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＊お礼とご報告＊

理事長

2020年２月からの新型コロナウイルスへの対応
により、学校の教育環境は一変しました。学園で
の学びを終え、新たな歩みへと喜びをもって送り
出したかった卒業式は、極めて制限のある形での
開催となりました。これからの学園生活に多くの
夢と希望をもって入学された方々に対しても、入
学式を実施できたのは中学で６月、大学は９月と
なりました。例年11月２日に実施しております創
立記念式典につきましても、皆様をお招きするこ
とがかないませんでした。
この１年間、コロナによる強力な環境変化に対
し学園は様々な取り組みを行って来ました。当初
やむを得ず始めた教育方法の転換でしたが、その
中から多くの前向きな変化、挑戦がありました。
社会環境の変化は、元に戻ることを許さず、新た
なステージへと進むことを求めています。私たち
はこの経験を学園変革の機会と積極的にとらえて
います。これまでの恵泉女学園教育の良さを十分
に認識しつつ、オンラインを活用した教育や組織
運営の良さも取り込み、皆様の期待により応える
ことができる学園を目指す所存です。
恵泉フェロシップは2003年に恵泉女学園の後援
会組織として発足し、皆様からのご支援としてお
預かりしましたご寄付を取りまとめております。
学校法人の収入の８割以上は学生生徒納付金およ
び国や東京都からの補助金です。これらの収入は、
学生生徒の教育活動へ直接に用いるべき財源で
す。しかし、学校にはその他学生生徒の教育活動
を補う奨学事業や国際交流事業、建学の理念の実
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現のための教育研究活動、教育環境維持のための
施設設備整備など、さまざまな事業があります。
恵泉フェロシップからのご支援は、これらの諸活
動の重要な原資として大切に使わせていただいて
います。2020年度も、新型コロナ感染拡大により
皆様も生活環境に大きなご苦労のある中、多くの
ご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。有難う
ございました。その成果の一部を本会報にて報告
いたします。
2021年を始めるにあたり、役員・教職員が世田
谷キャンパスのフェロシップホールに集い、新年
礼拝を行いました。本学園の理事で、現東京キリ
スト教学園理事長広瀬薫氏のメッセージにより、
女子教育の使命と希望について一同思いをひとつ
にしました。
創立者河井道先生以来の建学の理念である、神
を畏れ 人を愛し いのちを育む、平和の実現のた
めに貢献できる、生涯にわたって働き社会の発展
に貢献できる女性の育成を目指して全力を尽くし
てまいります。
このコロナ禍の中、聖書の１節を引用させてい
ただきます。
「そればかりではなく、患難さえも喜んでいま
す。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られ
た品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出
すと知っているからです。この希望は失望に終わ
ることがありません。なぜなら、私たちに与えら
れた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれ
ているからです。
」
（ローマ人への手紙５章３）

＊奨学生からの手紙＊
毎年「奨学金のために」と恵泉会及び同窓会からご寄付をいただいております。これを原資とした奨学金を受
給した学生からの感謝のお手紙を紹介します。ほかにもたくさんの学生・生徒が、同様の奨学金にて恵泉女学園
での学びを支えていただいております。

恵泉会・同窓会の皆様

恵泉女学園大学大学院

平和学研究科

平和学専攻

１年
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許・美善

この度は、恵泉フェロシップ給付緊急奨学金に採用して頂き、誠にありがとうございます。寒冷の候、皆様に
おかれましてはこのコロナ禍にあっても、更に邁進されておられることと存じます。
私は平和学研究科で恵泉の平和学の基礎はもとより、より弱い立場にある人びとの視点を持ち、構造的・歴史的・
文化的背景など様々な側面からアプローチし、理解する必要があることを学んできました。
現在、日韓の間には歴史、領土、政治及び経済問題など葛藤の要素が多くありますが、日韓関連の仕事をしな
がら、多くの市民交流の場に立ち会うこと、何より多様な市民交流の場を提供することで、日韓友好及び新世代
の形成もできるという可能性を肌で感じています。私が目指しているのは、多様な市民社会が教育現場の共有を
通じて、相互認識の共通点を活かしていく方法の確立です。これからも日韓の市民交流のフィールドスタディな
ど実践現場に足を運び、日韓歴史問題に対する市民意識調査及びアンケート分析などのツールを通して研究を進
めて行きたいと思います。
この奨学金のおかげで、自分の長い夢であった日韓市民交流のモデル研究をより充実に取り組むことができま
す。女性研究者としてこれまでの経験を活かし、将来日韓の新しい世代の持続的な友好関係の構築に貢献できる
よう、今後も一層の努力をしていきます。
このような状況ではありますが、皆様には健やかにお過ごしになれますよう、益々のご活躍をお祈り申し上げます。
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2020年度活動報告

