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＊恵泉女学園の昨今＊

理事長

恵泉女学園は今年創立91年目を迎えました。河
井道先生が学校を作ろうと決心され、神楽坂の借
家の一角に生 徒9人の女 学 校を始められたのは
1929年、ニューヨークのウオール街（株式市場）
が大暴落を起こし、世界中が大不況に飲み込まれ
た年でした。日本でも大不況になり「大学は出た
けれど」職がない、という状況になり、中国での
戦争、南方への拡大、太平洋での日米戦争へと戦
争の時代が広がりました。河井先生は戦争中も礼
拝を欠かさず聖書の精神に基づく教育を堅持され
ました。その精神は今も恵泉女学園の教育、日常
の中に確固としてあります。河井先生の作られた
「校歌」を声合わせて歌う時、
この学校で学ぶこと、
平和を志すこと、そして何より「神を畏れ、尊び、
平和に生きる、学ぶ」ということを心に誓います。
卒業生で国会議員として奮闘している方が、辛く
苦しい時、あの校歌にどんなに心を奮い立たされ
慰められたか、言葉に尽くせぬほどだと語り、書
いておられます。
中高は近年応募者が増え、特例的に１クラスを
新たに増設しましたが、今後は国際化、IT化が急
激に進む時代に合わせて教育を進化充実させるべ
く着々と体制を整えつつあります。それらに伴い、
大学、中高共に教職員は非常に忙しく多事多難で
すが「恵泉の教育を遂行する」という目的のため
に懸命な努力を続けています。
大学は少子化、大学生になる人口が大幅に減少
している実態を受けて入学者数が一時減少しまし
たが、「生涯就業力を身につける大学」という基

宗雪

雅幸

本理念に立ち返って教育を進めるという理念が受
け入れられ応募者の拡大、教育の充実が行われて
います。新入学者が大幅に増え大学の中の空気も
この目的に向かって教員、職員が心を合わせて立
ち向かうようになっています。もちろんまださら
に努力を傾けなければなりません。これらの努力
は、まさに創立者河井道先生の理想、思いに沿っ
たものであろうと思います。この努力はまさに
「学
校」を作ろう、というものです。真の学校です。
若い人たちが望んでいる、必要な学校です。
恵泉女学園は河井先生が創立するときから自己
資産の全くない学校でした。新渡戸稲造先生はご
自分のところに来たお礼（寄付）を密かに恵泉女
学園に回してくださいました。河井先生のアメリ
カ留学時代のお友達が寄付してくださる資金も重
要な運転資金でした。そして卒業生や関係者がし
て下さる寄付で学校は運営を続けてきました。近
年恵泉で教えた先生、卒業生などから「恵泉頑張
れ」という励ましのお言葉とともに多額の寄付を
いただくケースが増えてきました。河井先生の後
ろにくっついてお礼を申し上げます。必ずそれを
生かして使わせていただきます。
今、恵泉女学園は豊かではなく大学もまだ定員
充足まで今一歩のところにあり安心のできる状態
ではありませんが関係者一同懸命に頑張っていま
す。希望と覚悟をもってやっています。どうか学
園の状況を厳しく、温かい目で見守り応援してく
ださいますよう切にお願いいたします。

