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前理 1「長逝去のお知|ら せ

去る 3'1411、 学校法人スコーレlt,LI長 毛利 1山

`儀
病気療養中のところ,■去いたしましたことを、ここに改め

て協力会のキヤllに こ‖trilし liげ ます .ま た、 4り 12011に

・llり 行いました学校し卜に際しましてお宙せいただきました

ご厚1青 に′きより感,謝  し 1げ ます .

ご挨拶

スコー レ協力会 会長  大津 至久

12年 出|に わたり協力会ltと してご尽力された谷汁

tりlnt会 長のあとを受け、学校法人スコーレ協力会

長をおり受けすることとなりました 思えば、亡き

Fi父毛利 1山

`liF円

Fltか ら、この協力会,tの ,■ を受

けたこともいし分と前のことの様に思えます .そ れほ

どめまぐるしく学卜1の riかれるl.境 自体が変化して

いる、そうよじなからの放ケ
'1で

した

昭18年に盛同友の会生活学校として01● し80年

「生活即教イ,Jを ,I念 として1島 げ、向 11学田il晨、

1ヽ 同スコーレ高校と名を変えなからも、そのll神 は

■け判Iカツ■て,ヽ ます さて、 8()1:う すとはとヤ)よ うな

14(■ だったのでしょうか この11、 N1lKラ ンオ11‖

が手」lか らr Jlに変わりました 松坂屋では全女 r

"i,tの

制1川 tを 和レtか ら,F■ にlt .II校 生年間,に お

|す るlll代 とο),1に 丼は、 リリ168セ ンチ、 女■47セ

ンチたそうです.我 々の‖1代では 教1l IIで ,1っ た

様なことはかり これだけ変化を送けた で、私学

の建子の‖‖を,け‖ぐことの111さ と‖[し さをよじ

すにはいられません

ri近 20年、 lT,ll化 のll速にf〔 せての生活変容た

けを

`え

ても、11従 のキヤさんかriかれた環境は大き

く変わったといえるでしょう スマートフォンの1,

及、ツーシャルメディアの台ユ1.そ の激 r」 ド、理念

を,llLと し、その精神をどう共ll lり なものとして受

け11い で行く力)それを心であるとするならば、包

み込もべき体とヽヽえる学校迪ゲ|や 1■ 々な活 lll、 社会

の動きへの対応なとをとうマッチさせていくが .そ

の変化を
｀
,1化

・ としてltえ 、1,,Jの 理念を |・ るん

のものにしなけれはならない 今という環境を・L分

川!角rし 、そのんの体づくりをしていく―企業子
`11をする私は、その必要1■ を強くよします

近年、41,11の 中での各々の 町わりは■ルであるこ

とが 1`然 とヽヽうようなlllil‖ 力'あ りまう
‐ しかし、 ネ「

会と|よ 、お力iい 力」月わリイ、い形成されるものです

その■‖「として、心をイ,て、411の んの術をンにつ

け、lLや かな
`げ

 を過ごす だからこその学校で

す そこには、各々が仕企な多くのは1わ りをllつ こ

とこそが必要だと思えます.私「 ンが思うことでは

ありますが、人の交わりの に多くの人41の

'オ

産が

■まれる.そのιえのもと、モ利ムtl'1111(を はじ

めとする
jL様

が

'1ら

れるこの学校に、不肖なから、

積極1'に 川わっていけたらと

`え

ています.