中学・高等学校
校長

恵泉フェロシップの皆様の、日頃からのお祈り
とお支えに感謝申し上げます。
2020年度は新型コロナ感染防止のための休校期
間からのスタートとなりました。３月から５月末
までの休校期間は一気にICTを用いたオンライン
授業への移行を迫られましたが、幸い2017年度か
ら導入済みの教育ポータルサイトClassi やGoogle
Classroom、You Tube を用いた礼拝や授業動画、
Zoomでのライブ授業など、オンラインの利点を
生かした教育活動を早期に展開することができま
した。さらに、電子黒板のHRへの設置により、
授業での利用だけでなく礼拝や講演会など、フェ
ロシップホールからの同時中継が格段に便利にな
りました。生徒たちが作成した動画配信を中心と
する「オンライン恵泉デー」は、新たな文化祭の
あり方を提唱するものとなりました。各HRに授
業動画収録用iPadを設置し、教員のiPadも更新・
拡充するなど、教育のICT環境整備を着実に推進
していますので、今後はBYOD（Bring Your Own
Device）方式で、生徒個人のICT機器を活用する
教育活動を発展させていく計画です。
海外渡航の停止により、留学などの国際交流活
動は実施困難となりましたが、８月には来日中の
留学生を招き、エンパワーメントプログラムを実
施することができました。今年も３年生から５年
生の約80名が参加し、英語での５日間の活動を通
して、positive mind を身に着けることができま
した。短期留学や中期留学を準備していた生徒達
には、国内で実施可能な国際問題探究活動を紹介
するなどの工夫をしながら、今後も国際理解教育
を多角的に展開していきます。

本山

早苗

能となりました。実習中心の恵泉の園芸教育の維
持発展のためには、継続的な圃場管理が必須条件
です。環境整備のための人件費サポートにも引き
続きご支援をお願いいたします。
また、生徒の学習環境の整備の要として、大規
模な校舎空調設備の更新を５か年に分けて継続中
です。2020年度は３年目にあたります。さらに、
今年度は感染症防止対策として各教室へのサー
キュレーター設置や、保健室内の発熱者対応用
パーテーション設置を行いました。
感染症対応の様々な制約の中で、宿泊行事実施
が困難になり、夏期休暇期間を短縮して授業保障
を行ってまいりました。そのような中でも生徒の
活発な学習活動の成果として、対外的なコンクー
ルへの入賞の報告も多数受けています。１年生と
４年生の国語コンクール入賞や、３年生の学芸コ
ンクールや音楽感想文、５年生の書道の会長賞入
選などです。さらに、理系では数学検定の学内実
施も始まりました。
このように、恵泉フェロシップにより、ICT教
育の推進や国際交流と園芸教育の充実、校舎設備
更新他、家庭の緊急奨学金支援など、2020年度も
有効活用させていただきました。

ICT 電子黒板活用授業

エンパワーメント・プログラム

園芸教育については、近隣の圃場の借り換えが
完了し、継続して１年生と４年生の実習授業が可
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今後は、学園創立100周年に向けて、フェロシッ
プホールと体育館の建て替えも視野に入れ、建築
予算の積み立ても必要と考えます。建築委員会を
発足し、将来に向けて検討も始まったところです。
これからも社会状況と時流を的確に捉え、教育
活動を展開してまいりますので、引き続きご支援
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2020年度活動報告

大学・大学院
学長

日頃会員の皆様のご支援とお祈りをいただいて
おりますこと、厚く御礼申し上げます。2020年度
は、多くの教育機関同様コロナ禍における教育活
動の工夫に追われましたが、学園に連なる皆様の
おかげをもちまして、無事に年間行事を終えるこ
とができました。今年度ご助成いただいた活動に
ついて、以下ご報告申し上げます。
「国際交流・英語教育プログラム」では、短期型
の研修はいずれも現地への渡航は叶いませんでし
たが、協定留学については半年間２名、１年間２
名を現地へ派遣することができました。不透明な
状況下で学修してきた学生たちの成長報告を楽し
みにしているところです。そのほかカナダや韓国
の大学からはオンラインでの短期語学研修、恵泉
からは日本語・日本文化を学ぶことを中心にした
「恵泉ウィンタープログラム」を計画するなど、オ
ンラインでの学修機会を相互に提供しあいました。
「生涯就業力教育」については、春学期はオン
ライン、秋学期は対面・オンラインとの併用となっ
た授業形態の中で、教職員一同学生達の声に耳を
傾けて努力と工夫を重ねてまいりました。教職員
自ら、時代を意識して学び、柔軟に考え、
「生涯
就業力」を発揮し対応することを求められました。
特に2019年度に開講した「生涯就業力STEP」授
業は各学年のゼミ授業とともに、恵泉の３つの礎
科目を基に2021年度から本格始動する生涯就業力
カリキュラムの中心となる科目です。学期ごと学
生の声を真摯に受け止めながら、教職員と学生が
ともに学びあい、より発展的な教育活動ができる
よう努めてまいりました。
なお、政財界から７人の客員教授をお迎えし発
足した「生涯就業力推進センター」も、12月に無