＊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

人間社会学部

社会園芸学科

２年

ペ ク・キ ミ ョ ン

白・其明

この度は、恵泉フェロシップ緊急奨学金に採用していただき、誠にありがとうございます。私は、韓国からの
留学生で、現在は社会園芸学科で園芸を学び、園芸の効果や、食育と命の大切さを勉強しています。そして、恵
泉で学んだ、平和と園芸を通して日本と韓国の架け橋になりたいと思っています。ずっと家計を支えていた父が
７年前に亡くなり、その後、韓国にいる兄が家計を支えていました。しかし、その兄を 2018 年 12 月 25 日交通
事故で亡くし、この日本の留学生活を断念して韓国に戻らなければならないほど経済的に厳しい状況になりまし
た。この状況を救ってくれたのは、この奨学金制度のおかげで、今こうして留学生活を無事に継続できることに、
日々感謝の気持ちで過ごしています。
将来は韓国に戻り、都市型農業や農村にある学校で、幼い子供達に恵泉で学んだ有機栽培を通して、園芸の楽
しみ方を伝えていきたいと思っています。
また、韓国と日本の架け橋となり、社会で活躍する人材になることが、支援してくださる方々への一番お礼に
なると考えています。感謝の気持ちを胸に、これからも努力を積み重ねていきます。恵泉会・同窓会の皆様あり
がとうございました。
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2019年度活動報告

中学・高等学校
校長

恵泉フェロシップから、毎年尊いお祈りととも
に、資金の援助をいただいています。ありがとう
ございます。援助を受けている項目は多岐にわ
たっております。この紙面をお借りして改めて篤
い御支援に感謝申し上げます。
①園芸教育のために：恵泉の恵泉らしさの象徴は、
園芸教育です。教育、環境としての畑の確保、そ
の維持管理に伴うかなりの資金が必要です。
②芸術活動のために：人が人として生きるために、
不可欠なものの一つに芸術活動があります。中高
には、クラブとは別に課外活動があり、音楽系は、
ハンドベル、聖歌隊、オーケストラの３つがあり
ます。特にオーケストラは大規模で、参加者は70
人を超えます。使われる楽器も、管弦・打楽器と
種類も数も多く、指導者も楽器ごとと多いのが現
状です。基本的には、受益者負担で行っています
が、一部学校がサポートしています。オーケスト
ラに限らず、音楽系の課外は、地域の教会や施設
に招かれることが多く、その方々との交わりを通
して、恵泉教育の良さが広められています。

加藤

英明

成長した生徒の姿が窺われました。
また、タイのTakhliprachasan Schoolとの学校間
交流は、今年で２年目となりました。このプログ
ラムでは事前にタイ国の生徒とバディを作り、イ
ンターネットで交流を深めたうえで、日本の生徒
は８月にタイの家庭で、タイの生徒は10月に日本
の家庭で、それぞれホームステイをします。今年
度、日本からは、生徒８名と引率教員２名の参加
でしたが、タイで学校挙げての大歓迎を受けまし
た。タイの生徒が来日した時も、学園では全生徒
が歌を歌って歓迎をしました。アジアの国同士の
若者が友情を育み、平和を創っていくという意識
が芽生えています。

中高タイ学校交流プログラム

中高課外ハンドベル

③奨学金のために：ご家庭の経済的な状況が急変
する場合があります。希望をもって入学した生徒
とそのご家庭を支え、恵泉での学びを全うするた
めのものです。卒業生が増えるのは喜びです。
④国際交流のために：今年度は、アメリカ合衆国
カリフォルニア州・ユリーカ第一長老派教会が受
け入れ先となっている国際交流プログラムに、生
徒20名と引率教員２名が参加しました。生徒の感
想文を読むと、語学の上達はもちろんのこと、現
地の高校生の参加するユースキャンプに加わり、
様々なアクティビティを通して、言葉の壁を超え
て前向きな姿勢や寛容性を身につけるなど、ホス
トファミリーをはじめ多くの人々との心の交流で
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⑤ICT教育推進のために：OECDの学力到達度調
査PISA2018年では、日本の子供たちの「デジタ
ル情報の読み取り」能力が低いという結果が出て
います。恵泉では、すでに情報を賢く読み取る力
を育てています。しかし、情報スキル、情報リテ
ラシーの育成は勿論のこと、ICT教育の充実化の
ためには、更なる環境整備が不可欠です。昨年度
は、Wi-Fi環境の整備、サーバー、PCのリプレー
スを行いました。今年度は、機器の増設と電子黒
板の活用について検討、来年度は本格的にBYOD
（Bring your own device、生徒が自分で持ち込ん
だPCを利用する）に取り組む予定です。
⑥体育館冷房設備のために：夏期に体育館で行わ
れるクラブ活動は、常に熱中症の危険を伴ってい
ます。活動場所の熱中症指数がある値を超えると
活動ができなくなります。今年度は、体育館に冷
房装置を整備したことで、体育館内で運動のでき
る時間が圧倒的に増加し、活動が充実しました。
これからも中高の教育を覚え、熱いお祈り、変
わらぬ御支援のほど、よろしくお願いいたします。

