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　資料室年報 20号をここに発行することができますことを宮城学院のまことの創立者であ

り、導き手である神に感謝するとともに、執筆者、編集者並びに資料室運営委員として尊

い労苦を担ってくださった皆様に心からの謝意と敬意を表します。

　今、宮城学院には十重二十重の荒波が押し寄せてきています。そのことを思いめぐらす

につけ、主イエスと共にガリラヤ湖へ漕ぎ出した弟子たちが、嵐に遭遇した出来事を思い

起こすのです（マルコによる福音書 4章 35節～ 41節）。恐怖に取りつかれた弟子たちは、

艫の方で寝入っていた主を起こし「先生、私たちがおぼれてもかまわないのですか」と必

死に助けを求めます。その時、主は起き上がり、「黙れ、静まれ」と風に命じ、直ちに嵐を

鎮められたのです。その直後、主は弟子たちに向かって「なぜ恐がるのか。まだ信じない

のか」と問い質されたことでした。爾来、イエス・キリストの教会は、自らの存在を、主

の守りと導きに信頼しつつ、海を漕ぎ進む舟として理解し、受け止め続けてきています。

それはまたキリスト教学校としての宮城学院にとっても同様です。それだけに試練が厳し

ければ厳しいほど、嵐を鎮めてくださる主に信頼し、恐れることなく嵐に挑戦していく姿

勢を貫くことが、今の私たちに求められている使命ではないかと思わざるをえません。

　その荒海を乗り越えていくとき、私たちに無くてはならないのは、優れた航海術の指針

です。宮城学院にとっての航海術の指針とは「建学の精神」にほかなりません。それだけ

に在任中にキリスト教学校としての宮城学院の土台をしっかりと据えなおす大事業を果た

された深谷松男元学院長が、「建学の精神を顕すもの―二、三の覚書―」と題して貴重な論

考をこの年報に寄稿してくださったことは望外の喜びです。また、田中弘志元校長が、「激

動の 20年」と題して、宮城学院中高の「制度改革」に基づく民主化の過程を明らかにする、

これまた貴重な論考をお寄せくださいました。更に、清水惠子同窓会長は、「わたしの育て

られた時代」と題して、新制中学第一回の入学生としてご自身がすごした中高 6年間の思

い出を生き生きと綴ってくださっています。

　資料としては 1914 年に制定された「宮城女学校の Constitution( 学校憲法 )」を田中弘志

先生が訳し、深谷松男先生が校閲したものを英文と共に掲載することができました。この

学校憲法の意義に関しては深谷先生が先の論考のなかで触れておられますが、熟読玩味し

ていただければ幸いです。更に、ファウスト校長の卒業礼拝説教、クリーテ校長の説教 4

編も掲載することができました。

　論考と言い、資料と言い、皆様のご協力のもと、いずれも充実した内容のものを収める

□巻頭言

　

　　　　　　　　　　宮城学院学院長　嶋田順好
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ことができたことを心より嬉しく存じます。地道な働きですが、宮城学院のこれからの歩

みを過つことなく進めていくためにも、資料室の働きが極めて重要なことと存じます。そ

れだけに今後とも教職員、同窓生の皆様はもとより、宮城学院に関わるすべての方々から、

資料室への様々なご支援とご理解を賜れることを願いつつ、巻頭言に代えさせていただき

ます。
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　日本の近代史のなかでキリスト教が大きく注目された時期が 2 度あった。それは言うま

でもなく幕末から明治維新にかけての時代と、敗戦後からサンフランシスコ条約締結まで

の時代、すなわち GHQ の統治下にあった時代である。

　黒船来航に衝撃を受けた日本の指導者層は、先進的な西欧文明・技術を移入して日本の

独立を守りつつ近代化をはかることを至上命題とした。その際、宣教師やミッション・ボ

ードの信仰的ヴィジョンとは別に、日本人の側では、生きた英語を学び、先進的文明を知

る窓口として宣教師たちやキリスト教に注目し、接近していったところが大きい。その関

係は概ね鹿鳴館時代までは蜜月と言えたが、その後は大日本帝国憲法、教育勅語、文部省

訓令第 12 号と続く天皇を中心とした国体形成の歩みのなかで、次第に政府も国民もキリス

ト教に対して警戒的になり、さまざまな圧力をかけるようになっていった。すなわち、政

府は対外政策の面ではキリスト教陣営を巧みに利用しつつも、国内統治の面では、反対に

その勢いを削いでいく方向にベクトルを切り替えたことは間違いない。

　一方、戦後の事情はどうだろう。そこにも一種のキリスト教ブームとも言える現象が出

現した。「坂の上の雲」を目指した日本の近代化過程が、敗戦という事実で決定的に挫折し、

天皇という精神的拠り所を失った多くの人々が、アメリカに代表される西欧民主主義に基

づく文明文化に憧れて教会やキリスト教学校の門に殺到した。手元にある日本基督教団年

鑑の資料をたぐると 1950（昭和 25）年には 1 年間だけで受洗者数が、15,765 名に達して

いることがわかる。ちなみに 2011（平成 23）年には 1,314 名の受洗者しか与えられてい

ない。

　ところで大学に関して言えば、カトリックを含め日本の大学生のほぼ 10％が、キリスト

教大学で学んでいることになる。クリスチャン人口がとっくに 0.8％を切り、忠実に礼拝を

守る信徒の割合が、0.2 ～ 0.3％程度にすぎない日本の現実のなかにあって、これは驚異的

な数字である。この事実を決して軽んじてはならないと思う。キリスト教会が規模として

は小さな集団でありながら、それとなく日本のなかにキリスト教を承認する雰囲気がある

のは、まさしく多くのキリスト教学校の存在があり、そこで学んだ多くの同窓生の暗黙の

支持があるからにちがいない。

　しかしながら、これからのキリスト教学校ということを慮るとその先行きはまことに心

もとない。なぜなら団塊世代の多くの志あるキリスト者教員が定年退職して去っていった

あとを、若い力あるキリスト者教員で十分に埋めることができないままだからだ。つまり

□論考１

宣教師を招きいれることの意味

　　　　　　　　　　宮城学院学院長　嶋田順好
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キリスト教学校の教育の現場で、キリスト教人格教育を担うキリスト者教員が払底しつつ

あるのだ。

　世間から見た場合、明治の頃は文明の窓口としてのキリスト教学校に魅力があり、戦後

は民主主義のモデルとしてのキリスト教学校に魅力があった。しかし今の日本のキリスト

教学校に、この世の人々は、どのような魅力を感じているのだろうか。いろいろ課題はあ

るにしても文明という点では、立派に日本は先進国入りを果たし、平和と繁栄を享受する

民主主義国家の形を整えることができている。つまり、かつてのキリスト教学校が看板と

してきた「文明」も「民主主義」も「英語教育」も日本人は手に入れ、とっくのとうにキ

リスト教学校より先を行っているというのが実情ではなかろうか。にもかかわらず未だに

古きよき時代の一枚看板を喧伝するのは時代錯誤と言われても致し方ないことではないだ

ろうか。

　実際、英語教育に力を入れる学校は数多あり、文化ということに関しても、西欧はもち

ろんのこと、アジア、アフリカ、中南米などの様々な地域の文化や歴史を学ぶカルチャー

センターに至っては掃くほどもある。もはやかつてのブランド力を担保したキリスト教学

校の看板は、皆、賞味期限切れになって久しい。それでもその遺産にしがみついているだ

けであれば、時代錯誤と言われても致し方ない。つまり、時代の最先端を行っていると思

っていたキリスト教学校は、この世のニーズという観点から言えば、いつのまにか旧態依

然のまま、時代の後塵を拝しているということはないかということを真摯に省みる必要が

あろう。

　いやいや「人格教育に関してはまだまだ他の学校に比べれば…」と抗弁したくもなるだ

ろう。確かにそれぞれのキリスト教学校が醸し出すエートスというものは一朝一夕で築け

るものではなく、また一朝一夕で廃れるものではない。そのことを承認しつつも、事実、

志あるキリスト者教員、職員が減少していけば、一体、なにをもってキリスト教学校は信

仰に基づく人格教育を担保することができるのだろうか。　

　キリスト教学校の将来を思いめぐらせば途方に暮れざるを得ない。しかし、打開策がな

いわけではない。今こそキリスト教学校が真の意味で志ある外国人宣教師を学校に招き入

れ、キリスト教学校ならではの特有な教育プログラムを展開していくことである。もちろ

ん、その場合の外国人宣教師は欧米に限らず、アジアで最も強力なプロテスタントのキリ

スト教国である韓国の宣教師を招くということも十分に考えられるべきであろう（1）。

　中学校・高等学校で教育宣教師を迎え入れる時、ほとんどのキリスト教学校は、英語教

員、あるいは海外語学研修引率要員程度にしか考えていないのではないだろうか。しかし、

本当に重要なことは宣教師が母国に持っているキリスト教のリソースをどれだけ真剣に、

十分に、実質的に学校の教育プログラムのなかで活かし用いるかという工夫であろう。そ

(1) 本来の宣教師は外国のミッションボードが、経費を負担して日本に派遣する人物を指すが、ここでい

う宣教師とは、日本の学校法人が経費を負担して招く「招聘宣教師」ということを意味している。
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こで公立学校や一般の私立学校などでは決して実現できないキリスト教学校ならではのオ

リジナルな深く豊かな異文化交流プログラムを企画するということである。

　前任校の青山学院大学には、米国の合同メソジスト教会宣教師のシュー・土戸・ポール

という同僚がいた。現在彼は青山学院宗教部長として大活躍しているが、高校時代に仙台

育英高校に交換留学していた人物である。出身地オハイオにあるオハイオ・ウェスレアン

大学のキリスト教活動センターとタイアップし、同大学の学生が参加しているハビダート・

フォア・ヒューマニティの活動に、青山学院大学の学生も相乗りできるようなプログラム

を企画した。この NPO は、カーター元大統領が設立した NPO 団体だが、家を持つことがで

きない貧困層のために、世界中で住宅を建設する活動を展開している。オハイオはシュー

宣教師の出身地ということもあって地域の合同メソジスト教会の協力も容易に得ることが

でき、学生たちは、教会員の家庭にホームステイし、土曜日、日曜日には教会の礼拝や様々

な交流プログラムにも参加することができた。しかも貧困層のための住宅建設のボランテ

ィアということもあって、観光旅行では決して触れることができない米国の社会的な課題

を学ぶ機会も得たのである。おざなりのありふれた海外語学研修などでは決して味わえな

い学生交流、地域住民との草の根交流、キリスト教文化体験、格差社会米国の貧困問題理

解など濃密な体験を得ることができ、参加学生の満足度は、極めて高いものがあった。

　宮城学院の場合は、東北学院同様、合衆国改革派教会（The German Reformed 
Church=The Reformed Church in the United States）が派遣した宣教師によって創立さ

れた（2）。しかしながら中学、高校、大学を含め、現在の宮城学院には、宣教師は一人もいな

くなってしまった。資料室が作成した在職宣教師一覧によれば、戦後でも 70 年代までは、

少なくとも 7-8 名の宣教師がこのキャンパスで働いていたことがわかる（表参照）。かつて

と今日のこの落差は、宮城学院のキリスト教教育ということを考察する上で、看過できな

い質的転換を意味しているのではないだろうか。

　80 年代以降、宣教師がどんどん減少していった最大の理由は、ブレトンウッズ体制の崩

壊と言えよう。戦後一貫して保たれていた 1 ドル＝ 360 円という固定相場が、1971（昭和

46）年のニクソンショックにより、その年の 12 月には 1 ドル＝ 308 円にまで切り上げられ

てしまった。さらに 1973（昭和 48）年 2 月から 3 月にかけて、日本を含む先進各国は、

相次いで変動相場制に移行した結果、70 年代末には、円の対ドル相場は約 180 円にまで切

り上げとなってしまったのである。アメリカの教会にしてみれば、一人の宣教師を日本に

派遣する経費が、10 年足らずの間に一挙に倍に膨らんでしまうことになったのだから、到

底これまで通りの人数を日本へ派遣し続けることは困難となる。それと並行するように、

アメリカのプロテスタント諸教会の間では、先進国の仲間入りした日本にいつまでも高い

(2) 合衆国改革派教会は、アメリカ国内のエキュメニカルな動きのなかで、1934（昭和 9）年に ERC
（The Evangelical and Reformed Church）となり、更に 1957（昭和 32）年の再合同により、現在は

UCC（The United Church of Christ in U.S.A.）となっている。 
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経費をかけて宣教師を派遣し続けるよりも、はるかに困難な状況に直面しているアフリカ