KEES・恵話会・KPKA で作成したクリスマス DVD

大日向

雅美

事設立式を行うことができました。学外の方々と
の連携も強化していき、
「生涯就業力教育」実質
化への支援と可視化という役割を果たしてまいり
ます。
また「障がい学生支援」では、３名の聴覚障が
い学生へのオンライン授業情報保障対応にノート
テイカーの学生達が力を発揮してくれました。通
常授業でのテイクは２人１組で行い、互いの状況
を目視し配慮しあいながら作業を進めますが、オ
ンラインでは困難です。しかし学生達は授業開始
直前まで試行錯誤し、オンラインノートテイクの
方法を確立してくれたのです。自分の授業以外で
もずっとPCに向き合うテイカー学生達は、きっ
と例年以上の身体的疲労があったことでしょう。
おかげでノウハウが確実に継承され、対面でもオ
ンラインでも対応できるようになりました。
「地域言語活動研究」では、秋学期からKEES・
恵話会・KPKA（恵泉平和紙芝居研究会）がオン
ラインでの活動を始め、歌、えほんや紙芝居など
の読み聞かせを入れたクリスマス用DVDを作成
しました。近隣地域の障がい者施設・保育園等へ
お届けし、楽しんでいただきました。
キャンパスで学生達の姿を見ることの少ない一
年でしたが、その間に教室の空調や電気等「キャ
ンパス整備」を進められました。いかなる状況で
も「できることを考える」
「目的にかなう方法を
工夫する」姿勢が、大学・大学院に連なる学生、
教職員の皆に見られたことです。この一年を確か
な糧とし、100周年に向けて恵泉の女子高等教育
機関としての歩みをたゆまず進めてまいりたいと
存じます。会員の皆様には引き続き変わらぬご支
援を賜りますよう、お願い申し上げます。

生涯就業力推進センター設立式後、客員教授の皆様とチャペルにて
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2021年度行事等のご案内
ここに掲載した行事については、新型コロナの
感染状況によっては中止又は変更となる場合が
あります。
日程が近くなりましたら、学園・大学・同窓会
のホームページ等でご確認ください。

河井道先生墓前礼拝
日時：2021年４月９日（金）11:00 ～ 11:30
場所：東京霊園（東京都八王子市）
学園では、河井道先生墓前礼拝を毎年４月10日
（10日が土曜あるいは日曜の場合は直前の金曜日）
に開催しております。当日は30分程度の礼拝のみ
行い解散となります。お祈りを共にされたい方は
ご参加ください。

事務局からのお知らせ
＊会費納入のお願い
会費納入のご案内は毎年秋頃、全会員様に発送し
ております。今年度分は、３月末日まで受付ておりま
す。今後とも継続してお支えくださいますよう、よろ
しくお願い申し上げます。
また、お知り合いの方などにも本会へのご加入を
お勧めいただきたく、併せてお願い申し上げます。
手続書類等が必要な場合には、下記恵泉フェロシッ
プ事務局までご連絡ください。
＊会費・寄付金の預金口座自動振替制度
恵泉フェロシップ会費・寄付金のご納入について
は「預金口座自動振替制度」を導入しています。自
動振替の時期は７月及び12月です。７月の振替を希
望される場合は５月末日（必着）までに、12月の場
合は10月末日（必着）までにお申し込みください。

会費・寄付金のお振込み先は下記のとおりです。
名義

ゆうちょ銀行

三菱UFJ銀行世田谷支店
三井住友銀行経堂支店
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学校法人 恵泉女学園

00160-4-20588
(普)0881964

(普)5237180

学園創立92周年記念行事
記念式典 2021年11月２日（火） 世田谷キャンパス
恵泉デー 2021年11月３日（水） 世田谷キャンパス
恵泉祭
2021年11月７日（日） 多摩キャンパス

恵泉女学園同窓会

総会

日時：2021年５月15日（土）午後
場所：世田谷キャンパス
※社会的状況により、プログラムは変更になる場
合があります。変更は同窓会公式サイトでお知
らせいたしますので、ご覧ください。

大学

スプリングフォーラム

５/22（土）多摩キャンパスにて開催予定
（来校型 オープンキャンパス同時開催）
※新型コロナウイルスの感染状況によって、中止
もしくはオンライン併用等に変更になる場合が
ございます。

＊クレジットカード決済制度
学園HPからクレジットカードを利用
して、恵泉フェロシップ会費・寄付金
をご納入いただけます。
詳しくは、学園HP内の ｢寄付につ
いて｣ をご覧ください。
https://keisenjogakuen.jp/donation/
＊寄付金の遺贈制度
学校法人への遺贈については、金銭又はその他
の財産であることを問わず、相続税の計算から除
外されることになっています。学園では三菱UFJ
信託銀行と遺言信託に関する協定を結んでおりま
す。これらに関するご相談は、事務局あてにご連
絡ください。
＊税法上の優遇措置制度
恵泉フェロシップへのご寄付は、学校法人に対
する寄付金として税法上の優遇措置を受けること
ができます。具体例などを学園HP内に掲載して
おりますので、ご覧ください。
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