
　　

　秀光は私にとって、銀行員から教員へ転職して初めての担
任かつ教員としての人生をスタートさせた思い出の場所で
す。現在では、私もすでに教員生活の方が長くなりましたが、
今も教員としての人生を送ることができるのは、秀光で教壇
に立つ機会をいただいた加藤雄彦校長先生のご英断のおかげ
と感謝をしております。
　そんな私の秀光初年度の思い出を１つだけ挙げるならば、
私の担任としての初仕事が、入学式で担任生徒 S 君の鼻血
を拭くことだったことです。それまで、大人ばかりを相手に
してきて気づきませんでしたが、子供とはいろいろとやるも
のだと新鮮な驚きを持ちました。その後、一期生である彼ら
にはあれもこれもと思いつく行事や取り組みをほとんど実施
し、楽しい日々でした。特に３年の時のユーロスクールでも
彼らの起こした事件（？）をあげたら枚挙に暇がありません。
そんな彼らもすでに三十路を迎えたと思うと月日の経過を感
じます。今は小学生と毎日接していますが、小さな子供たち
も様々なプロセスで成長していくことに思いを馳せると教員
としての幸せを感じる日々です。

＊下平孝富先生は第１期生の学級担任をされ、生活向上部長も務められ
ました。

秀光 初年度の思い出
元秀光中等教育学校教員　下平  孝富

  あのころ あのとき

   It has been 40 years since Sendai Ikuei Gakuen Middle School 
closed, and this year we are proud to see it re-open, brand new and 
definitely improved as Shukoh Middle School.  We have 37 boys and 
29 girls studying at the South Wing of the Tagajo Campus.
   Having basically started from scratch, we were able to design a 
curriculum that is truly unique in Japan.  The main focuses of study 
at Shukoh are on music, language, and computers; while at the same 
time, giving the students the tools to meet the requirements of the 
difficult entrance exams of Japan's top universities.
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Expansion of Excellence
　ー Shukoh Middle School

1996/1997
同級生とは家族のような
付き合いが今でも続いています。

初代生徒会長　１期生　佐藤 清香（旧姓　伊藤）

　開校 20 周年本当におめでとうございます。
　私は第１期に生徒会長をしておりました。
　すでに 20 年近く前のことになりますが、入学したのがつい
昨日のように思い出されます。１期生として入学した当時は、
先生方や保護者の方々が学校づくりに熱心で、試行錯誤をし
ながらも様々な経験をさせていただき、心から感謝しており
ます。
　多感な時期に６年間を一緒に過ごした同級生とは、強い絆
ができました。今も家族のような付き合いが続いており、大
切な存在です。
　学校を築く貴重な体験は自信にもつながり、今現在の私を
形作ってくれたと思っています。
　この学校を選んだこと、卒業生であることをこれからも誇
りにしていきたいです。

KEYAKI Family

■秀光中学校１期生入学

★ 5 月の芸術鑑賞会に

狂言を鑑賞！

プロの狂言師が
グローリーホールに

やってきた。

★１期生の

グリーンスクールは
１泊目に日新館に宿泊。

キャンプもありました。

★スノースクールでは

本気の雪合戦。

校長先生や他の先生方も
加わり、生きるか死ぬかの

大接戦・・

 開校１年目のいろいろ♪

秀光祭
授業風景

スノースクール

芸術鑑賞会
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秀　光　こ　の　1　年

「紳士・淑女を目指して」を合言葉に
中高一貫校の先駆けとなる秀光中学校が開校し第１期生 66 名が入学した。“Language & 
Music” を柱とし、豊かな人間性を育む教育がスタートした。秀光の歴史の始まりである。
この年、仙台育英学園創立 100 周年を記念するドラマ「北の国へ」が撮影された。

 
 1 年目  平成 8 年度 1996 年 4 月 〜 1997 年 3 月

1996 年 4 月 1 日
中高一貫教育の第一歩
秀光中が開校

　1996 年４月１日、仙台育英学園秀光中
学校が開校、４月８日、多賀城校舎グロー
リーホールにて中等教育学校の先駆けとな
る秀光中学校第１期生 66 名の入学式が行
われた。宮城県初の共学中高一貫校として、
男子 37 名、女子 29 名、計 66 名 2 クラス
の秀光中学校がスタートし、ヤングジェン
トルマン・ヤングレディーを合言葉にグロー
バリゼーションをめざす教育を進めた。
　秀光中等教育学校は法的な整備の関係で
中学校からの開校となり、前期課程３年間
を秀光中学校、後期課程３年間を仙台育英