へ多くの宣教師を送るべきだとの宣教方針の転換が起こったことも日本における宣教師減

少の動きに拍車をかけた。

　いずれにしても合衆国改革派教会のミッション・ボードによって創立されたミッショ

ン・スクールの宮城学院が、このまま宣教師不在の状態で歩み続けてよいのかという問い

が残る。ミッション・スクールの原点に立ち返って、宮城学院が経費を負担する形で、志

の確かな宣教師を招き入れ、建学の精神に即した、しかもこの世のニーズにも応えること

のできる他校には見られない英語教育、魅力ある異文化交流プログラムを展開していくこ

とは大切な課題ではなかろうか。
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在職宣教師の人数一覧

　　年 人数 　　年 人数 　　年 人数 　　年 人数

1886 明治 19

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912  大正

1913

1914

1915

1916

1917

1918

　2

　2

　3

　2

　2

　3

　3

　5

　4

　2

　2

　3

　3

　4

　9

　7

6

5

5

4

6

9

12

11

7

8

7

7

6

7

9

9

10

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926  昭和

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

12

12

13

12

13

15

12

13

13

14

15

13

14

11

13

14

15

12

12

13

11

12

8

1

1

0

0

0

7

8

15

15

13

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

13

16

14

18

16

17

15

11

12

10

13

11

9

10

9

8

8

10

10

10

8

10

12

8

7

8

7

6

6

5

4

4

6

1985

1986

1987

1988

1989　平成

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6

6

5

5

5

5

5

3

3

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

0

0

1

2

2

2

2

3

3
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１．建学の精神とその明確化

　私学には、それぞれ、その学校又は学園が設立された不動の基本的目的又は教育理念が

ある。建学の精神である。この独自の建学の精神を有する点において、私学は国公立の学

校とは異なる。1998（平成 10）年大学審議会答申（後出）がこのことを指摘し、私学は建

学の精神を明確にするように、と答申している。宮城学院も同じであって、建学の精神を

堅持してこそ、宮城学院はその存続を許されるものと解すべきである。主なる神の前に、

そしてまた社会に対して。

　仙台の地にプロテスタント・キリスト教会を建設することと並んで、キリストの福音に

基づく女子教育の大切なことを自覚し、その開学に奔走した押川方義その他日本人キリス

ト者たちと、それに協力し、万里波頭を越えて未知の仙台に来て、キリスト教に基づく女

子中等教育の学校を創設し、その教育に尽くした初代校長リズ・プールボーたち及びそれ

に続く宣教師たちは、神からの使命としてこれに仕えたのであり、彼女たちを送り出し、

その後第二次大戦後にまで資金を送り支援し続けたアメリカのジャーマン・リフォームド

教会は、神の事業としてこの学校のために祈り、献金を捧げ続けたのであって、その上に

は、主なる神が立っておられ、神こそがこの学校を建てたもうたことを語っておられる。

現在もそうであり、そして、福音主義キリスト教に基づく教育というその建学の精神を堅

持する限り、この学園の存続を許し、守りたもうことを示しておられる。

　それとともに、今日の社会にあって宮城学院が宮城学院であり続けられるのは、この建

学の精神のゆえであって、このような教育のゆえにその存続を許されていると認識すべき

である。なぜなら、建学の精神の曖昧な学校は、国公立学校の数のうえでの補充に止まり、

その存在の必然性はなくなるからである。そのような学校は、国公立学校の経営主体であ

る国の教育政策の如何により、容易にその根を切られる危険性を帯びることになる。

　かつて、私が宮城学院長を務めていたころ、「キリスト教主義は売り物にならない。」と

の声を聞いた。格別考えた上での発言ではなく、受け売りのようであって、キリスト教主

義をかざしているだけでは経営は成り立たない、という経営本位で建学の精神のことはあ

まり考えないところから出たものであった。もとより、キリスト教を売り物にしてはなら

ない。また、教育は決してセールスではない。しかし、何にも勝って隣人愛に立つ学校で

あるから、この社会のこの時代及び次の時代に生きる人々のために、カリキュラム改革を

し、ふさわしい人材を集め、社会のいわば真のニーズに応える教育を展開する努力は常に

□論考２

「建学の精神を顕すもの ― 二、三の覚書 ―」

宮城学院元学院長・名誉理事　深谷松男
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必要である。もちろん、宮城学院では、今日、一際その努力がなされていると推察する。

ただ、その際、改善・改革に急なあまり、建学の精神を薄めたり、曖昧にしたりしてしま

ってはならない。それは、角を矯めて牛を殺すの類いである。

　建学の精神は、常に明確にされているべきものである。どっしりと背後に控えているの

でよいが、いつでも鮮やかに示されるべく、学園の各部門、その働き万般、また重要な計

画など、それらのあらゆる側面において、そして特に学園の中枢において、明確にされて

いるべきものである。それ故、絶えずその明確化の努力が求められる。

　ただし、建学の精神はいたずらに成文化すべきものではない。不用意な成文化は成文律

になりかねず、それは律法主義の教育観に落ち込む危険性をはらむからである。『礼拝ガイ

ドブック』や『宮城学院最近 10 年史』の冒頭等、宮城学院の刊行物には、建学の精神につ

いて文章化されたものが載っているが ― 事実、私もそのいくつかを書いたが ―、それは決

して成文律化ではなく、時代に対する明確化の作業の一つと理解されるべきである。

　さて、本稿の題は「建学の精神を顕すもの」とした。建学の精神の堅持に資するため、

その明確化をいくつか固定した仕方で顕すもので、宮城学院には色々とある。その仕方は

多面的であるが、随所に見ることができる。具象化され、目で見える形の中に込められて

いるもの、言葉に集約されているもの、基本的文書に記されているもの、目で見るもの、

耳で聞くもの等々である。

　目に見える形の中に込められているものとしては、誰でも気づくことであろうが、宮城

学院の美しいキャンパスは、十字架を高く掲げたチャペルを中心に大学と中高の校舎が配

置されるという基本的な構図になっている。これは、訪問者に、一目してキリスト教主義

の学園であることを知らせ、頷かせる。しかも、チャペルはキャンパスに入ると、中央の

広い美しい庭園の正面に立っており、その高い十字架は、学生・生徒たちはもとより、中

央の広い芝生に遊ぶ園児たちにも、宮城学院の上にキリスト教の神がおられることを自ず

と感得させ、あるいは記憶の底に深く留めるものを持っている。日々に仰ぐ十字架、しか

も、その塔に設置されたカリオンから定時に響く讃美歌。卒業後しばらくしてから、これ

らのことを思い起こして、礼拝及び入学式・卒業式の式次第、その他学園生活の中の諸種

の光景の意義を改めて納得するという人の話を、よく聞く。しかし、これについては、こ

のキャンパスと礼拝堂、校舎、講堂等全ての設計をした一粒社ヴォーリズ建築事務所の創

設者・宣教師ウィリアム・メレル・ボーリズの言葉、「校舎が建学の精神を顕す」を記すに

止める。

　見えるものとしては、また、校章がある。これについては戦後に校章中の「鳩」が「平

和」を意味するとの誤解が広がっていたが、「鳩」は「聖霊」を意味するものであること、

及び、このことは校旗・校章制定者の説明が残されているので明らかであることについて

は、初めに学院報（1999（平成 11）年 11 月号）の巻頭言で明らかにし、小著『キリスト

教学校と建学の精神』142 頁以下においては、その聖霊と開かれた聖書の意味を中心に説
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明しているので、それに譲る。

　他方、形ある物に顕されてはいないが、重要な物がいくつかある。このようなものの重

要性は語り継がれることが大事で、その意味で建学の精神は何よりも歴史によって培われ

る。本稿では、建学の精神を明確化するためになされたいくつかの私も関わった取り組み

につき、その語り継ぎのための一つの覚書として、二、三記すことにする。

２．礼拝ガイドブックとスクール・モットーについて

　宮城学院のスクール・モットーは『神を畏れ、隣人を愛する』である。これは、2000（平

成 12）年 7 月 18 日の理事会において決定された。それは、『礼拝ガイドブック』作成発行

の延長線上においてなされた。

　『礼拝ガイドブック』の初版は、これより先、2000 年 3 月 25 日、キリスト教センター

から発行された。その作成・編集に当たったのは、キリスト教センター運営委員会である。

キリスト教センターは、学院全体の礼拝、キリスト教関係の研修会、文書発行及び関係諸

行事を担当し、建学の精神の堅持・実現を進める重要な部局であり、それ故、資料室と共

に学院長に直属する位置付けとなっている。しかし、私が学院長に就任した当時は、その

事務室は本館一階の財務部室の奥の書架等で仕切られた空間に、資料室と同居していた。

今からは想像もできない。そして毎月、『Glory to God』（月報）なる印刷物その他を学院

内に出していた。そのような状況の中で、宮城学院が建学の精神を堅持してキリスト教学

校としての教育を進めるには、何よりも全学院礼拝、また大学、中高及び幼稚園の各礼拝

が重視されるべきであり、それには、礼拝についての解説書を作成する必要があると考え、

これをキリスト教センター運営委員会に諮り、センターの総力を集中してそのガイドブッ

クの作成に取り組んだ。

　就任した 1999 年夏前から、その準備を始めた。センターの鈴木正昭主任は既に他の学校

の関係資料をかなり集めており、それは大変役立った。そして、私の提案になる全体構成

により分担執筆をした。「聖書と讃美歌について」、「教会について」、「教会暦とキリスト教

行事について」及び「中高の宗教活動について」は、中高聖書科担当の伊藤香美子先生が、

「キリスト教に似てそうでないものに対する注意」と「大学の宗教活動について」は大学

宗教センター委員長の小幡忠夫先生が、その他の「はじめに ― 建学の精神について」、「礼

拝について」、「礼拝堂（チャペル）について」及び「力となる聖書の言葉」は私が執筆し、

終わりに私が全部の文章を整え、出村彰理事にも目を通してもらって仕上げた。そのとき、

宮城学院の歴史については、理事の渡邉弘道先生の話を聞くことができたこと、「聖書」と

「チャペル」については、理事の大沼隆先生が参考資料をもって来られて大変貴重な助言

をして下さったこと、また「主の祈り」の英語訳については、大学の新免貢先生が学院長

室に来られて所見を話して下さったこと等も、懐かしい思い出である。
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　これは、中高生全員と大学新入生及び教職員全員にまず配った。二学年以上の大学生に

は全員配布の実務が困難なので、希望者に渡すことにしたが、チャペルのすばらしいステ

ンド・グラスを表紙と裏表紙に用いた装丁が新鮮なためもあってか、大学礼拝の度に求め

ていく学生が多くなっていったことを覚えている。

　このガイドブックはその後毎年春に版を重ね、若干の追加はあったが、その内容は「建

学の精神について」をはじめほとんど変更はない。そして、次第にその力を発揮し、存在

感を増していった。それが実際に捧げられる宮城学院のそれぞれの礼拝と共に、建学の精

神を顕す役割を果たしていることは、改めて言うまでもない。加えて、私の在任中で言え

ば、大沼隆先生が宗教総主事として細部に十分の配慮をもって礼拝その他キリスト教教育

の指導に当たられたことが、また大きかった。

　『ガイドブック』で建学の精神について書いたことから、翌年、宮城学院中期教育計画

のため各学校からの中期教育計画を取りまとめるに当たり、建学の精神を更に整えたもの

にすることになり、その話し合いが持たれた。そのメンバーは、私の他、安部元雄学長、

鈴谷輝秋校長、大沼隆理事、大曾根良衛理事の皆さんであったと記憶する。その会合にお

いて自ずとスクール・モットーの話が出て、大曾根先生はスクール・モットーを掲げるべ

きであると特に強く話され、青山学院やキリスト教教育学会その他におけるご自身の見聞

と考察を述べられたのを記憶している。そして、その２回目にか、私は《神を畏れ、隣人

を愛する》をスクール・モットーとすることを提言した。

　宮城学院には、100 年を越える歴史にもかかわらず、それまでスクール・モットーなる

ものはなかった。創設者をはじめ先人は、このようなものを考えなかったようである。聖

書に基づき、礼拝を第一とする全人教育を推進するという目標において、教職員全員は自

ずと一致した言動をもって生徒に接し、生徒の多くが教会に出席し、洗礼を受ける者も多

く、日々聖書と礼拝を中心とする学校であったからであろう。

　しかし、上級の学科課程を作り、教師編成の多様性が高まると共に、学校の教育と組織

をより強力に整備充実する必要が生じ、アレン・K・ファウスト校長就任の翌年、1914（大

正 3）年、宮城女学校の「学校憲法（Constitution）」が制定された。その第２条に明記さ

れた宮城女学校の目的は、極めて明解にキリスト教学校教育の目的ないし理念を語ってい

る。すなわち、

「第２条　宮城女学校の目的は次の通り。①キリスト教の諸原理との調和において十全の

一般教養教育を施すこと。②神と隣人に十分に仕える者となれるように、少女及び若い女

性の体と心と魂とを鍛錬すること。（私訳）」

　この学校憲法については、小著『キリスト教学校と建学の精神』147 頁〜 150 頁及び 183
頁に紹介及び解説を書いたので割愛するが、戦前の宮城女学校につきその建学の精神を明

確に顕し続けたのは、これであった。そして、戦後、時代はキリスト教学校としての宮城

学院にほほ笑んだように見えたが、同時に、この学校憲法第２条は忘却のかなたに消えた。
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戦時中に宣教師に代わった日本人校長は、「私の教育の基本は教育勅語以外にない」と学校

刊行物（『橄欖』17 号）に書き、非キリスト者の理事長の下、学制改革（1943（昭和 18）
年の中等学校令）と県の指導に押し切られる形で寄付行為から「キリスト教ニ基ズク」を

削除するなどの変貌があったが（これらについても、小著・前掲参照）、戦後、教育の自由

が回復しても、戦時中の変貌についても『学校憲法』についても語られることなく学校経

営は進められた。すなわち、アメリカの信徒たちの献金により校舎回復を果たし、軍国主

義ならざる教育への国民の渇望と学制改革の時流に乗る発展の中で、『学校憲法』は省みら

れなかったのである。

　創立百周年に編纂された『天にみ栄え ― 宮城学院の百年 ―』も、この学校憲法を「寄付

行為」として紹介するに止まっている。しかし、これは寄付行為では決してない。学校憲

法は、その規定事項の領域はほぼ今日の寄付行為のそれと同様であるが、肝心な点は、当

時、寄付行為と言えば財団法人のそれで、それを許可するかしないかは国の自由裁量の下

に置かれたし、現在でも学校法人寄付行為は国の認可がなければ発効しないものであるが、

『学校憲法』は国の意向を伺うことなく、自律的に定めたもので、まさに自主的という点

で、『学校憲法』と訳し理解するのが適切である。しかも、その内容は、本学院の建学の精

神の集約と見ることもできる他校にも例の少ない歴史的遺産で、今日でも、中高・大学を

問わずキリスト教学校の教育目的を正しく明確に表すものとして重要である。

　ところで、他のキリスト教学校の中には、青山学院の「地の塩、世の光」、関西学院の

“Mastery for Service”、東北学院の “Life, Light and Love for the World”、金城学院と

北陸学院の「神を畏れることは知恵の初め」、東京女子大学の「すべて真実なこと」、フェ

リス女学院の “For Others”、酪農学園の「神を愛し、人を愛し、土を愛す」（三愛精神）

など、いずれも意義深いスクール・モットーがある。これらの成立には、信仰篤い指導的

教師のよく語られた言葉であることが多く、その他それぞれ特有の事情があって歴史の中

で定着したものであり、殊更にスクール・モットーとして決めたのでないのが通常である。

　これらに比し、教育の根本理念ないし学習の基本目標を簡明に顕すスクール・モットー

すなわち建学の精神を、教職員と学生・生徒及び同窓会その他宮城学院関係者相互の間で

日常的に確認できる簡潔な表現形式で持っていなかった宮城学院としては、このようなス

クール・モットーは会議において決めることになる。そして、それを、今、立てることは

必要妥当なことであり、それには学院憲法第３条等に倣いつつ、《神を畏れ、隣人を愛す

る》が最も良い、と判断してこれを提案したのであった。

　２０世紀から２１世紀という現代、「世界いまは人道主義とぜにの音といずれわかたずた

だに鳴りわたる」（中村三郎）と歌われ、さらに国際化と日本主義ナショナリズムが錯綜す

るという先行き不透明の霧の中を手探りする若者たち、その精神面は、暗黙の競争の中で

の孤立感にもがく自己中心性からさらに、「人を殺してなぜ悪いか」、「人を殺してみたかっ

た」と言うに至る未定形のニヒリズムをはらみつつも、確かな支えを求めている。このよ
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うな時代に、国策としてよりも、神から信託され、人類世界から期待される教育を自覚す

