案内
「山梨英和大学CAMPUS GUIDE 2014」
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OPEN CAMPUS
7/20
SAT 11:00▶16:00

8/3
SAT 11:00▶16:00

9/7
SAT 11:00▶16:00

10/5
SAT 14:00▶16:00

8/31
SAT 11:00▶16:00

山梨英和大学を知り尽くそう！
オープンキャンパスのご案内

＊「長期履修制度」について
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お問合せは　山梨英和大学　広報戦略部まで

TEL：（055）223－6022　FAX：（055）223－6025
E-mail : admission-office@yamanashi-eiwa.ac.jp

山梨英和大学の情報が満載！

大学案内
「山梨英和大学CAMPUS GUIDE 2014」
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Super Science High Schoolとは

 S S H研究指定校として認定されました。

　　文部科学省に認定された高等学校等において、先進的な理数教育、大学との共同研究（高大連携・接続）、国際性を育むための

取組、創造性・独創性を高める指導方法、教材の開発等を実施する一方、科学技術振興機構（JST)からは活動推進に必要な支援

（情報・研修・資金）が提供されます。2013年度は全国で201校が指定を受けています。そのうち女子高は約４％で、私立・女子・中

高一貫校でのＳＳＨはどれをとっても山梨県内唯一の認定となります。認定期間は5年間で、継続しての認定も可能です。

山梨英和中学校・高等学校ＳＳＨのめざすものは

高大連携　山梨大学生命環境学部の指導で再生可能エネルギーの測定実験

高大連携　山梨大学生命環境学部見学（6月）

　　「県内唯一のキリスト教主義・女子・中高一貫校であること」

「長い伝統に根ざした英語教育と国際理解教育によって育ま

れたコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力」「女子に

特化した教育と女性特有のきめ細やかな視点」これらを総合的

に生かした「女性環境科学者の育成」にあります。研究指定の

対象となるのは、理数強化クラス（ＩＮＣ）と自然科学同好会で

すが、講演会、ＳＳＨ発表会など全校生徒が参加できる行事も

あります。主な特徴としては

＜「隣人愛」に基づくSSH＞
すべての科学技術や人間の活動はキリスト教信仰の「隣人愛」

に基づき、世界の人々や環境に深く配慮されたものでなければ

ならないと考えます。

＜女子教育＞
創立124年の伝統を持つ女子教育に根ざした、広範でかつ実

践的な理数教育を研究開発し、「観察する力」を育てるハンズ

オン実験を重視します。

＜国際理解教育＞
東日本大震災後、特に重視されている環境問題に対して韓国

・ドイツ・オーストラリアの海外姉妹校と提携した教育の中で積

極的に取り組みます。

＜高大連携＞
山梨大学生命環境学部、東京大学農学生命科学研究科、県

・民間企業の研究機関との連携のもと，理数系分野の研究を

行い、また進路へのモチベーションを高めます。また先駆的な研

究を行っている大学の教員、研究者による講演会を年4回実施

します。

＜ICT教育＞
伝統に根ざした英語教育と国際理解教育、さらに最新のICT

教育により培われたプレゼンテーション能力、コミュ二ケーショ

ン能力を活用し「伝える力」を身につけます。

＜国内研修＞
夏休みには国内研修（高1）として、岐阜県のスーパーカミオカ

ンデとその周辺の環境関連施設を見学し、最先端の研究者と

研究現場に触れる機会を持ちます。

＜海外研修＞
現在行われているカナダ研修（３週間）を継続しつつ、韓国の梨

花女子高等学校、オーストラリアのメントンガールズグラマース

クール、ドイツのシュテッテン・ギムナジウムの三姉妹校との連携

を深め、特に環境先進国といわれるドイツへはSSH海外研修旅

行（高2）を計画しています。

＜ＳＳＨ特設科目＞
「Science in English I・II」はネイティブ・スピーカーとのティー

ムティーチングにより理科の授業を生きた英語で学び、国際的

に活躍できる生徒を育てます。

「ＳＳＨⅠ・Ⅱ」 は科学分野の課題研究を行ないます。生徒たち

が自ら実験方法を探り、結論を導き出し、その成果を発表しま

す。研究テーマを見つけるため、山梨大学の研究室の見学や

全国ＳＳＨ研究発表会にも参加します。

高大連携　山梨大学生命環境学部見学（6月） 自然科学同好会のメンバー（県立科学館）

5月の連休のイベント　ソーラークッカーの実演
（県立科学館）

ソーラークッカーで作った目玉焼き（県立科学館）

Science in English　の授業

Science in English　の授業

＜理科・数学の授業改編＞
通常の理科・数学の授業はそれぞれ、「ＳＳＨ化学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

「ＳＳＨ生物Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「ＳＳＨ物理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「ＳＳＨ数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

