T O P I C S

同窓会の活動状況や泉館山高校の行事や生徒の活躍などを紹介します。
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TOPIC
01

学校に備品を寄付しました

TOPIC
02

Ｗｅｂオープンキャンパス
翠 樅 会

コロナ禍もあり、なかなか母校のイベントに足を運
母校の発展に寄与するという同窓会の目的に沿って、
在校生の学校生活がより快適になるような支援活動を

べず、最近の館山の状況がどうなっているのか気にあ
る同窓生も数多くいると思います。

随時行っております。
最近はコロナ禍ということもあり、同窓会活動は停
滞気味ですが、令和元年度の同窓会総会では、体育館

そんな同窓生の皆様どうぞご安心ください！現在、
在校生が中学生向けに動画を作成し、WEBオープン
キャンパスとしてＨＰで公開しています。

等で使用するジェットヒーター 、部活動用の氷をス
トックする冷凍庫の寄付を決定しています。
引き続き母校発展に必要な支援を講じて参ります。

TOPIC
03

なつかしの先生を訪ねて

最新の状況や在校生の「ナマ声」を知るこ
とができますので、是非右記ＱＲコードから
アクセスしてみてはいかがでしょうか？

文武両道を標榜する館山ならではの問題なのでしょう。
また、保健室にお昼と放課後に必ず顔を出す保健委員
会委員長、保健室の目の前で力尽きて寝てしまった生徒

菅井 理恵先生
平成11年度～平成15年度在校 保健室

の話など、ここには掲載できないような当時の面白エピ
ソードも数多く語ってくれました。
館山での日々は慌ただしくも濃厚・濃密な時間を過ご
された菅井先生。今こうして、我々が健康なのも菅井先

当時在籍した先生へのアプローチは困難を極めるとい
う、編集者泣かせのこの企画も早くも３回目。

生のお陰と改めて感謝申し上げます！ご多用中のところ
お時間いただき有り難うございました。

在校中誰しもが一度はお世話になったであろう保健室。
そんな我々を支えてくれた菅井理恵先生。現在、課長と
して勤務されている、宮城県教育庁特別支援教育課を訪
問し、館山時代の思い出話を伺ってきました。
菅井先生は「大変だったけど楽しかった」と館山在職
当時を振り返ります。当時の保健室は、毎日５０人くら
いの利用者があったとか。「毎日朝早くから７時間目が
終わる頃まで生徒の相談に乗っていました。メンタル面
での相談も多いため、館高生は何にでも一生懸命に取組
む真面目な生徒が多いなと感じていました。」まさに、
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dreaming 夢を諦めないで
M E S S A G E

校長あいさつ

アンパンマンマーチが伝えるもの
Self advocacy セルフアドボカシー

八巻 真哉
宮城県泉館山高等学校同窓会 会長

はじめに、日頃より同窓会活動への支
援、ご理解に改めて深謝申し上げます。
また、世界的パンデミックによる全ての
方への心痛をお見舞いと共に、未来へ向
けての人との繋がりを改めて同窓会活動
を会員皆様と創ってまいります。
さて、このような社会状況で私から
メッセージを申し上げることは、いささ
か控えたい思いもある一方で、今一度仲
間と共に夢を忘れない思いを名曲と共に
深めてみたい。