るキリスト教学校のスクール・モットーは、まず何よりも「神を畏れ」でなければならな

いと考えた。

　この「神を畏れ」については、小著『キリスト教学校と建学の精神』や『こころを高く

あげよう』において随所に語ったので、ここでは関係聖句を上げておくに止める。

　詩編第１３０編１〜４節：“ 深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。／主よ、この声

を聞き取ってください。／嘆き祈るわたしの声に耳を傾けてください。／主よ、あなたが

罪をすべて心に留められるなら／主よ、誰が耐えましょう。／しかし、赦しはあなたのも

とにあり。／人はあなたを畏れ敬うのです。”
　己の心の底にあるものを見つめて、「深い淵の底」にあることを覚え、神が我が内なる「罪

をすべて心に留められるなら、誰が耐ええよう」と省みるとき、「しかし、〔キリストによ

って〕赦しはあなたのもとにあり、人はあなたを畏れ敬うのです。」と、詩人は告白する。

ここに「神を畏れ」がある。これはまた、神のみを畏れて、他の何ものも恐れない自由と

平安へと至らせる。この畏れと自由は、礼拝において与えられる心である。

　「隣人を愛する」については、ルカによる福音書第１０章２５〜３７節にある良きサマリ

ア人の譬えを熟読し、「行って、あなたも同じようにしなさい。」を、自分への神からの呼

びかけと受け止めるとき、社会の重荷を負う人への視線は変わり、学習目的は高められ、

人格形成の基礎が据えられる。利己性を越えて平和的社会を形成しようとの自由な主体的

人格形成へと進むのである。このような願いをもって、これをスクール・モットーにする

ことにした。

　もっとも、その時、二つのことへの考慮もした。一つは、聖学院大学・中高のスクール・

モットー「神を仰ぎ、人に仕える」であるが、２０世紀にヒューマニズムの限界を知った

キリスト教学校教育においては、上記のように「神を畏れ」がより良いと考えた。もう一

つは、中高校舎内に掲額されている福井喜江元校長の揮毫『神を畏れ人を尊ぶ』のことだ

が、「神を畏れ、隣人を愛する」がなお良いと判断した。揮毫の「人を尊ぶ」は新憲法の個

人の尊厳性の尊重がその背後にあるものと思われるが、むしろ主キリストの教えに従って

「隣人を愛する」を率直に出した方がよいと考えた。なお、金城学院と北陸学院のように、

同じ文言をスクール・モットーとすることは、キリスト教の伝統が近い場合に見られるが、

宮城学院のこれと同じものを、他に私は見ていない。

　この提案には、中高の鈴谷輝秋校長が即座に賛同された。他の人たちもすぐ同意され、

これが 2000 年 7 月 18 日開催の理事会において全員一致で承認された。そして、今日、ス

クール・モットーとして宮城学院においてすっかり定着している。

３．寄付行為目的条項の改正について

　これは、学校法人宮城学院寄付行為第３条の改正のことである。かつてその第３条が「本
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法人は、福音主義のキリスト教精神に基づき、且つ教育基本法及び学校教育法に従い、女

子に学校教育を行うことを目的とする。」となっていたのを、2005（平成 17）年 10 月 25
日の理事会決定及び評議員会の同意により、「本法人は、福音主義のキリスト教に基づき、

教育基本法及び学校教育法に従い、女子及び幼児に学校教育を行うことを目的とする。」と

改正したのである。第３条は建学の精神を顕す重要なものの一つであり、この改正は、そ

のより適正な明確化を図ろうとしたものである。

　私がこの第３条を見て、これは良くない、改正すべきであると思ったのは、それより７

年前に溯る。1998 年晩秋、当時、金沢大学にいた私のところに宮城学院から、松崎粲理事

長、出村彰理事及び木口倉之助事務局長が来訪し、学院長に就任してほしいとの理事会決

定に基づく正式の招聘があった。出村理事は教会青年会時代からの友人であり、わが家に

来泊したこともあって、妻もご挨拶のため会場のホテルのロビーに行ったが、結局、この

招聘挨拶の場に同席することになり、宮城学院からの丁重なご挨拶を二人でお聞きした。

私の受諾の決断には、妻も同席したことは結局良かったと思っている。その席上、ご趣旨

を伺い、宮城学院につき基本的なことをお聞きし、受諾の内意を表し、散会になるところ

で、私は、宮城学院の規程集と歴史書があれば送ってほしいとお願いした。そして、日な

らずして、木口局長から『宮城学院規程集』と『天にみ栄え − 宮城学院の百年 −』が送られ

て来て、大学院研究科長としての多忙な時間の合間にそれらに目を通していたとき、この

第３条に突き当たり、「これはどうしたことであろう。ここには、基本的に重大な問題があ

る。将来、修正しなければならない。」と考えさせられたのであった。

　学院長に就任してから、この問題意識は時々脳裏に浮かんだ。しかし、その度に、これ

は理事・評議員、教職員等のみなさんがこの問題性を理解し、改正は当然と受け止めるよ

うになるまで、キリスト教学校の使命と宮城学院の建学の精神につき語り続けたうえでの

ことである、と考えた。そして、学院報巻頭言の執筆や学内での挨拶等の準備の度にしば

しば、祈りつつこのことに思いを巡らせた。

　そのうちに、寄付行為のこの重要部分に修正を加える機会は、意外に早く外から来た。

文科省が私立学校の運営につき理事長のリーダーシップを強めようとの意図その他から私

立学校法の改正を進め、それに応じて寄付行為の一部を改定しなければならなくなったか

らである。この私立学校法の改正とそれによる寄付行為の中枢部分、特に理事会に関する

部分の変更については、その施行細則の変更と共に、別に資料を整えて取り上げるべき事

項なので、それには触れないこととするが、これらの変更の原案作成を進める過程で、私

は、この第３条を上記現行条文のように改正すべきことを時にはキリスト教会と宮城学院

の歴史に溯り、あるいは憲法・教育基本法との関係にも亙りながら丁寧に説明した。理事

の皆さんはこの問題の本質を的確に理解されて審議は進み、理事会及び評議員会は十分に

納得して上記の改正がなされた。文科省もこれを認可した。

　寄付行為の第３条は、その前文と共に、宮城学院の建学の精神を顕す最も重要なものの
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一つであり、それはまた寄付行為のキリスト者条項や理事被選出資格その他の条項の基礎

となるのみならず、他の各種の規程・規則の重要事項を根底から支えている。そこで、旧

第３条と現行の第３条とを比較して見ていただきたい。

　まず第一点は、旧規定では「福音主義のキリスト教精神に基づき」とあったのを、新規

定は「福音主義のキリスト教に基づき」に改めたことである。一体、「キリスト教精神」と

は何を指すか。一見分かっているようであって、明瞭ではない。それは、時代と社会の変

遷の中でキリスト教と関連して発生した又はキリスト教から派生した諸種の思想や文化を

含むもので、キリスト教そのものではない。つまり、源泉としてのキリスト教そのもので

はなく、それから発生したもので、その内容は若干の変異も含み、近代市民社会の精神文

化一般と同様のものと受け止められることもあろう。その曖昧な広がりの中では、簡明直

截に人間精神の根底に迫る「神を畏れ」を真っすぐに語ることは弱くなり、神を仰ぐ良心

は萎えて、一見力あるごとき哲学的観念に取って代わられたり、世俗的知恵を加えて薄め

られたり、あるいは一部の力あるグループによって棚上げされたりして、建学の精神が有

名無実になることが生じ得る。

　福音主義のキリスト教とは、神の子イエス・キリストによってのみ神の前に義とされる

と信じ（信仰義認）、神の前に畏れひれ伏し、それ以外の何物をも恐れない良心の自由に立

つ（キリスト者の自由）、いわゆるプロテスタント・キリスト教である。それゆえに、それ

はこの世のいかなる権威・権力にも屈せず、ただ神の栄光のために隣人に愛をもって尽く

す生き方へと導く。前述のスクール・モットー「神を畏れ、隣人を愛する」とは、これを

一言に言い表そうとしたものである。この改正は必須だったのである。

　なお、寄附行為の前文にも「福音主義のキリスト教精神を基調として」との表現があっ

たが、これも同時に「福音主義のキリスト教を基調として」に改正し、併せて「真摯敬虔

なる校風」を「敬虔にして自由な校風」に改めた。上述のところから、これらの変更は当

然と理解されよう。

　第二の改正点は、「福音主義のキリスト教に基づく」と「教育基本法云々」との間の「且

つ」の二字を削除したことである。「且つ」という接続詞は同等の重みを持つ併存的なもの

を並べ繋ぐ意味で使う言葉であり、これを削除することによって、前者の「福音主義のキ

リスト教に基づく」は、何の補充もなしにそのままで本来の意義を発揮するものとなる。

すなわち、福音主義のキリスト教が宮城学院の存立の唯一の基礎であり、そのすべての判

断の根本的基準であることを明白にする。それにより、「福音主義のキリスト教に基づく」

ことが「教育基本法及び学校教育法に従うこと」に優先するとの位置付けを明確にしたの

である。「福音主義のキリスト教に基づく」ことは、神が先人たちを用いて建てた宮城学院

の歴史を通じて不動の生命線なのであって、国の政治の動きによって改正の有り得る法令

よりももっと根本的に重要なものであることが、これで明確になったのである。その上で、

教育基本法に対する現時の自由な判断によって、これに従い、国の教育法制を遵守するの
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である。なお、関連して、昭和期の十五年戦争時代に、国の文教行政権力が本学「宮城女

学校」に対して「教育目的ノ中心点ヲ『皇国民ノ錬成』ニ置クベキコト」を迫り、財団法

人化に追い込み、本学はその寄付行為の目的条項に『教育勅語ノ聖旨』を入れ、最後には、

キリスト教を削除するに至ったことを、歴史の教訓として思い起こさなければならない（前

述２の関係箇所を参照）。

　第三の改正点は、「女子に学校教育を」とあったのを、「女子と幼児に学校教育を」と改

めたことであるが、これは格別の説明を要しないであろう。「女子」のままで来ていたのを、

機会が与えられて本来なすべきであった改正を行ったのである。

　このようにして改正された現在の寄付行為第３条は、その前文と共に、建学の精神を顕

す最も重要なものであり、寄付行為の下に、寄付行為施行細則、理事会関係規程、大学学

則、教授会規程、中高の学則、幼稚園園則その他の諸規定がおかれて、この第３条はそれ

らの基本であり、宮城学院の理事会、大学教授会その他全学院の各種会議は、最終的には

ここに立ち返って判断し、事を決することになる。

４．いわゆるキリスト者条項について

　すべてのキリスト教学校において、学院長、学長など重要な指導的立場に立つ役職者の

資格につき「キリスト者でなければならない」と定めるキリスト者条項又はクリスチャン

コードと呼ばれるものがあることは、よく知られている。この制度もまた、建学の精神を

顕す重要なものの一つとあって、キリスト教学校として当然の制度である。それをどの役

職に限るか、あるいはどのような割合で示すかはそれぞれの学園により若干異なるが、宮

城学院は、寄付行為第５条において、「本法人の学院長並びに学長、高等学校長及び中学校

長は、福音主義のキリスト者でなければならない。」と明確に定めている。幼稚園長につい

ては、大学附属ということで、特に定めていないものと推察する。もちろん、理事長につ

いては、第９条２項に「理事長は福音主義のキリスト者でなければならない。」と明記され

ている。なお、理事については、かつて私の在任中は理事総数の４分の３以上がキリスト

者であることとなっていたが、現在では理事のうち９名以上（理事の最多数は１７名）、ま

た監事２名中１名がキリスト者でなければならないとなっている。

　宮城学院の歴史において、キリスト者条項が現れる最初は、私の知る限りでは、前述の

『学校憲法』に日本人理事につき「日本基督教会の信徒」と明記されたことであろう。こ

れはキリスト者の中でも特に、当時、ミッションと協力して宮城学院（宮城女学校）を支

えていた日本基督教会の信徒に限るための条項であり、日本基督教会（特に東北中会）と

の協力関係を示すためのものであって、今日のキリスト者条項とは異なる。他方、同じく

異なるものでも、次のことは、絶対に忘れてはならない無惨なことである。1942（昭和 17）
年 1 月、「本法人理事ヲ基督教信者ノミニ限定セズ」と、理事会が反対の定めに切り替える
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という事態が起こった。その前年、国からの圧迫により財団法人化させられ、目的条項に

前述のように「教育勅語」を入れさせられ、日米開戦により宣教師を排除された理事会が

取った決定であった。そしてキリスト者でない地元の実業家や公職者が続々と理事会に入

る。その中には、大政翼賛会地方幹部や宮城女学校を世論の姿を取って攻撃しここまで追

い込んだ権力迎合の新聞関係者もいたのである（これについては、小著『キリスト教学校

と建学の精神』167 頁を参照）。

　しかし、これらに比すれば、現行のキリスト者条項は、建学の精神であるキリスト教に

基づく教育を行うことを示すもの、しかも、それを担う教師陣容の最高責任者につき明確

に顕そうとするものである。昭和の戦争期に上記のごとき無惨な歴史のあったことの反省

を忘れずに、これを堅持しなければならない。これを安易に変えるなら、宮城学院の教育

は内部から崩れると言えよう。

　ところで、その中でもここでは「学長のキリスト者条項」を取り上げる。それは、この

ことが問題になったことがあるからである。21 年前の 1993（平成 5）年 10 月、教授会が

前述寄付行為第 5 条の学長キリスト者条項を廃止することを議決して理事会に提出し、翌

年 2 月 15 日、臨時理事会はこの件を可決したが、評議員会では可決されず、やむなく寄付

行為施行細則に同旨の規程をおくことにしたところ、文部省がこの細則を問題にし、施行

細則改正も取りやめになったという。その凡そ 10 年後になるが、2002（平成 14）年 11
月に、学長名で、教授会のあの時の決議は教授会では今も有効であり、理事会はその要請