に改編し、学習指導要領にはない発展的内容、独自の授業

方法・実験などを取り入れて、深く幅広い授業を展開してい

きます。

＜中学での取り組み＞
中高一貫校でのみ可能な中学からのジュニアプログラムを展開

します。SS実験基礎技術（中1）、山梨県立科学館見学（中1）、

自由研究（中2）、キャリアスタディ（中2・3）、SS課題研究（中3）、

職場体験（中3）、化学グランプリ準備講座開始、Science 

English（理科授業）海外ボランティア研修（希望者）（中1～中3）、

特別実験理科（課外）（中1～中3）
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山梨英和幼稚園

『製作コーナー』

　　幼稚園の園庭には四季折々の花々が咲き、それらを使っての製作活動

も楽しんでいます。押し花にしてためておいたものを“しおり”にしたり、バラ

の花びらを乾燥させて“ポプリ”にしたり、保育参加の日には親子で作るこ

とも楽しそうでした。年長児の中には、作ったしおりを自分の聖書にはさん

でいる子どもたちもいます。あらかじめ計画していたことに加え、いろいろな

活動がその時で終わってしまうのではなく、継続し発展し、また違った形

で子どもたちの貴重な体験になっています。今この時、子どもたちに何が

必要なのか、どんな経験をして欲しいのかをこれからも教師間で考えてい

きたいと思います。

『雨の日でも』

　年間を通して“探検の日（園外での活動日）”があります。公園、花畑、森

林の中、山登りなど、その場所ごとに子どもたちの逞しさや探究心、また年

下の友だちへの思いやりや自然への関心も、大きく深くなっていく時です。雨の日にはレインコートを着て散歩に出かけます。ポツ

ポツ、ピチピチ、パチパチ、ザーザーなど、雨の音の表現は様々で、子どもたちは自分のことばで雨を表現していました。この日は、近

くにある幼稚園の畑に行きました。暑さの中でも水やりを続けていますが、今日は恵みの雨です。「カボチャの花がさいているよ。」「こ

のキュウリ、もう食べられるね。」など子どもたちの声が聞こえていました。野菜を苦手だった子どもたちは、自分たちで育てた野菜と

いうこともあり、食べることができるようにもなりました。自然の恵み、

神さまからのたくさんの恵みを四季折々の活動で知り、感謝して生

活しています。

韮崎英和幼稚園

『夏ならではの遊び』

　　水遊び・泥んこ遊びが大好きな子ども達、初夏を迎えた５月ごろから園庭に元気な

声が響き合っていました。今年は特に“ピカピカのどろだんご”や、砂場で“100島”と

子ども達が命名した島や川作りが盛り上がっていました。砂・土・泥・水の感触を、手

や足や全身を使って気持ちよさそうに遊ぶ子ども達の笑顔が、生き生きと「生きる」

気持ちそのもののように感じとれました。６月後半からは園舎２階のプールでの水遊

びも始まりました。降りそそぐ太陽の日差しも、神さまからの恵みです。今年の夏も感

謝とともに。　　

『主の祈り』

　　「神さまの“み国”ってどこにあると思う？」礼拝の中で教師が子ども達に問いました。「おそら！」「てん！」「くものうえ！」と、子ども達。

「でもね、神さまのみ国は“ここ”。私達が過ごしている、ここが、神さまのみ国なんです！」との言葉に、「え～！」「すご～い！」と、とても

嬉しい気持ちに包まれました。

　　韮崎英和幼稚園の子ども達は毎日の生活の中で、自然

と神さまの存在に気づき、祈りを捧げています。日々のお祈

りや、食事の前のお祈りも子ども達や教師と一緒に少しずつ

自分の言葉でお祈りしています。しかし今年は、そんな祈り

の中でも、イエスさまが私達にこう祈りなさいと教えて下さっ

た言葉、「主の祈り」を覚えることにしました。祈りの意味を毎

日少しずつ礼拝で聞き、覚えていきます。まだ、言葉として

ではなく、音として覚えている子どももいますが、でもきっと

生きていくなかで、その音と意味がつながり、ひとりの人とし

て生きる土台になってゆくと信じます。神さまとともに、今日

も一緒にお祈りをして過ごしています。

石和英和幼稚園

『花の日』

　　2013年4月より〝認定こども園石和英和幼稚園″としての歩みがはじまりました。1歳児から5歳児までの子ども達が、神さまから

の豊かな祝福を受けて元気いっぱい活動しております。年間を通して様々な行事が計画されている中に「花の日」があります。保