2019年度活動報告

大学・大学院
学長

常日頃の会員の皆様のご支援に厚く御礼を申し
上げます。大学・大学院では、ご助成をいただき
ました「生涯就業力教育」
「障がい学生のための
活動」「恵泉地域言語活動研究」
「国際交流プログ
ラム」のそれぞれを恙なく実施させていただきま
した。2019年度を終えるにあたって、学生たちの
学びと活動への感謝と表彰の機会をもちましたこ
と、また本年度初の「国際交流プログラム」とし
て梨花女子大学（韓国）との交換学生派遣を実施
いたしましたことは、まさに会のご支援にお応え
する成果であったと考え、ここに深い感謝と共に
ご報告申し上げます。
まず、聴覚障がいのある学生たちのノートテイ
カ―を務めてくれた学生たちへの感謝状授与式で
す。こちらは毎年実施しておりますが、今年度は
１年生に３名、４年生に１名の聾学生が在籍して
おります。その学生たちの授業サポートのための
ノートテイクや授業で使うＤＶＤの文字起こし
に、23名の学生が活躍してくれました。テイカ―
全員の総テイク時間は1238時間、文字起こしは53
件で539枚でした。ノートテイクは地味で根気の
いる作業です。自分自身にも授業があり、部活や
アルバイト、就職活動等々で忙しい中、他者のた
めに誠心誠意、努めてくれた学生たちに心から感
謝の思いでした。
次に、今年度、初めて実施した学内表彰制度で
す。学内外での活動、
課外活動、
ゼミなどを通して、
今、本学が掲げている「生涯就業力」を体現して
いる学生たちを表彰いたしました。地域や身近な
人たちのために、心を尽くして活動・行動してい
る学生たちに目をとめて、自薦・他薦を問わず募
集しました。第１回目の今回は、教職員から推薦
のあった６名と２つの団体に「学長賞」が、１名
に「特別賞」が贈られました。そのうちの１団体
は「恵泉地域言語活動研究」に関するものです。

大日向

雅美

身近な所を平和で和やかな場所にするという理念
のもと、多摩市内の保育園、児童館、高齢者施設、
障がい者施設等を訪問し、読み聞かせや手遊びを
通して、英語活動の支援や余興活動等、地域への
奉仕活動をしている「KEES、恵話会」を表彰い
たしました。
「国際交流プログラム」に関しては、
中国、韓国、台湾、タイなどの協定校から日本語
や日本文化を学ぶために参加する短期留学生のた
めの２週間にわたる「サマープログラム」にボラ
ンティアとして４年連続参加し、日本語授業のサ
ポート、都内観光の計画から実施等、プログラム
運営に多大な貢献を行った４年生に学長賞を贈り
ました。
最後に、本年度初めての「国際交流プログラム」
としての梨花女子大学との学生交換プログラムに
ついてです。本学と梨花女子大学は2016年から
2018年まで共同シンポジウムを開催して交流を深
め、その成果をもって2018年に両大学間で相互に
学生を派遣する学術協定を締結いたしました。こ
の協定に基づいて、昨年７月に梨花女子大学ホク
マ教養大学から10名の学部生が派遣され、本学の
園芸の実体験学習と平和教育の講義を受講し、将
来のグローバルリーダーとして、人や植物、生物
など多様な他の生命との共存について貴重な学び
が行われました。そして、本年１月末から、本学
の15名の学部生と２名の大学院生が梨花女子大学
ホクマ教養大学の「分かち合い・平和の女性リー
ダーシップ講座」へ派遣されました。日韓の女性
の生活と教育、女性のリーダーシップ等をテーマ
に、梨花女子大学の学生と実り多い討論を行って
まいりました。
以上、女性活躍時代にふさわしい「生涯就業力」
を身につけ、それを内外に発信すべく学生たちは
熱心に学びを深めております。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。