をどう考えるか、と理事会に問うて来たことがあり、私は学院長としてそれに関わった。

特に、理事会の回答文案作成者の一人であった（特に後出「回答②」の文案草稿は数名の

理事との協議による）。21 年前の時の意見の交錯については、その息遣いも含む詳細はも

ちろん知らないが、私がこの事項を取り上げるのは、私が関わった時のことを覚書として

記すことにより、学長キリスト者条項の堅持が宮城学院の建学の精神に直接深く関わるこ

と、従って宮城学院の存続にとって極めて大事であることを、読み取っていただければ幸

いとの微意からである。

　私の関わった 11 年前の時のことについては、『宮城学院最近 10 年史（1997 〜 2006）』の

学院編（2002 年度）2003（平成 15）年 1 月 21 日に、「学長のキリスト者条項に関する教

授会の要請について、理事会は、福音主義キリスト教に基づく大学教育という建学の精神

に立ってこの条項を堅持する旨を決定し、教授会に回答（理事会決定）。」と出てくる（回

答①）。教授会から上述の 2002 年 11 月に問うて来たことへの回答のことである。さらに、

学院編 2003 年 7 月 22 日に「前年 1 月（ママ、正しくは、本年 1 月）の理事会回答に対す

る教授会の質問に対し、学長のキリスト者条項を堅持することの意義と理由を丁寧に説明

する文書をもって回答（理事会決定）。」とある（回答②）。

　この『10 年史』は簡略な記述を旨としているので、上記回答①と②に現れた理事会の決

定内容とその意味するところを、私の手元に残るメモノートにより、一つの覚書として次
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に記すことにする。

　回答①で理事会は、学長キリスト者条項の改廃の問題につき改めて原点に立ち返って慎

重に審議した結果、寄付行為及び大学学則に明記されているように、福音主義キリスト教

の精神に基づく大学教育を 21 世紀に向けてさらに積極的に行うべきであるとの認識で一

致したと述べ、この基本を再認識するとき、大学学長が本学院の特色であるキリスト教大

学教育の責任者として福音主義のキリスト者であることは、学生に対する教育のうえでも、

本学の教育に対する保護者及び社会の期待に対しても、極めて重要な意味をもつものと考

える、と明確にこの条項の堅持を述べた。また、それは、1998 年 10 月 26 日付大学審議会

答申『21 世紀の大学像と今後の改革方策について ― 競争的環境の中で個性が輝く大学 ―』

において、私学がその建学の精神を堅持し、それに基づいた教育を進めることが明確に求

められていること、その他私学を巡る最近の社会情勢を勘案するとき、理事会としては、

キリスト者条項を維持しなければならないと考えるに至った、と付け加えている。そして、

建学の精神とこの条項にかかる具体的諸問題について、教授会との信頼関係に基づいて、

教授会との間で論議を深めていき、本学院のキリスト教精神を今後一層鮮明に内外に発揚

していく手掛かりにしたいと考えている旨を明記した。

　これに対して学長名で、理事会への再度の質問と教授会の見解を述べた文書（以下、『質

問と見解』と略記）が来て、それに答えたものが上記回答②である。回答②は、かなり丁

寧に学長キリスト者条項の意義を述べ、教授会の質問に答えており、教授会の『見解と質

問』の内容も伺えるものであるので、表現はそのままではないが、少し丁寧に記す。

　回答②はまず、理事会の基本的見解は回答①にある通りだが、理事会は、本学院に課せ

られたキリスト教教育の使命を全学院的に再確認し、実質化への努力をしていきたいと願

っているので、学長のキリスト者条項に関する教授会の見解につき、改めて理事会の考え

るところを述べるとして、宮城学院がその歴史の中で築き上げ、整えてきた学校法人宮城

学院寄付行為を確認するところから始める。すなわち、それは、建学の精神に立って「福

音主義のキリスト教精神に基づき…女子に学校教育を行うことを目的とする」と定め（前

述旧第 3 条）、これを受けて、大学学則は「本学は基督教に基づいて女子に大学教育を施す

ことを以て目的」として設置されていると規定し（第 1 条）、またその第 9 章と第 11 章に

はこの目的のための職員組織と教授会の規定がおかれ、さらに第 1 条の 2 は「前条の目的

及び使命の達成…を図るため、学内で自己点検・評価を行う」として、キリスト教に基づ

く教育を果たすために教授会自らが点検・評価することが規定されていることを指摘する。

そして、学長はこのような目的に立つ大学を統括し、このような教育を担う教授会を代表

するものであること（学則第 35 条）を、確認していてほしいと述べる。

　次いで、大学の学長選考及び任用基準第 4 条が、学長に立てられるべき者が「人格高潔、

学識に富み且つ教育行政に関して識見を有する者」であるとともに、「キリスト者にして本

学院の建学の精神に十分な理解」をもつ者であるべきことを求めている通り、キリスト者

－ 20 －



条項（寄付行為第５条）は、学長が上記のような教育に当たる教授会の統轄者・代表者で

ある以上、極めて妥当なものと考えること、この意味で、学長のキリスト者条項は学生に

対する教育の観点からも重要な意味をもつものであり、その保護者やさらに社会に対して

も、宮城学院女子大学の教育の基本を明示する意味で重要である、と語りかける。そして、

『質問と見解』の中に、回答①は「象徴としての学長クリスチャンの必要性を述べている

に過ぎないのではないか」との趣旨があったことに対して、このような教育に係る重要な

意義を仮に過小評価して言われたのだとすれば、大変残念であると述べる。

　また、視野を広げて、学長のキリスト者条項は、中学校・高等学校の校長のキリスト者

条項と同様に、建学の精神に照らして重要且つ妥当なもので、これは両方共に同じく維持

されるべきであるとし、もし、仮に学長についてだけこのキリスト者条項を廃止するなら

ば、大学だけはキリスト教に基づく教育を実質的に放棄したのかとの疑念を抱かせる可能

性も出て来よう。それは教授会の真意ではないと信じるが、このような疑念を与えること

は避けなければならない、と語りかける。

　なお、学長候補者にキリスト者という資格制限をつけることは学長公選制を形骸化する

ことにならないかとの問いに対して、教授の経歴ある者との資格を求めるのと同じである、

と答えるなど、おおよそ以上のような内容の回答であった。

　さらに、上記『10 年史』を読むと、同書大学編 2003 年 2 月から同 11 月にかけて、学

長キリスト者条項を巡る教授会の関係記事が出ている。理事会の回答文に関して理事長と

共に大学協議会に出席して話し合いをもったこと（3 月 4 日）、理事長と理事会に赴いて回

答の説明をしたこと（4 月 23 日、宗教総主事の大沼隆先生も同席したと記憶する）等は、

私の記憶のうちにある。2004 年 4 月以降になると、大学では、学長クリスチャン条項に関

わり副学長制度および複数理事制の導入等が協議され、また、「大学におけるキリスト教主

義教育とは」と題する会が催されている。これらは、教授会が、学長キリスト者条項を廃

止しないとの理事会決定とその説明に納得し難いものを若干残しながらも、この条項の意

義及びキリスト教に基づく教育の重要性の認識に立って、次のステップへと進んだことを

示すものであろう。あの時の教授会に敬意を払いつつ、キリスト教主義教育につき話題提

供したかたがたを懐かしく想起する。

　それとともに、メモノートを整理しつつ考えたことの一、二を次に記す。

　上記の 20 年前のこと、つまり学長キリスト者条項を廃止する試みがなされたが、評議員

会でそれが止まったことの意義は大きい。そのことが 10 年後の理事会及び教授会を慎重な

らしめたのである。それは貴重な歴史の教訓であったと思う。更に言えば、宮城学院の真

の設立者である主なる神が、その時立ち上がられ、導かれたのだと信じている。

　なお、併せて、私学における評議員会とは、まさにそのように渦中にある理事には見え

ないことも見、とりわけ建学の精神が崩れないように、そして社会の期待に応えて公共性

を保つようにとの趣旨で置かれる諮問機関であり、さらに寄付行為変更などについては、
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宮城学院の場合、評議員会が同意議決機関とされていることの意義を、宮城学院はその時

教えられたのだと思う。

　最後に、私の考えるキリスト者条項の意義の一端を記す。教授会での説明のとき、ある

教授が私に、キリスト者条項と言われると、自分のようなノン・クリスチャンは無用の存

在のように思われてくるのだが、これはどう考えたら良いのか、との趣旨の質問をした。

私は、決してそうではない。学校教育というものは、教職員それぞれの働きが総合されて

成り立つものであって、一人として無用の存在はない。ただし、その総合を基礎づけるも

のが学校には不可欠であって、それは学校によりいろいろあろうが、宮城学院の場合、そ

の不動の建学の精神は教育の基をキリスト教とするので、その教育の統轄者はキリスト者

であるべきなのだ、と答えたことがある。さらに付け加えれば、福音主義キリスト教に基

づく教育とは、何よりも礼拝を大事にする。「神を畏れ」とは「神を礼拝する」の意である。

そこで、学生に礼拝を勧めるとき、その学生の教育指導の最高責任者が、「しかし、私はキ

リスト者ではないから、礼拝はしないけれど。」と言って、教育と言えるであろうか。学長

や校長のキリスト者条項の意義は、ここに集中的に現れている。

５．おわりに

　私の退任後、更に新たな働き人を与えられて宮城学院が励んでいる様子を拝見しながら、

上記のことなどを定めた頃から既に 10 年、このような覚書でも宮城学院が建学の主なる御

神に仕える道備えのひとつとなることをと願いつつ、記した。

　時代の変わり目こそ、キリスト教学校の危機である。その時、建学の精神の再確認によ

りその危機を乗り越える。このキリスト教学校の建学の精神の生命は、礼拝重視を見失わ

ないところにある。私の認識し、愛する宮城学院はいくつかの危機を乗り越えて 130 年、

今また、政治と行政が主導する道徳教育の時に当たり、宮城学院の教育の意義が問われて

いる。在校生や卒業生からのみならず、今後の入学生から、それらの家族から、広く社会

から、そして神によって問われている。宮城学院がその建学の精神を堅持し、神と社会の

信託に応える教育を進めるよう、祈っている。
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　私は 1966（昭和 41）年 4 月に宮城学院中高教諭（英語科）として赴任し、以後 2000（平

成 12）年 3 月に退職して東京のキリスト教学校に転出するまで 34 年間宮城学院に在職し

た。その間さまざまなことを経験し、多くのことを教えられると同時にいろいろな面で鍛

えられ、人間的には幾分なりとも成長することが出来たと感じている。宮城学院に育てて

いただいたことを心から感謝している。今回宮城学院資料室年報への原稿執筆依頼を受け

て、極めて主観的なものであることをお断りした上で、私が在職した 34 年のうち特に最初

の 20 年間を宮城学院中高の激動の時代として少し振り返っておきたいと思う。それは「宮

城学院八十年小史」に続く「宮城学院最近十年小史」の編集後記にも記されているように、

1966 年から 1976（昭和 51）年の 10 年間は、長い宮城学院の歴史の中でも “ 激動 ” と “ 試
行錯誤 ” の時代であり、私が宮城学院の教師としての歩みを始めた時期と完全に重なって

いるからである。さらに言えば、この時期に行なわれた中高の制度改革の余波は 1976 年で

終わることはなく、ずっと後まで尾をひいていた。それがようやく落ち着きを見せ始める

のは創立 100 周年を迎える 1986（昭和 61）年近くになってからのことであった。従って

私が宮城学院に赴任した後の 20 年間というのは、宮城学院全体においても中高においても、

世の中の動きとも連動して大きく揺れ動いた時代であり、まさに激動の時代だったといっ

ても差し支えないであろう。

　中高における “ うねり ” の中心には職場の民主化を目指した「制度改革」があり、その

制度改革は 1970（昭和 45）年の校長公選制を一つの象徴として結実した。私が赴任した

当時は学院長が校長を兼務しており、中高の現場には中学校主事と高等学校主事が置かれ

ていて、この二人がそれぞれ中学校と高等学校の実質的な校長の役割を果たしていた。一

方教職員会議は「決定機関」ではなく、理事会や総務委員会によって決定されたことが教

職員に報告されるいわば「伝達機関」であった。これに対して現場からは不満の声があが

り始めていた。自分たちのことは自分たちで議論して決めていきたい、そして中高には学

院長兼任の校長ではなく、常に現場にあって教職員とともに中高の教育について考えても

らえる専任の校長がいることが望ましい、という強い願いがあった。当然のことながら事

は校長の問題のみにとどまらず、校内人事や新規採用人事を含む人事運営全般、さらには

中学入試のあり方や宮城学院女子大学・短大への無試験推薦入学の基準とその運用、各種

委員会のあり方、機構・諸規定の見直し等々、制度全般に関わる問題が改善されるべき課

題として徐々に教職員に強く意識されるようになっていった。折しも大学では大学の組織

□論考３

「激動の２０年」

宮城学院元中高校長・理事　田中弘志

－ 23 －



と機構の改革を求めて理事会に対して制度審議会設置の強い要望が出され、理事会との粘

り強い交渉が行なわれていた。その改革の内容は学院長兼任ではなく専任の学長を置くこ

と、教授会を最高議決機関とし、大学の教育権と人事採用権を確立することであった。そ

して 1968（昭和 43）年に制度審議会の設置が理事会において承認され、その流れの中で

学長公選制も理事会が了承するに至った。このような経緯もあって、中高から制度民主化

の要望が出された時、中高においても大学にならって制度審議会を設置することがむしろ

理事会の方から提案され、1969（昭和 44）年に中高制度審議会が発足した。この制度審議

会が中心となって中高合同職員会議での話し合い、理事会とのやり取りなどを重ねながら、

機構、各種委員会、校長公選、中高一本化等が精力的に議論されていった。その間理事会

からの要求に応えてあるべき教育を巡っての教育白書が作成されたり、人事に関する審議

機関として中高、理事会の双方から選出されたそれぞれ 10 名前後の委員からなる「臨時人

事委員会」が設置されたりした。そしてついに 1969 年末になって制度審議会の手によって

新しい機構図案がまとめられた。その骨子は最高議決機関としての教員会議の下に諮問機

関として校務委員会、審議機関として人事委員会、財務委員会、制度審議会が置かれ、こ

れら全ての委員会の委員及び中高主任は選挙によって選ぶものとすること、校長も選挙に

よって選ぶ公選制とすることであった。これらが最終的に理事会において承認され、年が

明けて 1970（昭和 45）年 1 月には校長選挙規定、校長候補者選考委員が理事会で承認さ

れ、選挙管理委員会も選挙によって発足した。こうして年度末の短期間ではあったが具体

的な校長選考が急ピッチで進められ、1970 年 4 月に公選制による初の、そして中高専任の

校長として大沼隆校長が就任したのである。

　組織の民主化を求める、宮城学院内部におけるこのような動きの背景として、少し社会

全体の動きにも目を向けておきたい。1960 年代というのは日米新安保条約締結とそれを巡

る反対運動（安保闘争）で始まり、授業料値上げ反対や学園の民主化要求等を契機として

各地の大学で学園紛争が頻発し、60 年代末に組織された全共闘のかなり過激な暴力行為で

それが頂点に達した、そういう時代であった。東大全共闘が安田講堂を占拠して東大の入

試が中止されたのもこの頃のことであった。海外においては世界が肝を冷やしたキューバ

危機、J.F. ケネデイ米大統領の暗殺、ベトナム戦争の激化、中国の文化大革命、公民権運

動の指導者キング牧師の暗殺なども起こった。一方日本は東海道新幹線の開通や東京オリ

ンピックの開催などもあって、まさに高度経済成長の道をひたすら走り続けていた時代で

もあった。昨今の高齢社会とは違って、日本の社会には良くも悪くも勢いとパワーが満ち

あふれていた時代とも言える。これは宮城学院内における学園民主化、制度改革に向けて

の流れや勢いに大きく重なる部分があったのである。

　制度改革によって一つの新しい枠組みは出来たものの、それを内実化させるにはさらに

気が遠くなるほどの多くの日時を要した。それまで行なわれていた授業やカリキュラムを

はじめとして、学校礼拝、テスト、評価、学校行事、学級指導、生徒・生活指導、クラブ
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指導、さらには高校総体や県下一斉学力調査への参加意義等も含めて、一つ一つについて