育部も幼稚園部も礼拝を守り、老人施設・警察署・消防署・市役所・駅・教会を訪問しました。「♪この花のように美しい心を　神さ

まください　小さなわたしにも～」と心を込めて讃美歌をうたう子ども達に喜びの心を感じさせられる花の日となりました。

『実体験を通して学ぶ食育』

　　石和英和幼稚園では、食育活動の一環として、子ども達が園の畑で野

菜や米を育てたり、味噌作りを行ったりしております。野菜は季節毎に収穫

し、おやつに食べたりスープランチの具として使ったりします。スープランチの

日は、富士給食の調理士さんにご指導頂き、収穫した野菜を包丁で切る

などして子ども達もスープ作りに参加します。また、味噌作りでは大豆をつ

ぶし麹や塩をまぜて味噌団子にしてから大きな桶に仕込む作業を皆で力

を合わせて行います。この手作り味噌も夏を越したら味噌汁や豚汁にした

り、お菓子作りに使ったりして楽しく味わいます。便利にきれいに加工され

たものがお店に並べられ、様々な野菜や果物など季節に関係なく1年を通

して何でも手に入るようになった昨今、子ども達が食材そのものの味を知ら

ないと危惧されています。さらに、核家族化が進む中、家族が大勢で食卓

を囲む機会が減ったことで日本の食文化の伝承が難しくなっていると言わ

れています。幼児教育の中で「食育」の推進が求められている今、石和英

和幼稚園では、土を耕すところから味わうところまで、子ども達は実体験を

通して食することの喜びを感じる経験を大事にしております。自分達の育

てた野菜が大きくなった事を喜び、実際料理することで食材の特性を知り、

味覚も磨かれます。そして何より神さまからの恵みを感じ心から感謝する気

持ちが育っていることをうれしく思います。

縦割りクラスでの礼拝

幼稚園の花 を々使っての製作

幼稚園の畑にて

花の日

味噌作り

青空の下で、プール
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山梨英和幼稚園
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　　去る５月１８日に総会がもたれ、今年度の活動が始まりまし

た。総会では、昨年度の事業報告・決算承認、今年度の計

画・予算承認のほか、同窓会規約第６条「役員資格」の一部

改定が承認されました。役員資格については、内規で「３名の

副会長のうち２名はキリスト教信徒」とされていました。有能

な方々に広く活躍して頂くた

めに「副会長３名のうち２名は

必ずしもキリスト教信徒でな

くてもよい」と条件を広げ、規

約に謳うことか決定されまし

た。二部の礼拝では１９８６年

卒業で母校宗教主任の宍

戸尚子さんに「神の神殿」と

題して奨励をして頂き、三部

懇親会では１９８０年母校中

学入学のち宝塚歌劇団雪組で活躍された朱未知留さんの

美しい歌声に魅了されながら、楽しい交わりの一日を感謝の

うちに終了しました。

　　今年度も各部は同窓生の教養と親睦のために、また母校

支援のために種々の取り組みをして参ります。更に今年度は

「歴史をたどる会」が『礎の時を生きてVol.２』を発刊予定で

す。母校の建学の精神を受け継いで私達を豊かに導いてく

ださった懐かしい先生方の生き様を中心に編まれます。ご期

待下さい。

　　現在の社会には、経済・福祉・子育て・平和等々の多くの

問題があります。その中にあって母校で学んだキリストの教え

を土台にそれぞれの場で与えられた力を発揮してよりよい社

会のために努めて参りましょう。

　　最後に母校は厳しい状況の中、新しい取り組みを次々に実

施し県下唯一のキリスト教学校として豊かな教育を行ってい

ます。このすばらしい教育を多くの方々に受けてほしいと願っ

ています。母校のために皆様の祈りと応援、種々のご協力を是

非お願い致します。

中　学　・　高　校

2013年度総会を終えて：母校の教えを礎に

2013年度活動計画
定期総会
花の日
親睦バス旅行
東京支部総会
学園祭参加
秋の集い
バザー
クリスマス
新入会員受入式
クラス委員会
同窓通信　105号　106号　107号発行
定例役員会月一回、各部会・総会準備会等年数回

5月18日（土）
5月27日（月）
6月18日（火）
6月22日（土）
6月29日（土）
10月3日（木）
11月7日（木）
12月5日（木）
1月
7月　11月　3月