未来が見えるからです。
さて、これから求められるリーダーは、
ただ単に全てを万能にできることではあ
りません。時には、辛さも周囲に伝えら
れる勇気がある人こそ人をまとめていく
素質があります。なぜなら、多種多様な
考えを引き出す時弱さも必要なのです。
さらに、どんな自分と異なる考えで
あっても心の耳で受け止める、傾聴力が
極めて必要になります。是非、これから
生きていく皆さん、多様な考えに触れ、
相手と同じ目線に立って耳を傾けてみて
dreaming 夢を諦めないで
ください。それぞれの思いや考えを尊重
し、つなげていくことこそ生きるという
なんのために 生まれて
ことではないでしょうか。そう、全ての
なにをして 生きるのか
人が、リーダーでありヒーローなのです。
なにが君の しあわせ
そして、どんなことがあっても生きてく
なにをして よろこぶ
ださい。
私が会長としてできること、それはあ
人生は限りあるもの、だから今を生き なたの目を見て一緒に考え、喜び、悲し
る大切さを私は作詞やなせたかし先生の み、そして思いっきり楽しむことです。
思いを強く感じた。
人生はで夢を叶える人は、人を大切に、
いずれ迎える社会に求められるものは、 そして笑顔で思いっきりゲラゲラ笑って
これまでの価値観とは異なり、心身の健 楽しむ人だから。
康、社会的幸福、それぞれ自分の生き方
を自ら選んでいく時代が加速していくこ
面白いことだーいすき！３歳の娘、国
とは間違いない。
家公務員の妻と、のーんびり、ちょっぴ
そこで、次にある世界的キーワードを りクレイジーに過ごす私。
紹介する。~Self advocacy 自分の本当の
米国アップル社に世界で初めて視覚障
言 葉 ~ 国 際 連 合 を 始 め 、 WHO が Well- 害者として入社。さらに東京大学、文部
beingという、物理的幸福より、心身の 科学省、厚生労働省アドバイザーとして
健康、社会的に幸福であることなどを提 活躍。東北大学在学中、失明を伴う難病
唱している。
に侵され多くを失う。公園で暮らす日々
その中でも最も大切なキーワードが ののち、人に恵まれ、筑波大学、東京大
Self advocacy、自らがどうありたいか、 学、米国シアトルワシントン大学の学び
どう生きていきたいかをしっかり胸に留 の後、医学、教育、工学、福祉の第一人
めるだけでなく、伝えていくことである。 者となる。 大学入試センター試験（現、
現在、自らが受け身だけでなく発信し 共通テスト）を試験管が読み上げる方法
ていくことが求められるのは、より良く で受験し、障害特性で文字を読み書きに
生きていく鍵かもしれない。
困難を抱える学生に進学の道を切り開く。
これまで残したエッセイは国立国会図書
Leader リーダーに求められること
館に収められ、医学会などから多数受賞。
リーダーとは、どう定義できるだろう。 現在、Covid19コロナウイルス感染症
皆さんの答えに間違いはありません。な と向き合い、後に行われる世界会議での
ぜなら、様々な考えがあってこそ素敵な スピーチに向けて奮闘。
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泉館山高等学校同窓会のみなさま、は
じめまして。昨年４月に古川高等学校よ
りまいりました澁谷と申します。どうぞ、
よろしくお願いいたします。また、日頃
より本校の教育活動にご理解、ご支援を
賜り、本当にありがとうございます。
少子化の流れを受け、本校では令和２
年度より再び１学級減が開始され、現在
では第３学年のみが７学級、その他の学
年は６学級となっています。同窓生のみ
なさまの中には９学級の学年を過ごされ
た方もいらっしゃるはずですので、隔世
の感もあるかもしれません。ですが、そ
のような中でも生徒たちは「自律」「敬
愛」「貢献」の校訓のもと、変わらず
日々学習に、部活動等に励んでいます。
ここからは、学校の近況を少しご報告
いたします。まずは昨年度卒業生の進路
状況としては、東北大学７名をはじめと
する国公立大学１３２名の合格者を出す
など、大いに健闘を見せてくれました。
この原稿を作成している現在は、大学入
学共通テストが終わり国公立大学の前期
日程を間近に控えた時期ですが、３年生
も最後まで日々集中して学習に取り組ん
でいるところです。

部活動では、昨年度は県高校総体をは
じめ多くの大会が中止となりましたが、
今年度はほとんどの大会が何とか実施さ
れました。その中で放送部（アナウンス
部門）、囲碁将棋部（将棋・女子）が全
国大会に出場し、家庭部が全国規模の高
校生レシピコンテスト決勝大会で優秀賞
を受賞するなどの活躍を見せてくれまし
た。また、吹奏楽部・陸上競技部・囲碁
将棋部が東北大会に進出し、その他の各
部も県大会で健闘しました。
さて、令和５年度に本校は４０周年を
迎えることとなります。新型コロナウイ
ルスの流行の先行きはまだまだ不透明で
すが、生徒・保護者はもとより、同窓生
のみなさまにも４０周年をお祝いいただ
けるような社会状況になることを願って
おります。そして、将来が見通せない現
代ではありますが、社会がどのように変
化しようとも、その中で活躍していける
柔軟さと力強さを兼ね備えた人間を育成
していくよう、本校としてはこれからも
努力してまいります。同窓生のみなさま
には、今後とも本校の発展のためにご助
力を賜りますよう、よろしくお願いいた
します。

卒業してから３年の月日が流れようと
しておりますが、泉館山高校での日々は
どの瞬間を切り取ってもまさに「青春」
でした。なぜそんなに心に刻まれている
のか。それは泉館山高校の「ヒト」に理
由があります。
まずは友人。泉館山高校の同級生は皆、
根が真面目、でも行事や日々の生活は全
力で楽しむ人たちでした。共に小テスト
に悲鳴を上げた日、文化祭準備で放課後
残った日、その全部が「楽しかった」そ
う思える仲間がいました。
次に先生方。「泉館山高校の先生方は
なんて生徒思いで、私たちのことを応援
してくれていたのだろう」。大学に入っ
てやっと気づくことができました。勉強
を聞けば、寒い廊下でも教えてくれて、
悩みを相談すれば思っている以上のサ

ポートをくれる。本当にありがたいこと
だったと感じます。
青春を振り返ると少し鼻の奥がツンと
しますが、そんな私も大学４年生となり
ます。
大学生活はどうかと言われますと、３
年生で人生を変える出来事がありました。
とある教員との出会いです。その方の研
究室に入り、課題をこなす日々。泉館山
高校で過ごした青春は二度とないと思っ
ていた私に人生二回目の青春が訪れまし
た。毎日大変、でも研究室の仲間はみん
なすごい人達で課題にも遊びにも全力。
あぁ、よかった、宮城大学に来て。よ
かった、泉館山高校で頑張って勉強して。
このまま青春が終わらないでほしい。そ
んな今の私の最大の願いで文章は終わら
せていただきます。