li業部
`で

のシャ′、づくりの■味しそうな匂い、機

織り機の「i、 生

`tさ

んか作ろ昼食のメニュー、卜1庭

で遊ふ
「

どもたちのメ|ぜひ、協力会のキヤ詢tに おか

れましても、学校を1方 れていただき、今後もりき続

き、 ll′ し、ともにご支援を,"われオtは 111と です

n



創立80周年の年に
学校法人スコーレ 理 'li長  毛利 す青子

会サ1の 1,さ まにはいつもご支援、ご協力いただき

まして,き よりよ調 |し liげ ます

よる3,∫ 、長い11カ埼と,(に ありなからもなんとか

元気に過ごしておりましたlitt liltt利 :1郎が亡く

なり、rいたイ■ た IIか らのバ トンを ■に受け継く

こととなりました どうそよろしくお班1い iし
「 ナ

ます

Tlが 初めて学校を1方 れたのは、今から40年 rl il、

盛司に結llltの ‖そ件に来た1+で した.滞 司り(か ら ,●

をllKけ 、 しばいく行くと んはの に学校が見えて

きました 今でも、あののどかな 日十肛t,tが鮮り∫に

,不 ります.校 Plは なく 技庭には幼‖t卜 のは

'の
あ

るこじんまりした学校,そ こから制Iい道を,■み、水

路にかかる小さな桁を波った,1に校1に イト宅がありま

した.川 りは

't‖

」:場で、■イ|に 来た生従たちがベッ

ドの Lの「いまおはあらゃんJと 窓越しにおしゃベ

リを楽しんでいく姿は、今までの私が抱いていた学

校のイメージとは辻うものでした

その後は 方れる度に、十■■ができ、幼訛‖かlli同

合にり越しをし、校イトが
'‖

架されるなど次第に大き

くなっていき、平成に入るとtヽ 1打 ll発 に伴う学校半

術」i業がスタート この■業は、|-1「 迪」ll募 金に

よる学校,Httfl11,tや 、校イト,i改築、さらには女了寮、

幼稚卜 体デ,m、 り」
「

寮、■業劇
'レ

ストランの

''i・

lu

lli、 農場のり llし やタト1静

"■
に至るまで、協力会

会11の十子さまから絶えずお1年せいただいたご協力か

あってこそと、ここに政めてよ1謗11し Lげます.

今年、長年に

'1る

濡 打り‖発も遂に,ヒ r.lr線劇 各

力」川通し、 このイヽからは学校川辺 (二 人型庁i衛レ 次`々

と

'1"iし 'と

,上 えるようになりました ただ、広い道

r各 を作るために大きな木が71政なくLJら れ、 ミミズ

クの怯む実すげι場もなくなり どこにでもあるよう

なlll■ になってしまったことが残念でなりません

さて、この変塊の年に、「ネ「|た の会生活ヤ晨 |

としてスタートした学技は80用 11を 迎えました ,山

域と密着した形で,誕 生した「生活学校J.こ の本から、

その成り
'ち

に,(utを |↓ ち■論やll究のテーマにし

た学生さんの,力「1が‖1次 いでいます. こイtは 叫たの伸|

然でしょうが ‖l代 は影り、 ,tの  も41従 の様
「

も

変わりましたが、 人 人仲1性の辻う生徒をひとつ

の型にはめるようなことはせす、人と人との交わつ

の 1で ■きる力をず,ん でいってはしいと01ら れた学

校が、今また求められているのではないでしょうか.

1た名にしたスコーレです力iこ れはスクール (学

校)のイi源 となったギリシャ溜Iの スコレーからとっ

たものです.おそらく%劃1と か余イ,と いうような意

味でllわ れたものが、やがて遊びとなり学びとなり、

またそのための空,1を 意味するようになっていった

ようです. 自分に,え られたII出|を イ「効にllい 、力|

|1好 イテ心を充足する旅に||かけ、lt,1の 娯楽である

学びを楽しむこと力ヽ 本当の意味での |ス コーレJ

であり、本・1の しutで の学校ではないでしょうか

建学の粘 |́「 41活只,教ギ,J‐ すなわち■きることは

人との‖1会いを,」 して、1,段の′F,舌 から学んでいく

こと 自らιえ、決,と し、「Iら ■任を||ら 、1し者の

存在に故意を持ち、他者との交流をまかる このよ

うな人となるように、4i活 し /:ふ  こうヽヽう人を■

||す るスコーレにならんと、また新たな 歩を踏み

‖|し たいと思っています .