　　大学の同窓会による本年度の活動は、4月2日の大学入学

式終了後の御父兄の方々への湯茶の接待から始まりました。今

年は大学の後援会からも協賛頂き、美味しい菓子等も沢山準

備させて頂きました。御父兄の中には海外からの方 も々おいで

になり、私共の持て成しに驚かれると同時に大変喜ばれ、歓迎

の気持ちを受け取って下さっ

たことを実感し、改めて母校

に関わらせて頂いている喜び

を感じました。

　　現在山梨英和短大、大学

の同窓生数は13,704名とい

う大所帯となり、同窓生1人1

人に母校の様子等をしっかり

発信していかねばと、身が引

き締まる思いでおります。また

同窓会最大のイベントである定期総会は、ここ数年大学のキャ

ンパスをお借りして開催しておりますが、還暦を迎えられる先輩

方が中心となって独自の心のこもった懇親会を計画して下さっ

ています。この先輩方同様に英和教育を受けた同窓生の皆様

には、その時々の興味深い企画や、先輩後輩を越えた同窓生

の意見交換の場としてきっと有意義な時間を共有して頂けると

思います。

　　今年山梨英和学院は124周年を迎えました。同窓会としても

英和で培った『敬神、愛人、自修』の精神を念頭に母校を支え

同窓生個々を勇

気付けられる同窓

会を目指します。

同窓生の皆様の

母校への更なるご

支援を宜しくお願

い致します。

　　現在同窓会事

務局では御結婚

される同窓生への

祝電サービスを行

っています。ホー

ムページを確認の

上、お申込み下さ

い。

　　太平洋戦争の頃、日本は軍国主義の国家でした。山梨英和

はキリスト教という敵国宗教を奉じる学校であるとして、格好の標

的とされました。様々な圧力が加えられ、ついには、キリスト教を捨

てるか、廃校にするかの選択が迫られました。それはまさに踏み

絵でした。

　　「だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向け」（マタイ

５：３９）、「打つ者に頬を向け」る状態でした。しかし今どうでしょう

か。あの頃権勢をふるっていた軍事政権は跡形もなく消え、山梨

英和は創立124周年を迎えています。「主は、決してあなたをいつ

までも捨て置かれはしない」ことに信頼を置き、「主を待ち望む」

（哀歌３：２４）、すなわち、時が満ちるのをじっと待つ、そうした生き

方も強さであることを歴史は示しています。戦後、山梨英和を見

事に復興させた原動力には、カナダ・メソジスト教会による手厚い

援助、戦時中の苦難の中にあっても、山梨英和の味方となり、熱

心に支え続けた山梨県民の力、そして教職員、生徒の努力はもち

ろんですが、どのような時にあっても消えることなく、心に燃やし続

けた山梨英和のキリスト教信仰があったことを覚えずにはいられま

せん。　　　　　　　　　　　　　　　　　(山梨英和大学宗教主任　深津容伸)

　　山梨英和学院前理事長、幸田三郎先生には、２０１２年１１月

１３日(火)にご召天されました。

　　追悼礼拝は２０１３年２月２０日(木)に、経堂緑岡教会礼拝堂

で行われました。

　　生前、幸田先生には、本学院の大学設置、大学院設置等

多大なご尽力をいただきました。謹んで哀悼の意を表します。

大　学　・　短　大

大学同窓会として母校に関われる喜び
『赤毛のアン』翻訳者、

村岡花子さんの半生がドラマ化

　　山梨英和学院前院長、山梨英和大学前学長、木田献一

先生には、２０１３年４月１４日(日)に８２歳をもってご召天されま

した。告別式は２０１３年４月１８日(木)、日本基督教団渋谷教

会で行われました。

　　１９９８年、山梨英和短期大学学長に就任、２００２年から２０１０

年３月まで大学学長、１９９９年から２０１１年９月まで院長、韮崎・

石和英和幼稚園長を歴任され、学院のために多大なご尽力

をいただきました。謹んで哀悼の意を表します。

　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお

過ごしでしょうか。Maple Newsは今号からリニューアルとなり、関

係者皆さまのご協力のもと完成し、発行することが出来ました。こ

の場を借りて、感謝申し上げます。これからも、特色ある山梨英和

の魅力についてお伝えしていきます。　　　　　　　　(編集担当　藤原)

「個人情報の保護に関するお知らせ」
　　2005年4月から「個人情報の保護に関する法律」が施行されま

した。山梨英和学院は、同法、文部科学省の指針等を遵守し、収

集した情報を厳重に管理します。なお、学生・生徒・園児の表情

やキャンパス等の様子を紙面で伝えるために、行事等の写真を掲

載することをご理解くださいますようにお願い申し上げます。

　　山梨で安中

家の長女として

生まれ、1914

(大正3)年から

５年間、山梨英

和女学院で英語

教師として勤め、

その後モンゴメ

リー『赤毛のア

ン』や数々の外

国文学の翻訳

を手掛けた村

岡花子さんの

半生が、NHK

朝の連続テレビ

小説のヒロイン

として取り上げ

られます。

　　村岡さん役

を女優の吉高由里子さん。放送は2014年3月31日スター

トです。

2013年度活動計画

「打つ者に頬を向けよ・・・
主は、決してあなたをいつまでも捨て置かればしない」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哀歌3章30,31節