洗い直しが行なわれた。そのため定例の教員会議も夜遅くまで議論が続くことがしばしば

で、時には休憩をはさみながら 10 時、11 時になることさえあった。長期休暇を利用して

の 1 泊 2 日の教員研修会も定例化された。従来やって来たことを見直す作業をしていく際

のキーワードの一つは「生徒の自主性を育てる」ことであった。上からの「管理」や「取

締まり」に対する強いアレルギーがその背後にあった。これらの見直し作業には当然時間

もかかったしエネルギーも要したが、概して若い教職員の意気は盛んであった。

　教職員組合活動も盛んな時代であった。宮城学院中高組合も教職員の待遇改善と教研活

動を柱に据えながら精力的に活動していた。理事会の校納金値上げ案に対する反対運動も

しばしば起こり、時にはそのためのストライキが行なわれることさえあった。ベアやボー

ナスを巡る理事会との団体交渉も時間がかかることが多く、時に激しかった。夕方に始ま

った団交が真夜中を過ぎるまで続くこともまれではなかった。私が今でもはっきり覚えて

いるある団交では、すでに数時間に及ぶ団交を何日か繰り返した後、これを最終団交にし

たいという双方の願いのもとに土曜日の午後 2 時に始まった団交が翌早朝の１時半まで続

き、最終的に定昇込み 44％のベアで妥結した。1974（昭和 49）年 4 月のことであった。

先に触れた日本の高度経済成長期の産物ではあるが、これがその後の宮城学院の財政を一

段と厳しくしたことも事実である。

　理想を掲げて出発した新しい学校作りではあったが、現実はなかなか厳しいものがあっ

た。いろいろなことが細部まできちんと整備点検される前に、ある意味では見切り発車的

に理想と情熱だけでスタートしたようなところがあったために、中にいる者は気付かなく

ても外から見ると至るところにほころびがあった。自主性の名のもとに「教師による取締

まり」を極力廃したことにより、教師は生徒のしつけに無頓着で自由放任にまかせている

という目で見られた。教師たちは会議で忙しく、授業がおろそかにされているという指摘

もあった。あるいは組合が強いために授業内容に偏向が見られると言われたこともある。

制度改革の意味と方向性が生徒に対してきちんと説明されず、理解と協力を求めなかった

ことに対して生徒たちからも問題提起がなされ、そのため全教師と全生徒による全体集会

が持たれたりもした。いつの時代にも起こり得る生徒の非行や教師の不祥事も、この頃は

すべて制度改革のせいにされるきらいがあった。良かれと思って進めたことではあっても、

予測しない事態に対する備えと理論武装が十分ではない部分があった。このような中で一

番苦労されたのは恐らく、仙台市内の教会の牧師から突然宮城学院中高の公選校長として

担ぎ出された大沼校長本人であったと思う。就任後 1 年も経ない頃から中高問題は常に理

事会、評議員会の話題となり、PTA 理事会でも中高の現状を憂える声が聞かれるようにな

り、やがて PTA 会長から理事会に対して中高の教育についての要望書が提出された。その

内容は制度改革後の中高の現状について、授業や評価の問題、学力低下への心配、生徒の

生活指導について、中高大の一貫性について等々、どちらかと言えば中高の教育の現状を
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不安視する意見書とも言えるものであった。中高の教育や一部の教師を批判する怪文書が

学内に流れたりもした。校長は常に中高を代表して説明と弁明に追われることとなった。

　中高批判が渦巻く理事会の席は大沼校長にとっては文字通り “ 針のむしろ ” であったに

違いないと私はいつも思ってきた。私自身留学から帰国後まもなく中高選出の理事として

理事会の席に連なるようになり、その様子をいつも近くから見てきたからである。当然中

高教員の一人として、中高の教育に関する意見や批判に対しては、私なりに校長をサポー

トし中高を弁護する意見を述べてはいたが、残念ながら多勢に無勢であった。中高批判は

やがて大沼校長批判となり、一期 3 年の任期が終わる 1973（昭和 48）年 3 月には、校長

選挙で再選された大沼校長を理事会が承認しないという事態が起こった。管理者としての

適格性に疑問があるというのがその理由であった。春休みに入ってからのことであったた

め、新年度への態勢を整えなければならない中高としてはやきもきしながら事の推移を見

守っていた。理事会も何度も会議を開き、平行して評議員会、中高教員会議も開かれた。

そして最終的には文書で提出された校長の所信表明「今後の教育方針」を理事会が了承し、

校長の再選が認められた。4 月の入学式の前日のことであった。

　中高の民主化と制度改革は教職員一人一人の自覚と当事者意識を前提として成り立つも

のであった。すべての選挙において、選ぶ者は選ばれる者を本気で支えるという覚悟が求

められた。自分が投票した人ではないからといって、当選した人を支える気持ちがなけれ

ば、選挙制度そのものが成り立たない。従って制度改革が形として実現した当初は、それ

を内実化させるために一人一人の意識は高く、真剣であった。考え方の若さと甘さゆえに

いろいろなところでほころびが生じ、きしみが生じて、PTA や理事会と対立することがあ

っても、後戻りすることは考えられなかった。それゆえになおのこと校長の負担は大きか

った。しかし理事会に批判され、PTA や同窓会にそっぽをむかれる苦難の中で、大沼校長

は中高の教職員にとって大きな精神的支えであり続けた。どんなに厳しい局面の中でも感

情的になることなく冷静に、そして真摯に誠実に一つ一つの問題に対処していく彼の生き

方は、まさに牧会者としての姿であった。それによって次第に教職員の間にも冷静に自己

を見つめ、自分たちの至らなさを自覚する雰囲気も生まれてきた。そして失われた信頼回

復への地道な努力も始まった。校長在任は連続 2 期 6 年まで、少なくとも 1 期あいだをお

けば再任も可、という規定のもとで、結局大沼校長は途中 2 度の中断をはさみながら 6 年

の任期を 2 回、3 年を１回、延べ 15 年におよぶ校長職を全うされた。それは中高が疾風怒

濤の嵐と混乱の時代から、次第に落ち着きを取り戻し、あちこちで一度は切れた信頼の絆

をもう一度つなぎ直すのに必要な時間でもあった。宮城学院が 1980（昭和 55）年に桜ヶ

丘に総合移転をした直後は、今度は制度改革の余波とはまた別の社会の波をかぶって校内

が一時荒れた時期があったが、この時までには教師たちは十分にこれに対応する力を養っ

ていたので、ほとんどこれに動じることはなかった。そして PTA や同窓会、そして理事会

との関係も次第に回復していった。1986（昭和 61）年に迎えた創立百周年記念行事の一つ

－ 26 －



として大がかりなミュージカルが上演されたが、この時には幼稚園児から中高生、大学生、

父母、教職員に至るまで、文字通り全学をあげての協力体制が出来上がって、大成功をお

さめることが出来た。　

　激動の 20 年とは言うものの、そのただ中に身を置いていた私自身には意外なほど、大変

だったという印象はあまり強くない。毎日の生活はもちろん非常に忙しかったし、いつも

何かに追われていたような気はするが、それにしては教員同士で余暇を楽しむ余裕もあっ

た。運動もよくした。毎日のように放課後寄り道をして、杯を交わしながら宮城学院の将

来を熱く語り合っていると、疲れることはあっても充実感があった。確かに制度改革後さ

まざまな問題が噴出し、中高が四面楚歌の状態におかれることはあったが、そしてそれは

決して我々が望んだことではなかったが、改革が失敗だったとは思っていない。稚拙なと

ころはあったが、民主的な組織運営は時代の必然の流れでもあった。そして試行錯誤の連

続の中で、間違いなく多くの若い教師は鍛えられ、成長出来た。ただ前にも触れたように、

民主的な組織運営は組織の構成員の自覚がなければ長続きはしない。時代が移り、改革当

時のことを知らない人が多くなると、すでに与えられている制度への愛着も薄れていくの

は当然である。組織のマンネリ化が進み、それに飽き足らない思いを強くする人々が何人

か集まった時に、いつか再び改革の必要性が強く求められてくるのであろう。いつの時代

にあっても組織に完全というものはない。時代とともに、構成員の考えとともに、組織は

改革されていかなければならない。中高という組織においては、それはなによりも今託さ

れている生徒たちの心豊かな成長のため、そして父母たちの願いに応えるためである。
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　　中学入学迄の時代背景

　私の生まれる前年 1937（昭和 12）年 7 月に日中戦争の発端となった盧溝橋事件が起こ

り、その後 1941（昭和 16）年 12 月真珠湾攻撃によって太平洋戦争が勃発しました。そし

て、1945（昭和 20）年 8 月、国民学校 1 年生の時に終戦を迎えました。生まれた時から小

学 1 年生まで戦いの日々の中にありましたが、幼かったので精神的苦しみを感じることは

ありませんでした。ただ、仙台空襲を記憶している最後の世代ではないかと思います。

　小学校入学の時教科書は、近所の上級生から譲り受けたものでした。空襲警報が鳴ると、

地域の上級生の先導で逃げ帰りました。終戦とともに、教科書の中の軍国主義的なところ

は墨で塗り潰させられ、覚えたばかりの旧仮名遣いは新仮名遣いとなりました。

　農家や余程の家以外はお弁当を持参できないので、家に帰って代用食を食べる日々でし

た。小学生が夏休み中に食べられる野草を採取し、乾燥させて学校に提出し、それを粉に

混ぜてパン（？）とし、配給になったこともありました。やがて、進駐して来た米軍から

の援助物資によって部分的な給食が始まり、今まで見たこともない色々なもの（ときには

オリーブの実、乾燥りんご etc）を頂きました。又、小学校の校庭に隣接した田んぼで、全

校生がいなご捕りをし、給食で食べることもありました。

　終戦の翌年の教科書は藁半紙に印刷されたままのものが配られ、各自が折り畳んで和綴

じにして用いました。衛生面も悪かったので、蚤、虱は当たり前のようにおり、今では自

然界の虫にも用いない DDT を学校で首から衣服の中に、又、頭にもかけられました。毎

日すき櫛で頭の虱取りをするということもありました。しかし、もともと綺麗好きな日本

人ですので、町をあげて環境整備に取り組み、やがて虫もいなくなりました。

　そして、1947（昭和 22）年には学校教育法が公布され、6・3・3・4 制が実施され、校

舎も無いまま新制中学校が設置されました。そこで、小学校の校舎が使用され、小学生は

青空教室と称して外に出されましたが、雨・風の日もあるので、二部授業といって午前組・

午後組に分かれて勉強する日々が続きました。

　巷では戦災孤児や傷病兵の痛々しい姿がよく見かけられました。ラジオからは「尋ね人」

の放送が流れていました。闇市、買い出し、かつぎ屋…。そんな中、大人は真面目に、逞

しく、ひたすら生きるために努力し、年々めざましい復興をとげておりました。

　6 年生になった年に朝鮮戦争が起り、更に景気が上向く要因の一つとなりました。

□論考４

「わたしの育てられた時代」

宮城学院同窓会会長　清水惠子
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　　新制中学入学の頃

　新制中学第 1 回の入学試験が行われたのは 1947 年、宮城学院中学校の 100 名の募集に

対して、412 名が受験したと記録にありました。今から見ればバラックですが、宮城学院

には早々と建てられた校舎があり、戦前からの教育の実績があり、戦前より教育に携わっ

てこられた宣教師の先生方が次々と仙台に戻っていらっしゃったので充実した教育を授けて

頂きました。更に、J ３（1）の先生方も次々と来仙されたので、英語教育に力を入れてい

ただくことができました。特に発音教育は厳しく、入学から夏休み前までは書くのは発音

記号のみで、鏡を使って発音練習の日々でした。これは、後々発音で苦労することなく、

大変良い教育だったと感謝です。英語の歌を色々教えて頂いたのも楽しい思い出です。

　講堂には、焼けずに残った立派なピアノがあり、音楽会に使用されたり、ヘレン・ケラ

ー来仙の折の会場となったりで、当時としては恵まれた環境でした。そこで、仙台市内の

みならず市外の市町村から、交通手段の整っていない時間もかかる時代であるにもかかわ

らず、多くの受験生が集まりました。小学校の先生方も入試に力を入れてご指導ください

ました。遠方の方は寄宿舎に入ったり下宿をしたり、借り上げた家から（婆やつきで）通

ったりしておりました。とにかく合格できることが喜びであり、誇りでした。

　県下一斉の学力テストも先生方が満足気に「よくできた。」とおっしゃってくださるよう

な結果を出すことができました。がりがり勉強しなくとも決して見劣りのしない、否、む

しろ有名公立校に負けない成績を出せることが、先生方も生徒達も誇りでした。

　中卒の生徒を乗せた集団就職列車が次々と都会に向かう時代に、ほぼ全員高校へ進学し

ておりましたので、先生方からは、お嬢さん達なのだから、立ち居振る舞い、行動、言葉

遣いに気をつけるよう一つ一つ注意されたことを今でも鮮やかに思い出します。

　　学校の環境

　東三番丁に面している校門を入ると、左側に講堂が堂々と建っており、その側に八重の

花の咲く藤棚がありました。校門のすぐ右側には靴を作る方がおり、初めて革靴を作って

もらったことを思い出します。講堂の前には、現在移築されている噴水があり、バラのア

ーチともみじの木が取り囲み、その西よりの前に奉安殿の台だけが残っていました。写真

屋さんが大きな犬をつれてよく学校に出入りしていたので、そのあたりで写真を撮っても

らったりしたことも思い出します。

注 (1) 北米８教派の教会が協力し組織した “Fellowship of Christian Reconstruction for Japan”（日

本のキリスト教復興協力会）が募集した、J-3（Japan-Three Years）と呼ばれる３年を任期として派遣さ

れる若者たちのこと。

英語を教え、リーダーとして様々な活動に奉仕できる能力を兼ね備えた、21 歳から 25 歳までの青年男女が

募集された。マーガレット・A・ガーナー先生、ウィリアム・S・カンディフ先生、ジャネル・J・ランディ

ス先生などは、この J- ３の一員として日本に派遣された。
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　噴水の北側には焼夷弾で焼けた第一校舎が修復されて、美しい姿で建っていました。階