この前Jl■にの選,よ をilぎ、ノ` トンをネとさぬよ

う0っ くり′Lっ て行こうと思います どうか、今後

とも変わらぬご支援の社よろしくおlⅢい中し 1げ ま

す

・二
。

・Ｆ
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青空の下、東北大会開催 !

スコーレ幼稚闘 教頭 立花 英子

F成 25年 10月 18 19日 、お人気に恵まれ、素晴ら

しいず「空の ド、第2811東 北jLIX私 1ヽ幼 lll‖ 教,(研修

大会ギ|千 人会が濡岡において‖‖■:さ れました.

18Hは 1ヽ 同市内の幼稚臓10‖ が公開保市、分r「会

を押1当 しました。当幼‖[け は第5分11会 「健
`に

な心

と体を育むJと いうテーマのもとに公開保育を行い、

東北各地から120名 lJの 先′1,方が集まりました。

私・lはそれまでのは内研修において、遊びの中で

,びやすくケガをする子が多くなっているのは体を

動かし思い tl」 り遊ぶ経験が少ないからではないかと

いう‖1題 に蒼日し、卜1に おける遊びの環境について

取り組んでいました。今口1、 このテーマをllき 、子

ども辻が「自らlt戦 したくなる遊びのT・ 境J「 ルー

ルのある遊びを集同1と して楽しむll利 を大切にする

配慮J「 身近にある自然物を利用したり観察したり

する場の設定Jな どについて教師間で討議したり試

したりするなど、さらに内容を深めてきました。

ていろいろな遊びが行われていること、玄 渕から築

山までの画脇にテーブルや丸人があ り、そこから遊

当日は」ll i:者 で

ある大去女子大学

家政学部児■学科

教授の柴崎¬1行 先

4:よ り、陣児数が

多い 11、 い1ま りが

なくうまく1贅 ら{よ っ

びが広がっていく環境が

あること、 菫イド内におい

てはホールを中心として

両側に保育室があ り、遊

びの動級力■まっきりして

いるので子 どもたちがど

う」l`ナ ば,ヽ ヽヽかオつか りや

すいことなどを出:仙 して

頂きました.■年詣令にお

いては、 ヒメ リンゴの

収私やサッカーなどの場1耐 で、お
「

いが

'こ

合えるよ

うな空1111な 西じ意が考えられていることも褒めて11

きました。午後のグループ討議は、多くの先Ji方が

スコーレにおける食市の様子や遊びの環境について

ll心 を示 して ドさるなど充実 した会になりました。

19日 は全体会が盛 司市民文化ホールにて行われ、平

泉文化遺産センター館長の人矢邦11先生から「'F泉

の席史と文化Jについて、記念識演をいただきまし

た。

今口1の 大会を,Ш じて、まだまだ勉強不足な■もあ

りますが、今後も17やかな心 と体をイ,む環境作 りに

むかって、 1`努力していきたいと思います.

インターネットでのこ注文はこちらから

(盛岡産アロニア使用)*内容量/1608
… … … … ¥630oヽ売価格)

¥10,500(20本入]ケース価格)

アロニアは ポリフェノールやカテロイ ドが豊
富て特にアン トシアニンはフルーベリーの約 3
信多 く含 まれており 近年注目されています.

その成分量ゆえに生呆実を食すと渋みと淡い吉
味が残ることから食月には加工するのが一般的
です.事業部では 独自の製法で渋みと吉味を
おさえ 果実の形を残 したブレサーラスタイル
に仕上けました.バンやヨークル トなどでお召
し上がりください.

http://wvvw.patata33.com

… … … ¥84011売価格)

¥4,410(6本入1ケース価格)

ナイアガラぶどうは 完熟 ぎりぎりで収穫す

るので希少価値の高い果実.そ の特徴 はなん

と言 っても独特の香 り お口に合 むと上品な

香 りか
=せ

な気分にさせてくれます.こ のナ

イアガラを1本の瓶に凝縮 させた白濁タイブ

の100・ .ジ ュースに仕上けました。芳香な甘い

香 りと白ぶどう甘 さ liよ い餃味 をお楽 しみ

くださtヽ .