聖書のことば

総会案内状、親睦旅行案内状発送
入学式出席・保護者湯茶接待
第１回　定例役員会
歴代会長会・クラス委員会
第2回　 定例役員会
第３７回  同窓会定期総会（大学内）
親睦バス旅行
　（軽井沢散策・ランチとショッピング）
第3回　定例役員会
第4回　定例役員会
第5回　定例役員会
第6回　定例役員会
第７回　定例役員会
会報｢かえで｣発送
紅楓祭ブース参加
クリスマスツリー点火祭出席
第8回　定例役員会

4月2日（火）

4月12日（金）
4月16日（火）
5月
5月11日（土）
5月29日（水）

6月
7月
9月
10月
11月

12月

2014年度活動計画
第9回　　定例役員会
第１０回　定例役員会
新入会員受け入れ式
卒業式出席
第１１回　定例役員会

1月
2月
3月

同窓会事務局は、月・木（午前10時から午後4時）に開いています。
電話・FAX 055-253-7991
Eメールアドレス　eiwadosojsh@yahoo.co.jp

同窓会事務局は、火・金（午前10時から午後3時）に開いております。
電話・FAX 055-231-2299
Eメールアドレス　eiwadoso@ruby.plala.or.jp

大　学

主な行事予定（2013年7月～2014年3月）

☆紅楓祭
☆クリスマスツリー点火祭
☆クリスマス礼拝
☆卒業礼拝
☆卒業式 (学位授与式)

１１月２日(土)～３日(日)
１１月２６日(火)
１２月２０日(金)
３月１３日(木)
３月１４日(金)

中学・高校

☆IECオーストラリア研修
☆スポーツデー
☆グリンバンク杯
☆全校修養会
☆クリスマスツリー点火式
☆クリスマス礼拝
☆英語劇発表会
☆卒業礼拝
☆高校卒業式
☆高校１年修学旅行
☆中学卒業式

７月２２日(月)～９月４日(水)
１０月１８日(金)
１１月２０日(水)
１１月２１日(木)
１１月２２日(金)
１２月２３日(月)
１月２４日(金)
２月２８日(金)
３月１日(土)

３月３日(月)～７日(金)
３月１７日(月)

法人本部

☆山梨英和学院教職員クリスマス礼拝
☆山梨英和創立１２４周年記念パイプオルガンリサイタル

１１月３０日(土)

幼稚園

☆祖父母招待会
 
 
☆運動会
 
 
☆クリスマス礼拝
 
 
☆もちつき会
 
☆たのしい会
 
☆こひつじパーティー
☆卒園式

山梨
韮崎
石和
山梨
韮崎
石和
山梨
韮崎
石和
韮崎
石和
山梨
韮崎
石和
山梨
韮崎
石和

９月１２日(木)
９月１８日(水)
９月１３日(金)
１０月１２日(土)
１０月１４日(月)
１０月１２日(土)
１２月１９日(木)
１２月１８日(水)
１２月２１日(土)
１月１７日(金)
１月１８日(土)
２月２０日(木)
２月１９日(水)
２月２１日(金)
３月２０日(木)
３月２１日(金)
３月２２日(土)
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　　去る５月１８日に総会がもたれ、今年度の活動が始まりまし

た。総会では、昨年度の事業報告・決算承認、今年度の計

画・予算承認のほか、同窓会規約第６条「役員資格」の一部

改定が承認されました。役員資格については、内規で「３名の

副会長のうち２名はキリスト教信徒」とされていました。有能

な方々に広く活躍して頂くた

めに「副会長３名のうち２名は

必ずしもキリスト教信徒でな

くてもよい」と条件を広げ、規

約に謳うことか決定されまし

た。二部の礼拝では１９８６年

卒業で母校宗教主任の宍

戸尚子さんに「神の神殿」と

題して奨励をして頂き、三部

懇親会では１９８０年母校中

学入学のち宝塚歌劇団雪組で活躍された朱未知留さんの

美しい歌声に魅了されながら、楽しい交わりの一日を感謝の

うちに終了しました。

　　今年度も各部は同窓生の教養と親睦のために、また母校

支援のために種々の取り組みをして参ります。更に今年度は

「歴史をたどる会」が『礎の時を生きてVol.２』を発刊予定で

す。母校の建学の精神を受け継いで私達を豊かに導いてく

ださった懐かしい先生方の生き様を中心に編まれます。ご期

待下さい。

　　現在の社会には、経済・福祉・子育て・平和等々の多くの

問題があります。その中にあって母校で学んだキリストの教え

を土台にそれぞれの場で与えられた力を発揮してよりよい社

会のために努めて参りましょう。

　　最後に母校は厳しい状況の中、新しい取り組みを次々に実

施し県下唯一のキリスト教学校として豊かな教育を行ってい

ます。このすばらしい教育を多くの方々に受けてほしいと願っ

ています。母校のために皆様の祈りと応援、種々のご協力を是

非お願い致します。

中　学　・　高　校

2013年度総会を終えて：母校の教えを礎に

2013年度活動計画
定期総会
花の日
親睦バス旅行
東京支部総会
学園祭参加
秋の集い
バザー
クリスマス
新入会員受入式
クラス委員会
同窓通信　105号　106号　107号発行
定例役員会月一回、各部会・総会準備会等年数回