段を上りドアを開けて中に入ると、吹き抜けの小礼拝堂があり、そこで秋保先生の身振り

手振りの旧約聖書の物語を、聖書の時間に伺いました。後々、西洋文化に触れる折に、聖

書の知識の大切さを知り感謝でした。

　更に、左に講堂、右に第一校舎を見ながら東二番丁の通りに向けて真っすぐ進むと、左

に第二校舎が建っており、その中にはピアノのプラクティスルームがありました。南側の

河北新報社に面した道路を通ると、ピアノの音がよく聞こえました。裏門より東二番丁の

通りに出ると東北学院中・高があり、その当時は道幅が狭かったので、東北学院の生徒達

はわざとボールを蹴り入れて、誰が取りに行くか、又、裏門から入って正門から出られる

かというたわいもないことを楽しんでいたようです。

　校庭の北西の角から北側にかけて少し小高くなった所があり、そこを当時の乙女達はオ

センチが丘と称して、クラスの集合写真を撮る場所としたりしていました。校庭を取り囲

む道幅が、南も西も北も拡幅され、第二校舎の半分も、オセンチが丘も無くなり、東北学

院も遠くなりました。

　校庭整備のために体育の時間に石拾いをしたこともありました。市内の中心部ではあち

こち道路が広げられたままで舗装が追いつかず、春風が吹くころは仙台砂漠と言われるひ

どい有様でした。

　当時は個人の住宅が学校の周囲にあり、7 時間目になるとお豆腐屋さんのラッパが聞こ

え、「早く帰りたいな。」と思ったりしたものでした。東三番丁に面した校門の前には「ふ

じや」（店）があり、明治製菓のサイコロキャラメルやコッペパンなどが売られており、時

折買うのが楽しみでした。中学 3 年生の時、テレビ放映が開始され、学校帰りに近くの新

聞店の前や街の電気店の前で、相撲の取組を覗き見したりするのも楽しみでした。

　　学校生活

　当時 1 クラスには 60 名前後おり、先生方は教壇の真下まで生徒がぎっしり座っているの

で大変だったとおっしゃっていました。中学 1 年生〜中学 3 年生までは週 5 日制で、夏は

朝 8 時に礼拝が始まり冬は 8 時 15 分からでした。土、日が休みですし、現在のように遊ぶ

所も無かったからでしょうか、加えて先生方の熱心なご指導もあり、教会に通う生徒が大

勢おりました。又、部活動の一つに宗教班があり、中学校は「つぼみ会」、高校は「YWCA」

といって、早天祈祷会、例会、お仕事会、読書会等の活動をし、夏には夏期修養会がもた

れました。福島県にある翁島の高松宮別邸「天鏡閣」（中学校）、中山平の鉄道ホテル（高

校）などを会場に大勢が参加し（4 泊 5 日）、みことばの学びや話し合いの時を持ちました。

人生の基礎となるべき時代に少しでも多く聖書に触れ、学ぶ機会を持てたことは幸せでし

た。「汝の若き日に汝の造り主を覚えよ」と育てて頂きました。更に、日本 YWCA 全国協

議会の夏期修養会に中学生の時（於、北海道）と高校生の時（於、石川県）の 2 回、参加
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させていただけたことが私の信仰生活の基になっていることに感謝です。

　中学校に入学した当時は、まだ制服を準備できる経済状態ではなかったようで私服でし

た。クラスの集合写真を見ると、中学 3 年生になって制服を着用しています。高校生にな

って、現在と同じ紺に MG を赤で編み込んだセーターができました。その後、中学生も着

たいという要望によりえんじ色のセーターができ、市内の学校から羨望のまなざしで見ら

れたと記憶しています。

　中学では卒業アルバムも無く、全員で撮った写真と同窓生の親子で撮った写真があるだ

けです。私にとっては中学の卒業式で知事賞を頂いた事が良い思い出ですが、高校を出る

年にはそのような賞は無意味ということになったようで、無くなりました。それ故、なお

思い出深いものとなりました。

　中学生の頃に、少年少女雑誌が沢山出版され始め、買い求めては、わくわくしながら貸

したり借りたりして読みました。又、学校の図書室には岩波文庫などの少年少女向けの本

が次々入り始め、皆で争って読みました。宮城学院の高校・大学に進学すれば入試勉強に

時間を割くこともなく、沢山本が読めると言っていた人もいました。中学 3 年生の時、テ

レビが始まったとはいえ、一日中放映しているわけではなく、白黒でもありましたので、

ラジオを聞くことが想像力をかきたてる楽しみでした。

　学校のクリスマス礼拝は午後 3 時から始まり、学年ごとの歌が次々歌われ、最後に中高

全生徒によるハレルヤで終わりました。暗くなった中を、ローソクの灯りで教室に戻る頃

には雪がちらちらと降り始め、まさにホワイトクリスマスということもありました。クリ

スマスページェントは懐中電灯と薪で焚火を表し、衣装は縦縞の布を買い求め、皆で分担

して手作りしたことも思い出です。昨年、参加させていただいた中高のクリスマス礼拝で

のページェントは、立派な衣装でしたが、今も同じような形で守られていることを嬉しく

思いました。クリスマスの前につぼみ会では、宣教師の方々から頂いた使用済みのクリス

マスカード（日本ではまだ無かった美しいもの）を修正して販売し、施設訪問の費用にし

たりしました。

　中学 1 年生の遠足は八木山と決まっていたようで、現在は動物園の一部となっている野

球場跡（ベーブルースがホームランを打ったところ）へ歩いて行きました。

　修学旅行は、中学の時は箱根、鎌倉方面（3 泊 4 日）で、今では考えられない早朝の集

合（朝 5 時半）、長時間の移動（仙台〜上野 10 時間）、帰りは夜行での早朝の帰仙でした。

１人１日 3 合お米を持参したものでした。

　高校の時は北海道（夏休み中 9 日間）と京都（秋 8 日間）のどちらかが選択できました。

全て鈍行でひたすら我慢の移動でしたが、苦にもせず楽しみました。その頃は北海道では、

まだ混浴のところがあり、吉原先生（おじいさんだと思っていました）が、「おれが見張っ

ていてやる。」とおっしゃり、ワーワー大勢で入れば怖くないとばかりに入ったことを思い

出します。阿寒湖ではボートに乗り、降りる時ボートが離れて落ちた人がいたりしました。
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　私は宗教班の他に、華道班、茶道班、かるた班にも参加しました。かるた班は椿先生（兄・

雄太郎先生、義妹・多摩先生）のご指導のもと、班員の家、宿直室、作法室の他、先生の

お宅でも練習させていただきました。雄太郎先生の奥様が、琵琶で鍛えられたよく透るお

声で札を読んでくださいました。先生のお宅には靖国神社の宮司の御子息（羽織袴でよく

いらしてました）、小泉八雲のお孫さん、お医者さんの卵など、東北大学のユニークな学生

さんがよく練習に参加されていました。私の同期の方と先生のお嬢さんがクイーンになら

れたのも、喜びでした。茶道部も盛んで、瑞鳳殿でお茶会が催されたこともありました。

他にテニス、フェンシング、演劇も盛んでしたし、英語の暗誦大会、弁論大会で活躍する

友人もおりました。クラス替えは中学 3 年間 1 回も無く、高校で 1 回という誠に不思議な

学年でした。

　中学 2 年生の授業の時間割（たまたま残っていました）を見ますと、週 5 日で 32 時間の

授業、12 課目を 21 名の先生にお習いしていました。例えば、社会は日本史、政経、一般

社会と 3 人の先生で高校のように専門別に教えていただきました。

　高校 3 年の時には石原慎太郎が「太陽の季節」で芥川賞、経済白書で「もはや戦後では

ない」と謳われ、売春防止法公布と世の中が大きく変化した時代でした。私達は 4 クラス

で、中・高 6 年間学んだことで親しさは格別です。今でも共に学べたことに感謝し、海外

旅行、温泉、食事会、音楽会など、ことあるごとに集い、共に楽しんでおります。同期会

も毎年 50 年近く行って参りました。同期の名簿作りに力を尽くしてくれた友もおりました。

　当時、女性にとっては現在のように多くの職場は無く、おまけに企業では 30 歳定年など

と言われる時代でした。しかし、そんな中でも女子の草分け的教育環境で学んだことを感

謝し、誇りを持って多くの職場へと就職しました。又、よき家庭婦人として子育てと家庭

を守ることに努めた人も多くありました。それぞれの置かれたところで地味であっても、

誠実に「地の塩、世の光」として輝く働きができたのも、若き日に受けた教育の賜物と思

っております。

　　感謝と願い

　さて、昨年さる支部総会に伺った折、文語体の聖書から口語体の聖書となった時代（高

校 1 年生）の聖書を持参した同期生がおりました。クリスチャンでもありませんのに、60
年も前の紙であり、その上製本も悪い聖書を大切にし、結婚の折も携えて行かれたことに

感激いたしました。宮城学院での学校生活の中で、若き日に繰り返し聞き、読んだ経験が

あってこそ、聖書を大切にする思いが自然に育まれていたのだと感じました。

　又、昨年 11 月に 102 歳で同級生の母上が亡くなられました。同窓生であられ、晩年は

ベッドで CD の教会音楽を聴くことがお好きだったとのことでした。手紙に、葬儀は宮城

学院時代からの讃美歌一色で執り行われ、家族も思わず声を合わせて歌うことができ、「長

い人生でしたが幸せだったと思います。」としたためられておりました。
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　思わず口をついて出る讃美歌に慰められたり、力づけられたり、いつでも、どこでも、

共に和することができる幸せを思います。宮城学院における私どもの 1 日は、礼拝をもっ

てはじまりました。宮城学院の真の創設者である神を知ることのできる礼拝は心の糧でし

た。

　来年は創立 130 周年を迎える母校ですが、この長い年月の流れの中にあって、流れが波

立つことも淀むこともあったと思います。しかし、四方から患難を受けても窮することな

く、伝統と使命を守り続けてきたところの拠って立つ建学の精神を改めて確認したいと思

います。

　入学式、卒業式、始業式、終業式など、学校の節目の式における礼拝、創立記念日、ク

リスマスなど、学校にとって精神の拠りどころとすべき日の礼拝を、全教職員がまず率先

垂範して守っていただけますよう願っております。

　私達は知らず知らずのうちに原点を見失う弱さを抱えていますが、教育に携わる方々は

創立者の祈りに立ち返り、キリスト教学校で教育に携わること、仕事をすることを大切に

していただけますことを望みます。キリスト教の学者を育てる学校ではないと思いますの

で、ただ日常の学校生活の中で聖書のみことばに触れ、賛美する心を養っていただきたい

と思います。

　ご主人を亡くした同級生が教会の門をくぐり礼拝を守ったとき、卒業後 50 数年も経って

いるのに「主の祈り」が口をついて出たと驚き感謝しておりました。どうぞ、全大学生に

学校名を入れた聖書、讃美歌を持たせ、毎日、礼拝を守ることを習慣としてくださいます

よう、お願いします。又卒業生の中から次の世代を育てるにふさわしい人物を見出し、一

朝一夕にはできないことですが、時間をかけてでも育ててくださいますよう願っておりま

す。

　宮城学院は 130 年になろうとする歴史の中で、激しい波、風に晒されることがあったこ

とと思います。クリスチャンスクールであることで、風当たりの強い時代もありました。

今は少子化の波に翻弄されています。しかし、耐えられない労苦を神様がお与えになるこ

とはないと信じ、力を尽くしていただきたいと思います。「愚者は経験に学び、賢者は歴史

に学ぶ。」と言われています。歴史を振り返りつつ 50年先、100 年先を見据えて今を大切

に、園児、生徒、学生の育成に心を尽くし、永続のために力を蓄えられることを祈り、願

っております。
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　宮城学院は、1886（明治 19）年の創立からまもなく 130 年を迎えようとしています。戦後 70 年にあた