秀光祭。第１回目の秀光祭は 12 月 21 日、
サウスウィングの中講義室で行われた。は
じめに「地理の研究発表」があり、その後、

「ボーカルアンサンブル」、「弦楽倶楽部演
奏発表」、様々な楽器の「ソロ演奏・合奏」、
そして「全員合唱」、「クラス合唱」と続いた。
合唱はコンクールこそ行わなかったがクラ
ス毎に自由曲を選び練習に励んできた。１
学年のみにもかかわらず充実したプログラ
ムで、保護者を前に日頃の練習の成果を発
揮する場となった。フィナーレには東京芸
術大学ブラスクインテットによる金管五重
奏が演奏され、終了後はティーパーティー
が催されて、生徒、保護者共に和やかなひ
とときを過ごした。

学園秀光コースとして、６年間を通した教
育とした。中学 1・2 年を基礎養成期、中
学３年と高校１年を向上充実期、高校２・
３年を発展応用期と位置づけた。必修とし
て武道（剣道、なぎなた）が導入された。
　秀光では、Language ＆ Music を教育の
柱とし、国際理解教育や音楽を中心とした
芸術・文化を通して豊かな人間性を育むこ
とをめざした。グローバリストにとって必
要不可欠な英語は、通常の授業に加え週に
２回ＥＦＬ *（現 G. C *）の授業で実践的
な英語力の獲得に力を入れ、また、音楽は
世界共通言語であるという考えをもとに、
積極的に音楽活動を取り入れた。
　たった２クラスのこの年は、多賀城校舎
サウスウィング２階の一番奥の教室で、高
校生に囲まれながら中学生活を送った。制
服は、女子は今の在校生と同様のもので、
男子は紺色ブレザーであった。　　　　　
　　　　　　　　　

記念すべき第１回秀光祭　
１年生のみでも充実した
プログラム

　秀光中学校開校以来毎年行われている

【秀光中学校】生徒数（学級数）
１年　男 37 名　女 29 名　 計 66 名（2）
教職員数　 11 名

　１年のあゆみ 
8・4・1　  仙台育英学園秀光中学校設立 定員 480 名　　 
         　　　 （平成７年 12 月１日　設置認可）
8・4・8   　 平成８年度秀光中学校第１回入学式
　　　　　　 仙台育英学園秀光中学校開校式　 
8・4・23  　 １年　塩釜研修（鹽竈神社他）
8・5・20  　 クラブ活動説明会　　 
8・5・25 　 １年　狂言鑑賞　　 
8・5・26  　 １年　多賀城史跡めぐり　 　
8・5・28  　 １年　宮城野校舎見学　　 
8・6・12  前期中間考査（～ 14 日）
8・7・10 理事長・校長加藤昭先生校長を退任　　　 
　　　　　 以後、理事長職を学園長と称す　　 
8・7・11 加藤雄彦先生（常務理事）校長に就任　　 
8・7・14  グリーンスクール（裏磐梯　～ 18 日） 　　
8・7・25 終講式　　　　　 
8・8・26 開講式（放送）　実力テスト　　 
8・9・4 校内英語暗唱弁論大会、校内弁論大会　　 
8・9・24 前期期末考査（～ 26 日）　　 
8・9・26  ブランメル仙台試合観戦　　 
8・9・27 球技大会　ボーリング大会　( テイサンボール )　　 
8・9・30 前期終業式

8・10・1 学園創立記念日、後期始業式　
 学園長・校長就任祝賀会　　 
8・10・3 校長先生との昼食会（Ｍ１）　　 
8・10・15 テーブルマナー研修　縄文まほろば博見学　
　 斎藤報恩館自然史博物館見学　　 
8・10・17 校長先生との昼食会（Ｍ２）　　 
8・11・18 秀光祭有志演奏オーディション　　 
8・11・20   マラソン大会（松島校舎）　　　 
8・12・11  後期中間考査（～ 13 日）　 
8・12・21  第 1 回秀光祭　　 
8・12・24   終講式 　　
8・12・26  学園創立 100 周年記念事業
 ビデオドラマ「北の国へ加藤利吉物語」完成    
 （監督・奥中惇夫、主演・近藤正臣，真屋順子他）  　 
 多賀城文化センターで贈呈式及び試写会　　 
9・1・8  開講式　定着度確認テスト　　 
9・1・14  生徒会会長選挙立会演説会　　 
9・1・16  生徒会役員選挙
9・1・28    秀光中学校生徒会設立総会
9・1・30    平成９年度秀光中学校入学試験
9・1・30  １年　映画鑑賞「北の国へ」（多賀城文化センター）　　 
9・2・17 １年　スノースクール（裏磐梯　～ 20 日）　　 
9・3・5　 学年末考査（～７日）　　 
9・3・19　 平成８年度修了式

▼ サウスウイング中講義室での第１回秀光祭

▲ 秀光中学校第 1 回入学式および開校式（4 月 8 日）
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* ＥＦＬ ：English as Foreign Language　G.C.：Global Communication