5月18日（土）
5月27日（月）
6月18日（火）
6月22日（土）
6月29日（土）
10月3日（木）
11月7日（木）
12月5日（木）
1月
7月　11月　3月

　　大学の同窓会による本年度の活動は、4月2日の大学入学

式終了後の御父兄の方々への湯茶の接待から始まりました。今

年は大学の後援会からも協賛頂き、美味しい菓子等も沢山準

備させて頂きました。御父兄の中には海外からの方 も々おいで

になり、私共の持て成しに驚かれると同時に大変喜ばれ、歓迎

の気持ちを受け取って下さっ

たことを実感し、改めて母校

に関わらせて頂いている喜び

を感じました。

　　現在山梨英和短大、大学

の同窓生数は13,704名とい

う大所帯となり、同窓生1人1

人に母校の様子等をしっかり

発信していかねばと、身が引

き締まる思いでおります。また

同窓会最大のイベントである定期総会は、ここ数年大学のキャ

ンパスをお借りして開催しておりますが、還暦を迎えられる先輩

方が中心となって独自の心のこもった懇親会を計画して下さっ

ています。この先輩方同様に英和教育を受けた同窓生の皆様

には、その時々の興味深い企画や、先輩後輩を越えた同窓生

の意見交換の場としてきっと有意義な時間を共有して頂けると

思います。

　　今年山梨英和学院は124周年を迎えました。同窓会としても

英和で培った『敬神、愛人、自修』の精神を念頭に母校を支え

同窓生個々を勇

気付けられる同窓

会を目指します。

同窓生の皆様の

母校への更なるご

支援を宜しくお願

い致します。

　　現在同窓会事

務局では御結婚

される同窓生への

祝電サービスを行

っています。ホー

ムページを確認の

上、お申込み下さ

い。

　　太平洋戦争の頃、日本は軍国主義の国家でした。山梨英和

はキリスト教という敵国宗教を奉じる学校であるとして、格好の標

的とされました。様々な圧力が加えられ、ついには、キリスト教を捨

てるか、廃校にするかの選択が迫られました。それはまさに踏み

絵でした。

　　「だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向け」（マタイ

５：３９）、「打つ者に頬を向け」る状態でした。しかし今どうでしょう

か。あの頃権勢をふるっていた軍事政権は跡形もなく消え、山梨

英和は創立124周年を迎えています。「主は、決してあなたをいつ

までも捨て置かれはしない」ことに信頼を置き、「主を待ち望む」

（哀歌３：２４）、すなわち、時が満ちるのをじっと待つ、そうした生き

方も強さであることを歴史は示しています。戦後、山梨英和を見

事に復興させた原動力には、カナダ・メソジスト教会による手厚い

援助、戦時中の苦難の中にあっても、山梨英和の味方となり、熱

心に支え続けた山梨県民の力、そして教職員、生徒の努力はもち

ろんですが、どのような時にあっても消えることなく、心に燃やし続

けた山梨英和のキリスト教信仰があったことを覚えずにはいられま

せん。　　　　　　　　　　　　　　　　　(山梨英和大学宗教主任　深津容伸)

　　山梨英和学院前理事長、幸田三郎先生には、２０１２年１１月

１３日(火)にご召天されました。

　　追悼礼拝は２０１３年２月２０日(木)に、経堂緑岡教会礼拝堂

で行われました。

　　生前、幸田先生には、本学院の大学設置、大学院設置等

多大なご尽力をいただきました。謹んで哀悼の意を表します。

大　学　・　短　大

大学同窓会として母校に関われる喜び
『赤毛のアン』翻訳者、

村岡花子さんの半生がドラマ化

　　山梨英和学院前院長、山梨英和大学前学長、木田献一

先生には、２０１３年４月１４日(日)に８２歳をもってご召天されま

した。告別式は２０１３年４月１８日(木)、日本基督教団渋谷教

会で行われました。

　　１９９８年、山梨英和短期大学学長に就任、２００２年から２０１０

年３月まで大学学長、１９９９年から２０１１年９月まで院長、韮崎・

石和英和幼稚園長を歴任され、学院のために多大なご尽力

をいただきました。謹んで哀悼の意を表します。

　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお

過ごしでしょうか。Maple Newsは今号からリニューアルとなり、関

係者皆さまのご協力のもと完成し、発行することが出来ました。こ

の場を借りて、感謝申し上げます。これからも、特色ある山梨英和

の魅力についてお伝えしていきます。　　　　　　　　(編集担当　藤原)