って、新たに宮城学院の回顧と展望を試みるとき、1914（大正 3）年制定の「学校憲法」、その他から「建

学の精神」について改めて学びたいと思います。

　今から 35 年前、旧校地東三番丁での「戦災」を挟む 90 年に及ぶ営みを踏み台として、現キャンパスへ

の総合移転を果たし、この地で 100 周年を迎え祝った 1986（昭和 61）年 9 月、初代校長プールボーの関

係者はじめ、アメリカの外国伝道局の教会関係者、県知事はじめ教育関係者、同窓生はじめ多くの学校関

係者の方々をお迎えして、早坂禮吾学院長が式辞の中で、次のように述べられました。

　「我々に与えられた、使命としての『建学の精神』はいささかもゆらぐことはありません。われわれは

この日を迎えたことを心から喜び、摂理のもとに導き給うた神に感謝し、宮城学院を愛し支えてくださっ

たすべての方々に深く御礼を申し上げます。そして、これから始まる第二世紀に向かって、一切をあげて、

『建学の精神』を高くかかげて邁進する所存であります。」（宮城学院創立 100 周年記念『御祝辞』集）

　この建学の精神を重視し、それに関わる Constitution とその翻訳その他を、資料室運営委員の深谷先生

のご指導のもとに、資料紹介として取り上げることに致しました。（先生は若いときから敬虔なキリスト者

として、教育・研究者（専門「民法学」）としての長い経験を基に、創立 120 周年を挟む 10 年に及ぶ学院

長の重責を荷なっていただきました。学院長就任以来、「建学の精神研修会」を重ねて下さいました。2009（平

成 21）年には本学の歴史を検証され『キリスト教学校と建学の精神』を日本基督教団出版局より刊行され

ております。また、『新・教育基本法について』『信託された教育』等々、キリスト教学校にとって時宜を

得た貴重な著作を世に出されております。『天にみ栄え　宮城学院の百年』と共に本学の歴史と建学の精神

を学ぶ手引きとしていただければ幸いです。

　アメリカの教会が遣わしてくださったプールボー、オールトの働きに始まり、続くズーフル校長時代に

は礼拝堂正面に GLORY TO GOD と刻み込み、1900（明治 33）年には早くも「聖書専攻科」をそなえ、

ワイドナー校長時代、創立 25 周年を記念して校旗の中央に「聖書と聖霊の鳩」を据えた校章を定め、それ

をかかげ続けて、現在の学校制度の基礎が築かれたことであります。創立から 130 名に及ぶ宣教師達とそ

れを支え続けてくださったアメリカの教会の多くの方々、そして同労の先達を偲びつつ、学生・生徒・園

児の一人一人と送り出された同窓生の方々を覚えて、この高く掲げ続けた『聖書』を根底とする『建学の

精神』の今日的な意義をより深く理解され、新たな展望が開かれるようにと願うものであります。

　ここに掲載させていただきました資料は、時代が明治から大正に移った 1914 年「学校憲法」を定め、

五年制の「高等女学科」をベースとして、さらに「聖書専攻科」を中心に、「家政専攻科」「英文専攻科」「音

楽専攻科（師範科）」を設置して、現在の学校制度の基礎を確立した時代にあたります。

□資料紹介１～６

宮城女学校の Constitution（学校憲法）とその他

宮城学院資料室
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　掲載資料

　　１.　「学校憲法（Constitution）1914

　　２.　1914 年度卒業礼拝説教「ルデヤとヨーロッパの教化」　　　　 ファウスト校長

　　３.　LOOKING BEFORE AND AFTER 1936・「略解」　　　　　　　 クリーテ校長

　　４.　宮城女学校創立五十周年記念感謝礼拝説教「價なしに与えよ」　 クリーテ校長

　　５.　宮城女学校創立五十周年記念式「式辞」　　　　　　　　　　　 クリーテ校長

　　６.　宮城女学校創立五十周年記念感謝聖別礼拝「説教」　　　　　　 クリーテ校長

　１．学校憲法（Constitution）

　これは、1914 年 6 月 2 日制定発効したもので、『天に栄えー宮城学院の百年』502 頁〜 508 頁には、この原文が紹介さ

れています。そこでは「寄附行為」と翻訳されていますが、これは誤りで、「学校憲法」と訳すべきこと。また、この制

定の経緯、基本的趣旨及び歴史的意義については、『キリスト教学校と建学の精神』（深谷松男著、日本基督教団出版局刊）

147 頁〜 152 頁を参照願います。

第１条〔名称〕　仙台市に設立されたこの教育機関は、宮城女学校と称する。

第２条〔目的〕　宮城女学校の目的は、次の通りとする。

１．キリスト教の教理と調和する完備した一般教育を行うこと。

２．女子および若い女性が神と隣人によき奉仕をする者となるように、その体と心と魂

とを鍛錬すること。

第３条〔学科〕　この教育機関は、次の二つの学科に分けられる。

１．５カ年以上の教科課程（カリキュラム）を有する普通教育科。

２．聖書専攻科、家政専攻科、英文専攻科、その他将来設定される科を含む高等教育科。

第４条〔運営〕　宮城女学校の管理運営は、日本基督教会と合衆国改革派教会外国伝道局

の立場を代表する理事会に帰属する。

第５条〔理事会〕

１．理事会は、通常、それぞれ同数の合衆国改革派教会日本伝道局の宣教師と卓越した
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日本人キリスト者により構成される。理事会の議長でもある校長は職責上理事の一員

であるが、以下に規定される場合を除いて議決権を有しない。理事会は、伝道局によ

って課される語学試験の３分の２の科目に合格した宣教師である教師を可能な限りす

べて含むものとする。日本人理事の過半数は日本基督教会に属する者でなければなら

ない。通常、日本人理事の中の少なくとも１人は、この学校の卒業生でなければなら

ない。理事の１人が１年以上日本を離れる際は、その離日から帰国までの間、ほかの

ふさわしい人物がその任を務めることとする。教職員の理事が教師または職員として

のこの学校における職を退く時には、同時に理事も止めるものとする。

２．理事会は、主体的永続的組織である。

３．理事会の一員が理事会運営にとって妨げになると判断された時には、正当な手続

きを経て理事会の過半数の議決により理事を解任することができる。

４．宮城女学校のために貢献する者は、名誉理事に選出されることがある。ただし、議

決権は有しない。

５．会議の定足数は、理事総数の３分の２とする。

６．学校憲法の改正を除き、すべての議事は過半数により議決される。賛否同数の場合

は議長の投票により決する。

７．理事会の年次定例会議は、毎年３月に開催しなければならない。議長の招集または

３人以上の理事の要請により臨時理事会を開くことができる。

第６条〔理事会の業務〕　理事会は、次の業務を執り行う。

１．学校のすべての役員および教師を任命し、また必要な場合はこれを解任すること。

　ただし、校長の任免に関しては合衆国改革派教会外国伝道局の認可を要する。また、

給与が学校会計から支給されない教師の解雇については、合衆国改革派教会日本宣教

師団の同意を要する。理事会は各年度の初めにそれぞれのクラスのクラス担任を任命

する。また、必要な委員会を任命する。

２．役員、宣教師以外の教師、事務員及び舎監の給与を決定すること。学校会計から給

与が支給される理事の給与は、給与が学校会計から支給されない理事が決める。雇員

たちの賃金は役員が定めるものとする。

３．学科のカリキュラムを定めること。

４．入学、出席、生活態度、試験、成績、授業料、図書室、寄宿舎、宗教活動に関する

こと、および第２条に定める目的に沿って学校を正しく運営することに関わるすべて

の必要な規則を定めること。

５．卒業証書の授与。

６．学科又は科目の新設。

７．財政の管理。
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８．困窮生徒への給費支援の決定。

９．すべての財産の管理：合衆国改革派教会外国伝道局および同宣教師団により承認さ

れた計画と経費に従い、学校の要請によって建てられる校舎、寄宿舎、その他の建物

で、その財源が主として上記の伝道局によってまかなわれる建物の建設を監督するこ

と。新しい建物のためにアメリカで基金を集める場合は、合衆国改革派教会日本宣教

師団の会計係が会計を担当すること。

10．外国伝道局とのすべての公式の連絡は、宣教師団を通してなされるものとする。

第７条〔理事会役員〕　理事会の役員は、議長、２人の書記（１人は日本語による記録を、

もう１人は英語による記録を作成する）、および会計係とする。

第８条〔理事会役員の任務〕

１．議長の任務は、理事会の定例および臨時の会議において議長を務めること、および

特に合衆国改革派教会外国伝道局に対して学校を代表することである。また、その伝

道局に対して年次報告書を作成することも、その任務である。

２．書記の任務は、理事会の議事全般についての綿密かつ正確な記録を作成することで

ある。

３．会計係の任務は、教師の給与、校地、修理、図書、器具、給費生教育および学校の

経常支出のための全ての資金を受領し、また支出することである。その帳簿は、理事

であれば誰でもいつでも点検できるようになっていなければならない。会計係は、年

次総会において、１年間のすべての資金の収支を精密に報告するものとする。

　帳簿は、理事会が選出する委員会による監査を受けなければならない。この委員はま

た、学校基金に関する事務局長の財政報告その他の報告を監査するものとする。なさ

れた支払いはすべて校長を通して理事会に提出され、その承認を得なければならな

い。

第９条〔学校の役員〕　学校の役員は、校長、事務局長および学科長とする。

第１０条〔学校役員の任務〕

１．校長の果たすべき任務は、定例の教師会の議長を務めること、授業を監督すること、

諸規則を執行し、規律を守らせること、社会に対して学校の権益を代表すること、す

べての公的会議を主宰すること、そして学校の現状、発展および必要なことについて

理事会に対して年次報告をすることである。

２．事務局長の果たすべき任務は、以下の通りである。

（１）理事会によって規定された規則に従い、生徒たちの登録、出席および順位に関
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するすべての事柄について責任を持つこと。

（２）行政機関より求められるすべての記録に責任を持つこと。

（３）行政機関に対してすべての必要な報告をすること。

（４）理事会によって承認された規則と方法により学校の業務を遂行すること。

第１１条〔専門職員の任務〕

１．司書の任務は、理事会の定めに従って図書室の業務に当り、理事会に対して年次報

告をすることである。

２．実験室および博物館の主事は、すべての器具や標本を管理し、注意深くその記録を

残し、理事会に対して年次報告をする責務がある。

第１２条〔教員会議〕

１．教員会議は校長、（任命されている時は学科長）、事務局長、専任教員および寄宿舎

の舎監により構成されるものとする。特別教員、講師、指導助手および学校事務員は

補助的構成員となる。

２．年度初めに理事会は教員の中から各クラスの担任教師を任命し、担任教師は自分の

クラスと校長の間の意思疎通をはかるものとする。また、クラスの生徒たちの勉強や

素行についていつでも報告できるようにし、クラスの日々の行動について全体的に把

握しているものとする。

第１３条〔教員会議の業務〕　教員会議の役割は、生徒の入学を許可すること、最終的に

は校長による決定が条件であるが、停学や退学など生徒の懲戒に関する重要な案件を扱

うこと、所定の試験に合格した生徒を卒業証書授与のために理事会に推薦すること、お

よび授業に関する事柄を決定することなどである。

第１４条〔基金〕　宮城女学校の基金は、いかなる事情があっても基金としての目的以外

に使用してはならない。

第１５条〔雑則〕　この学校憲法は、定期理事会において理事総数の３分の２以上の多数

決により改正することができる。その際議案はあらかじめすべての理事に 3 ヶ月前に通

知しておくこととし、外国伝道局に関わる改正事項は必ずその承認を得るものとする。

第２条（キリスト教に基づく目的）、第６条第１項（校長の任免）および第１４条（基金）

は変更することができない。
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C O N S T I T U T I O N

Article Ⅰ . — Name

　　The name of this Educational Institution established at Sendai, Miyagi Ken, Japan, 
shall be Miyagi Girls’ School.

Article Ⅱ . — Object

　　The following shall be the aim of Miyagi Girls’ School : 

　Ⅰ. To furnish a thorough general education in harmony with the principles of 
Christianity ;

　２. To train girls and young women in body, mind, and spirit so as to fit them to serve God 
and their fellowmen efficiently.

Article Ⅲ . — Departments
　The Institution shall be divided into Departments as follows :

　Ⅰ. An Academical Department having a curriculum extending over five years;

　２. A Higher Department, embracing a Graduate Course in Bible study and Teaching, a 
Domestic Science Course, a Higher Course in English, and other Courses to be established.

Article Ⅳ . — Management

　The control of Miyagi Girls’ School shall be vested in a Board of Managers representing 
the interests of Nihon Kirisuto Kyokwai (Church of Christ in Japan) and the Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in the United States.

Article Ⅴ .—Board of Managers

　Ⅰ. The ordinary membership of the Board of Managers shall consist of an equal 
number of missionaries of the Japan Mission of the Reformed Church in the United States 
and of Japanese Christians of distinction. The Principal of the School, who shall also be the 
President of the Board of Managers, shall ex officio be an extra member of the Board, but he 
shall have no vote except as hereinafter provided. So far as practicable, the membership 
of the Board of Managers shall include all the missionary teachers in the School who 
have passed two-thirds of the language examinations required by the Mission.   The 
majority of the Japanese members shall be persons belonging to the Nihon Kirisuto 
Kyokwai (Church of Christ in Japan ).  Under ordinary circumstances, one , at least, of the 
Japanese members shall be a graduate of the School.   When a member is away from 
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Japan for a year or more, his or her place on the Board shall be filled by some other eligible 
person, from the time the regular member leaves until his or her return.  When ever any 
member of the Board who is a teacher or officer in the School shall sever his or her
connection with the School as Teacher or officer, his or her membership on the Board of
 Managers shall there by cease.

　2. The Board shall be a self-perpetuating body.

　3. A member whose further membership is considered injurious to the affairs of the Board 
of Managers may be expelled after due process by a majority of the Board.

　4. Persons who work in the interests of Miyagi Girls’ School may be elected Honorary 
Members of the Board but shall have no vote.

　5. A quorun shall be two-thirds of the members of the Board.　 

　6. All questions, except amendments to the Constitution, shall be decided by a majority 
vote, the President of the Board having the casting vote in case of a tie.

　7. The regular annual meeting of the Board shall be held during the month of March.   
Special meetings may be held at the call of the President or at the request of three or more 
members.

Article Ⅵ．— Functions of the Board of Managers

　　 The Board of Managers shall be invested with the following functions:

　Ⅰ． To appoint all officers and instructors of the Institution and to discharge them if this 
become necessary, provided, however, that for the election or dismissal of the Principal of the 
School the ratification of the Board of Foreign Missions of the Reformed Church in the
 United States shall be necessary ; also that for the dismissal of any teacher whose salary is 
not paid out of school funds, the consent of the Japan Mission of the Reformed Church in the 
United States shall be necessary.   The Board of Managers, at the beginning of each school 
year, shall appoint class-teachers for each of the various classes; it shall also appoint all
necessary committees.