*送llは 別述かかりまつ こ希望により とのほにも箱詰めいたしますので 詳しくは下記のところまでおたすl_く ださい.

(紫波町ナイアガラ使用)*内容量/500ml

岩手県盛岡市向中野553
TEL 019-636-4566 FAX 019-636‐ 0890

お¬い合せは

スコーレ事業部まで

n
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「藍」に染まるスコーレ
盛岡スコーレ高等学校 理科教諭 高原 直人

'I科
では、昨年、徳島

',tか

らアイ (タ デアイ)の

種 rを 分けて頂いたことがきっかけとなり、アイの

栽
'キ

、ツt色 に授業でlRり 相lん でいます。

庭の一部を1,つ て上づくりから始め、

“

イ|は 裁

■、4i某 ■独 葉染め、そして今年は泥喘 (l_般喘)

にも挑1支 しました.力ιllは 、藍の某を

"F紫

で分角|さ

せた後、アルカリの環境 ドで級化させて作ります.

そのI]は 、下水のような臭いかします.,い夏の日、

4:徒辻は、「くさ―いJ と,iい なからも、 熱心にlk

りlllん でいました.

実際に行ってみて、喘 4・ めは』■:に りt深いものだ

と対りました,AF素によるう卜角イ、峻化と避元そして

,1び腰化と、まさに
'1科

教llの↑川:です.白 い布が

11色 に変化していく様 1に 感rlす る′L徒 を,こ ること

もできました. l_に 魅力的です.さ らに喘の11■や

絞り努tめ の技術など、 ll味がそそられる点も多く、

本 1`に 素‖liら しい教イ′でした.

授業外でもハウスで党いでいる41徒、‖
'活

帰りの

生従、たまたま近くにいた■従、訪ねてきた卒業上

などに声をかけると、十,、 快く実1験 に協力してくれ

ました。また、
'I料

の先生方はもちろんのこと、rξ

liな アドバイスをくださった家庭r、  学生向け

ワークショッフで11の絞り染めを一緒に行った芸術

r、 乾燥業でクリスマスリースを市」作した1:業科な

ど、「輛 (愛 )」 を 心として、多くの生従や先生方

に協力ll,い たこと力i、 なによりの1又穫となりました.

平 成 26年 度 盛 岡 ス コ ー レ 高 等 学 校 募 集 要 頂

〈募集内容〉学科 定員 /総合学科 男女 200名  (科目選択の際 調理師免許取得 Iよ 最大 70名まで)

■ 第 [朗オ集                     ■ 第 Ⅱ期募集

日謳期間  平成 26年 i月 8曰            出願期間  平成 26年 ]月 ]0～ 2]Fl
達考曰   平成 26年 1月 11 ¬ 2日        選考曰   平成 26年 ]月 24 25日
遣考方 ■t  面長 課題作文              選考方法  面接 課題件文

合格発表  平成 2641月 20日           合オ
=発

表  平成 26年 2月 4日

入学手続  平成 26年 2月 0日 まで          入学手続  平成 26年 3月 2]日 まで

出校手続曰 平成 26年 2月 ]0日            出校手続日 平成 26年 3月 2]日

■ 学費                       ■ 寮 費

入学金      100 000月           入軍菱       50 000円
施設設備費     50 000円           施設設備菱     50 000周
毎月授業料その他  35 000円           毎月軍費   (男 子)53 500円

(女子)53 000円
0「高等学校等‐t学支 l‐金制度Jに ついて

平成 25年実績として 上記の授業料に対 して毎月 9 900円 の免除があります (保護者の方の市」]村民税所得書I

額等に応 じてF加加算あり).平成 26年度入学生ljら は新制度か適用されま 0.国による新ll度の詳細発表は 平成

26年 ]月 の予定です.

*詳 しくは 盛同ス ]― レ高等―.校 事務局 (電ヨ O]96860327)ま でお |.lい 合わせ ください .