「個人情報の保護に関するお知らせ」
　　2005年4月から「個人情報の保護に関する法律」が施行されま

した。山梨英和学院は、同法、文部科学省の指針等を遵守し、収

集した情報を厳重に管理します。なお、学生・生徒・園児の表情

やキャンパス等の様子を紙面で伝えるために、行事等の写真を掲

載することをご理解くださいますようにお願い申し上げます。

　　山梨で安中

家の長女として

生まれ、1914

(大正3)年から

５年間、山梨英

和女学院で英語

教師として勤め、

その後モンゴメ

リー『赤毛のア

ン』や数々の外

国文学の翻訳

を手掛けた村

岡花子さんの

半生が、NHK

朝の連続テレビ

小説のヒロイン

として取り上げ

られます。

　　村岡さん役

を女優の吉高由里子さん。放送は2014年3月31日スター

トです。

2013年度活動計画

「打つ者に頬を向けよ・・・
主は、決してあなたをいつまでも捨て置かればしない」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哀歌3章30,31節

聖書のことば

総会案内状、親睦旅行案内状発送
入学式出席・保護者湯茶接待
第１回　定例役員会
歴代会長会・クラス委員会
第2回　 定例役員会
第３７回  同窓会定期総会（大学内）
親睦バス旅行
　（軽井沢散策・ランチとショッピング）
第3回　定例役員会
第4回　定例役員会
第5回　定例役員会
第6回　定例役員会
第７回　定例役員会
会報｢かえで｣発送
紅楓祭ブース参加
クリスマスツリー点火祭出席
第8回　定例役員会

4月2日（火）

4月12日（金）
4月16日（火）
5月
5月11日（土）
5月29日（水）

6月
7月
9月
10月
11月

12月

2014年度活動計画
第9回　　定例役員会
第１０回　定例役員会
新入会員受け入れ式
卒業式出席
第１１回　定例役員会

1月
2月
3月

同窓会事務局は、月・木（午前10時から午後4時）に開いています。
電話・FAX 055-253-7991
Eメールアドレス　eiwadosojsh@yahoo.co.jp

同窓会事務局は、火・金（午前10時から午後3時）に開いております。
電話・FAX 055-231-2299
Eメールアドレス　eiwadoso@ruby.plala.or.jp

大　学

主な行事予定（2013年7月～2014年3月）

☆紅楓祭
☆クリスマスツリー点火祭
☆クリスマス礼拝
☆卒業礼拝
☆卒業式 (学位授与式)

１１月２日(土)～３日(日)
１１月２６日(火)
１２月２０日(金)
３月１３日(木)
３月１４日(金)

中学・高校

☆IECオーストラリア研修
☆スポーツデー
☆グリンバンク杯
☆全校修養会
☆クリスマスツリー点火式
☆クリスマス礼拝
☆英語劇発表会
☆卒業礼拝
☆高校卒業式
☆高校１年修学旅行
☆中学卒業式

７月２２日(月)～９月４日(水)
１０月１８日(金)
１１月２０日(水)
１１月２１日(木)
１１月２２日(金)
１２月２３日(月)
１月２４日(金)
２月２８日(金)
３月１日(土)

３月３日(月)～７日(金)
３月１７日(月)

法人本部

☆山梨英和学院教職員クリスマス礼拝
☆山梨英和創立１２４周年記念パイプオルガンリサイタル

１１月３０日(土)

幼稚園

☆祖父母招待会
 
 
☆運動会
 
 
☆クリスマス礼拝
 
 
☆もちつき会
 
☆たのしい会
 
☆こひつじパーティー
☆卒園式

山梨
韮崎
石和
山梨
韮崎
石和
山梨
韮崎
石和
韮崎
石和
山梨
韮崎
石和
山梨
韮崎
石和

９月１２日(木)
９月１８日(水)
９月１３日(金)
１０月１２日(土)
１０月１４日(月)
１０月１２日(土)
１２月１９日(木)
１２月１８日(水)
１２月２１日(土)
１月１７日(金)
１月１８日(土)
２月２０日(木)
２月１９日(水)
２月２１日(金)
３月２０日(木)
３月２１日(金)
３月２２日(土) 　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお　　　　　　　夏本番になりました。連日猛暑が続きますが、いかがお
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2014 年度大学・高校・中学入試要項及び幼稚園入園要項

NO 入　　試　　制　　度 出　　願　　期　　間 試　　験　　日 合　格　発　表 手　　続　　期　　間

1 大学院入学試験（内部特別）   5月  7日（火）～  5月15日（水）   5月23日（木）   5月27日（月）   5月28日（火）～  6月  7日（金）