学内表彰式授与式を終えて全員で記念撮影

日本語授業のサポートを行うボランティア学生たち
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2020年度行事等のご案内
河井道先生墓前礼拝
日時：2020年４月10日（金）11:00 〜 11:30
場所：東京霊園礼拝堂（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。

学園創立91周年記念行事
〇記念式典 2020年11月２日（月）世田谷キャンパス
〇恵泉デー 2020年11月３日（火）世田谷キャンパス
〇恵泉祭
2020年11月８日（日）多摩キャンパス
2020年度の創立記念行事の日程は上記のとおりです。
内容の詳細については改めてご案内いたします。

2020年度スプリングフォーラムのご案内
大学では５月23日（土）に第２回スプリングフォーラ
ムを開催することになりました。今年度も昨年度のコン
セプトを踏襲し、本学の大きな柱である「生涯就業力」
について学内外の皆さまにご理解いただき、その成果を
知っていただく機会にしたいと考えております。
具体的なプログラムは今詰めているところですが、メ
インは昨年度より必修科目として設置した「生涯就業力
ステップ」授業の学びの成果を２年生が発表し、それを
１年生が聴くというプログラムを考えております。通常
の授業ではできない学年の枠を超えた学びの形態に、発
表する側と聴く側双方の新たな気づきや成長を期待して
いるところです。このプログラムは学外の方々にも開か

事務局からのお知らせ
今年度の会費を未納の方は、３月末日までにご納入く
ださいますようお願い申し上げます。
また、お知り合いの方などに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。
なお、会費納入のご案内は毎年秋頃、全会員に発送し
ています。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。

＊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。手続きには時間を要しますので、７月の振替
会費・寄付金のお振込み先は下記のとおりです。
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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恵泉女学園同窓会

2020年度総会とホームカミングデーのご案内

同窓会総会とホームカミングデーを下記の要領で行い
ます。
日時：2020年４月25日（土）10:00 〜 15:30
場所：恵泉女学園世田谷キャンパス
プログラム：
10:00 礼拝（グレイスホール）
お話 森山浩二 先生
（元中学・高等学校 社会科教諭）
10:30 総会（グレイスホール）
12:30 ホームカミングデー（大会議室）
昼食会
交流会『恵泉のいま、
むかし、
これから PART２』
15:30 閉会
＊時間は前後する場合があります。
＊同窓生には３月中にご案内をお送りします。

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。

＊インターネットからのご寄付

＊会費納入のお願い

名義

れたものですので、学びの成果をご覧いただければ幸い
です。
その他のプログラムといたしましては、パイプオルガ
ンやハンドベルの美しい音色をお楽しみいただけるチャ
ペルコンサートや、伊勢原の短期大学から引き継がれて
いるメイポールダンス等を予定しております。詳細が決
まり次第、大学の公式サイトにてご案内しますので、時
期が近づきましたらご覧いただければと思います。
最後に、今回は花壇の状態を考慮し、開催時期を１週
間前倒しさせていただくことにしました。それでもこの
暖冬の影響で、花の咲き具合が今から心配ではあります
が、精一杯の手入れをして皆さまをお迎えする準備をし
てまいりますので、一人でも多くの方のご来訪を教職員
一同、心よりお待ちしております。
（樋口幸男 スプリングフォーラム実行委員長）

学校法人 恵泉女学園

00160-4-20588
(普)0881964

(普)5237180

学園のHPからインターネットで恵泉フェ
ロシップにクレジット決済でのご寄付をし
ていただけるようになりました。
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/#fero

＊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。
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