2
AO入試（Ⅰ期 ）

  9月  2日（月）～  9月11日（水）   9月18日（水）   9月24日（火）   9月25日（水）～10月11日（金）
大学院入学試験（Ⅰ期）

3 AO入試（Ⅱ期）   9月25日（水）～10月  2日（水） 10月  5日（土） 10月  9日（水） 10月10日（木）～10月24日（木）

4

AO入試（Ⅲ期）   

11月  9日（土） 11月13日（水） 11月14日（木）～11月29日（金）

指定校制推薦入学試験

 10月29日（火）～11月  6日（水）
山梨英和高等学校特別推薦入学（Ⅰ期） 

公募制推薦入学試験（併願可）

3年次編入学・転入学・学士入学試験（社会人
を含む）Ⅰ期

2年次転入学試験Ⅰ期（社会人を含む）

社会人特別選抜Ⅰ期

帰国子女特別選抜

私費外国人留学生編入学試験Ⅰ期
10月21日（月）～11月  1日（金）

私費外国人留学生特別選抜Ⅰ期

5 AO入試（Ⅳ期）・（山梨英和高等学校） 11月28日（木）～12月  4日（水） 12月  7日（土） 12月10日（火） 12月11日（水）～12月19日（木）

6

一般入学A日程試験（特待生選考含む）

  1月
 
7日（火）～  1月21日（火）   1月30日（木）   2月  4日（火）   2月  5日（水）～  2月14日（金）山梨英和高等学校特別推薦入学（Ⅱ期） 

AO入試（Ⅴ期）   

7

一般入学B日程試験

  2月  7日（金）～  2月17日（月）

  2月21日（金）   2月25日（火）   2月26日（水）～  3月  7日（金）

3年次編入学・転入学・学士入学試験（社会人
を含む）Ⅱ期

2年次転入学試験Ⅱ期（社会人を含む）

社会人特別選抜Ⅱ期

私費外国人留学生編入学試験Ⅱ期

  2月  7日（金）～  2月14日（金）
私費外国人留学生特別選抜Ⅱ期

AO入試（Ⅵ期） 

大学院入学試験（Ⅱ期）

8 センター試験利用入試（Ⅰ期）   1月  7日（火）～  2月  3日（月） 個別試験なし   2月  7日（金）   2月   10日（月）～  2月21日（金）
9 センター試験利用入試（Ⅱ期）   2月  4日（火）～  2月18日（火） 個別試験なし   2月21日（金）   2月24日（月）～  3月10日（月）

10 センター試験利用入試（Ⅲ期）   2月 19日（水）～  3月12日（水） 個別試験なし   3月18日（火）   3月20日（木）～  3月28日（金）

12月  2日（月）～  13日（金）

12月  2日（月）～  13日（金）

  1月14日（火）～  24日（金）

11 センター試験利用入試（Ⅳ期）   3月 13日（木）～  3月24日（月） 個別試験なし   3月26日（水）   3月27日（木）～  3月31日（月）

＜大　　学＞

＜高等学校・中学校＞

山梨英和幼稚園 韮崎英和幼稚園
石和英和幼稚園

幼　稚　園 保　育　部

募 集 人 員

3年保育　　  60名 3年保育　　  30名 3年保育　40名

1.2歳児保育 30名2年保育　　  30名 2年保育　　  10名 2年保育　10名

1年保育　　若干名 1年保育　　若干名 1年保育　若干名

＜幼 稚  園＞

中　　学　　校

高　　等　　学　　校

入　試　区　分 出　願　期　間

  1月11日（土）

  1月11日（土）

  1月25日（土）

試　験　日

作文・面接

（必須）国語・算数Ａ・面接（選択）算数Ｂまたは英語

国語・算数・面接

試　験　科　目

自己推薦入試

専　願　入　試

一　般　入　試

12月16日（月）～  26日（木）

  1月20日（月）～2月  5日（水）

  1月11日（土）

  2月  8日（土）

作文・面接

国語・数学・英語・面接

※スカラシップ選考は出願時の申請者

※スカラシップ選考は受験者全員が対象

推　薦　入　試

一　般　入　試

(スカラシップ選考)

(スカラシップ選考)

詳しくは、入試広報部にお問い合わせください。
ホームページ  http://ｗｗｗ.yamanashi-eiwa.ac.jp/jsh/
〒400-8507　甲府市愛宕町112　　TEL.０５５－２５４－１５９０(入試広報部直通)　FAX.０５５－２５２－６４４９

中学受験に向けて

高校受験に向けて

8月22日（木）ナイト学校説明会(18：30～)

7月27日（土）オープンキャンパス(9：30～)

8月22日（木）ナイト学校説明会(18：30～)

10月5日（土）学校説明会(14：00～)

11月16日（土）
入試説明会(9：30～)

12月7日（土）

9月  7日（土）ＥＩＷＡ　ＤＡＹ(9：30～)

9月23日（月・祝）
入試説明会(10：00～)

10月5日（土）
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