　2. To determine the salaries of officers and instructors (except missionaries), school clerk, 
and matron of the dormitory.   The salaries of such members of the Board of Managers as 
are paid out of school funds shall be determined by those members whose salaries are not 
paid out of school funds.    The officers of the school shall fix the wages of the servants.

　3. To fix the curricula of the Departments.

　4. To make all necessary regulations pertaining to admission, attendance, deportment, 
religious exercises, and other matters pertaining to the proper administration of the 
Institution in accordance with its object as stated in Article Ⅱ．
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　5. To grant certificates of graduation.

　6. To establish new Courses or Departments.
　7. To have charge of the finances.

　8. To determine the beneficiary allowance to students in need of aid.

　9. To take proper care of all property ; and to superintend the erection of recitation halls, 
dormitories, and other buildings required by the Institution, according to plans and cost 
approved by the Board of Foreign Missions of the Reformed Church in the United states, 
and by Mission of said Church, as long as the funds for such buildings are mainly furnished 
by said Board.  In case of building funds collected in America for new buildings, the 
treasurer of the Japan Mission of the Reformed Church in the United States shall act as 
treasurer.

　10. All official communications with the Board of Foreign Missions shall be forwarded to 
said Board through the Mission.  
　　

Article Ⅶ．— Officers of the Board of Managers

　　The officers of the Board of Managers shall be a President, two Secretaries, one to 
keep the record in Japanese and the other in English, and a Treasurer.

Article Ⅷ．— Duties of Officers of the Board of Managers

　Ⅰ. It shall be the duty of the President to preside at the regular and special meetings of 
the Board of Managers, to represent the Institution especially to the Board of foreign 
Missions of the Reformed Church in the United States ; also to make an annual report to 
the same.
　2. It shall be the duty of the Secretaries to keep neat and accurate accounts of all the 
proceedings of the Board.
　3. It shall be the duty of the Treasure to receive and disburse all funds for teachers’ 
salaries, grounds, repairs, books, apparatus, beneficiary education, and current expenses of 
the Institution.  His books shall be open to inspection by  any member of the Board of 
Managers at any time.  He shall also make a careful report at the annual meeting of all 
funds received and disbursed during the year.  His books shall be audited by a committee 
elected by the Board of Managers.  This committee shall also audit the Registrar’s financial 
accounts and any other accounts of school funds.  All payments that are made must be duly 
authorized by the Board of Managers through the Principal of the School.
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Article Ⅸ．— General Officers of the Institution
The General Officers of the Institution shall be a Principal, a Registrar, and later, also 
Deans of Departments.

Article Ⅹ．— Duties of the
General Officers of the Institution

　Ⅰ． It shall be the duty of the Principal to preside at the regular meetings of the Faculty 
(or Faculties) ; to supervise the teaching of the Institution; to administer the rules and 
discipline of the Institution; represent the interests of the Institution before the public; to 
preside at all public meetings ; and to make an annual report on the condition, progress and 
needs of the Institution to the Board of Managers. 
　２． It shall be the duty of the Registrar :
　　　（Ⅰ)．To have charge of the all matters pertaining to the Registration, attendance and 
standing of students, according to regulations prescribed by the Board of Managers ;
　　　( 2 ). To be responsible for all records required by the Government ;
　　　( 3 ). To make all necessary reports to the Government ;
　　　( 4 ). To conduct  the current business affairs of the Board of Managers.

Article Ⅺ．— Duties of Special Officers
　Ⅰ． It shall be the duty of the Librarians to attend to the business of the library, subject to 
the regulations of the Board of Managers, and to make an annual report to the Board of 
Managers.
　２．It shall be the duty of the Curators of laboratories and museums th have charge of all 
apparatus and specimens, keep a careful record of the same, and to make an annual report 
to the Board of Managers.
  

Article Ⅻ．— Faculty
　Ⅰ． The Faculty shall consist of the Principal, (Dean or Deans when appointed), Registrar, 
regular Teachers and the Matron of the dormitory. Special Teachers, Lecturers, Tutors and 
the School Clerk may be advisory members.
　２． At the beginning of each school year the Board of Managers shall appoint from among 
the Teachers a Class-teacher for each class, who shall be a means of communication 
between his or her class and the Principal ; shall hold himself or herself in readiness to 
report at any time on the scholarship or conduct over their daily conduct.
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Article ⅩⅢ．— Functions of the Faculty
    It shall be the function of the Faculty to admit students ; subject to the final decision of 
the Principal, to take charge of important cases of discipline, suspending or expelling 
students ; to commend such students as pass the required examinations to the Board of 
Managers for graduation certificates ; and to determine matters pertaining to teaching.

Article ⅩⅣ．— Endowment
    The principal of the Endowment Fund of Miyagi Girls’ School shall not be used under 
any circumstances for any purpose except as an endowment fund.

Article ⅩⅤ．— Miscellaneous
    This Constitution may be amended by a two-thirds vote of the Board of Managers at the 
regular meeting of the same, provided three months’ previous notice be given to all the 
members of the Board, and provided that any amendments involving the Board of Foreign 
Missions shall have its ratification. Articles Ⅱ．(Christian Object), Ⅵ．Sec. Ⅰ. (Principal of 
School), and ⅩⅣ . (Endowment Fund ) can not be changed.

（ 『Catalogue  Miyagi Girls’ School 1914-1915』 ）

　２．1914 年度宮城女学校卒業礼拝説教

　これは、校長就任の第１年度の卒業礼拝でのファウスト校長の説教です。前掲の学校憲法（Constitution）はこの年に

定まっています。「ファウストは、校長として、日々、説教や講話、聖書と英語の授業及日曜学校教師の養成等のキリス

ト教教育の指導と実践に勤めつつ、学校の経営・管理・渉外に極めて勝れた手腕を発揮しました。彼が校長を務めた大正

から昭和初期の 17 年間は、外に第一次世界大戦、ロシア革命、シベリヤ出兵、国際連盟成立、内には民本主義、米騒動、

関東大震災、普通選挙法、治安維持法の公布、世界恐慌、そして昭和激動の時代を迎えるのですが、的確なリーダーシッ

プによって宮城女学校の整備充実に努めました。文部省訓令 12号の下で始った教育水準向上のための教育課程の拡充は、

前校長時代から専攻科の設置に向けて進められ」（前著『キリスト教学校と見学の精神』143 頁〜 147 頁参照）、家政専攻

科、英文専攻科，音楽専攻科、聖書専攻科が併置され、「本校は、創立 4 半世紀を経て、早くも専門学校としての実質を

併有しはじめたのであった」（『天にみ栄え』492 頁参照）。
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　　　　説　教　「ルデヤとヨーロッパの教化」

　　　　　　　　　　（使徒行伝第 16 章 14 〜 15 節）

ファウスト校長　

　使徒ポーロは其の第二回の巡教中に一つの奇異な夢を見た。此の夢が欧州の歴史に一大

影響を及ぼし為にその状態を一変するに至った。実にその影響は単に欧州のみに止らず延

いて全世界に及んだのである。

　ポーロとその一行は西アジアに伝道しつつあったが余り成功を収むる事が出来なかった

のでポーロは一夜これより採るべき方針につき思いを凝らして居った丁度その時に此の夢

を見たのである。

　夫は一人の男が海を隔てたかなたのマケドニヤの海岸に立ってポーロを摩き、来て我等

を助けよと云うのであった。ポーロは目醒めて確に是は神の宣託であると信じ速に欧州に

渡って福音を宣伝しやうと云う決心を起こした。是れ実に欧州が亜細亜に求めたのである。

　ポーロは其の一行即ちシラス、テモテ、ルカの三人と共に直に立ってマケドニヤのピリ

ピに渡航した。ピリピは其の当時其の近辺にては最も繁華な町であったが在住のユダヤ人

は其の数がすくなかった故別に会堂の設けはなかったが只安息日を守るため集会場が市外

のガンガスと云う川の辺に設けてあった。之の川辺は町の雑踏を離れて静かであった為で

もあろうが主として手を洗うに便利であった為であろうと思う。何故なればユダヤ人には

祈祷する前に必ず手を洗う習慣があったからである。さてポーロの一行は先ず安息日に此

の集会場に至りユダヤ人と共に神を拝し又ポーロは彼等に向かって一場の説教をした所が

其の聴衆の中にルデヤと云う一人の婦人が居った。此のルデヤはもとユダヤ人ではなかっ

たがユダヤ教に改宗した人で常に此の川辺の集会場に来てユダヤ人と共に独一の神を拝し

之に祈を捧げて居ったのである。此の人は紫の布を商う業を営んで居ったが此の紫の布は

当時ローマ帝国にて上流社会の用いたもので中々需要の広かったものであった。此のルデ

ヤはピリピに生まれた人ではなくアジヤのテヤテから出た人で商売の為にピリピの町に移

住したものである。彼は当時其の町にて位置もあり財産もある寡婦であったが夫の死後自

ら其の商売を継続し盛んに其の商売を営んで繁栄を極めたものと思われる。ポーロの一行

が此の川辺に来た時にルデヤも彼の一行と其所に来て居ってポーロの説教を聞き彼は始め

て救い主イエスキリストの事を知ったのである。之より先きルデヤはユダヤ教に入って眞

の生ける神を信じて居ったからイエスを受け入れる準備は既に出来て居ったのである。故

に主がポーロによって彼の心を開き給うた時に確信の矢は彼の心を貫き彼は直ちに其の子

供や雇人を始め奴隷に至る迄全家を挙げてイエスに帰依し其の名によってバプテスマを受

けたのである。

　ポーロが見た夢は頗る不思議であると云わなければならない。何となれば彼が幻に見た

のは男であったのに其の実欧州に於ける最初の改宗者は女であって而も欧州の生れ更りは

－ 44 －



実に此の一婦人よりおこったからである。

　ルデヤの改悔は唯に全欧州の恩恵となったのみならず其れがひいてアメリカや日本に迄

も及んだのである。然し之は敢えて奇むに足らぬ事である。何となれば世界中何れの國に

於いても婦人は概して宗教に対する感情が甚だ敏感であるからである。男子の基督に負う

所は勿論甚だ多いのであるが婦人は尚一層之が多いのである。

　何となれば婦人は基督によって男子の奴隷たる位置より引き上げられ男子と同列に置か

れ神の前に於いて男子と同等に認めらるるようになったからである。之れ実に基督の賜と

云わなければならない。ルデヤ斯の如く我が宗教の歴史に於いて無比の位置を占めて居る

婦人であるから是より暫く彼の性格を考えて見たいと思う。

　第一ルデヤは誠実で敬虔な婦人であった。彼は偶像教の家に生まれたものであるが其の

当時の偶像教は非常に堕落し不道徳を極め生命がなく殆んど死灰の如きものであった。然

るに彼ルデヤは斯る宗教に満足する事が出来ず其の故郷テヤテラにてユダヤ人よりエホバの

事をきき偶像教を捨ててユダヤ教に改宗し生ける神を信じて之に仕えて居ったのである。

彼の生活は裕福であり其の繁栄を極め実に忙わしくあったにもかかわらず安息日毎に必ず

其の商売を休み自分ばかりでなく雇い人まで引き連れて此の川辺の祈祷会に連なるのが常

であった。之によって見ると彼は如何に祈祷を好み生ける神と交わる事を無上の楽しみと

し夫れを以て自分の生命希望として居ったかがわかる。彼は斯かる篤信家であったからポ

ーロの談に耳を傾けたのは敢て異むに足らない事である。彼は神の愛を感じた時に直ちに

進んでその胸を開きポーロの伝えた生命の言葉を受け入れ而して其の言葉が次第に成長し

て果を結ぶに至った。ポーロは種子を蒔き神は夫れを繁殖させ給うたのである。写真屋が

如何に上手に其の種板を設備しても若し太陽の光線がなければ物の象を写す事が出来ない。

云わばポーロは写真屋で神は光線である。

　第二、ルデヤは親切で謙遜な人であった。此の四人の宣教師即ちポーロの一行はルデヤ

に取っては一面識の無い人々であった。然るに彼のポーロの説教を聞き彼等をキリストの

使者であると認めるや否や直ちに彼等を自分の家に招待した。ポーロは一旦それを辞した

が再三の懇請もだしがたく遂に其れを諾するに至ったのである。何んと美しい謙徳が其処

に表れて居るではないか。ルデヤは働く者は其の報酬を受くべきものであると云う事を信

じ身を宣教に捧げて居る人に対しては宜しく進んで扶持すべきものであると云う事を信じ

て居った。彼は財産を有って居った而して其の財産に依って自分の人格を拡大した。人が

基督信者となるならば其の心霊ばかりでなく其の身体も其の財産も皆悉く回心すべき筈で

ある。ルデヤの財産は実に其の持ち主と共に洗礼を受けたと云ってよろしい。何となれば

彼はバプテスマを受けるや否や直ちに其の所有物の一部をキリストの祭壇に捧げたからで

ある。彼は財産と云うものは凡て神より委託せられたものであって神と人との為に用う可

きものである事を知って居った。彼は実に新経済学の主張者であった。新経済学の大切な

る主義は受くるより与うるは幸福なりと云う事である。
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　さてポーロは暫く彼の家に止まってピリピの町に伝道して居ったが迫害の為に捕われて

獄舎に投ぜられたが、幸いに神が其の獄舎の戸を開いて彼を導き出し給うた為め再びルデ

ヤの家に帰る事を得た。ポーロが愈々此のピリピの町を去る事になった、使徒行伝第十六

章の四十節を見るとルデヤはその時ポーロの為に特に送別会を開いた事が載せてある。之

によって見てもルデヤは如何に親切であり如何に思慮深く如何に基督信徒らしかったかを

窺い知る事が出来る。

　第三、ルデヤは感恩の念に充ちた婦人であった。彼れが宣教師に与えた歓待は決して義

務の観念に迫られて生じたのではなく感恩の念から自然に湧き出たのである。勿論ポーロ

に対しては感謝の念を持って居ったに相違ないが夫と同時に神の恩を感ずる事が非常に深

かったから夫が此の歓待となってあらわれたのである。故に彼の内に入り来った新しき感

恩の念は唯に彼をしてポーロと其の一行を歓待せしめたに止まらず尚お進んで自ら世の人

に此の救の恩恵を分ちたいと云う希望を起こさせ伝道の精神を燃させたのである。彼れは

先ず自分の一家眷族に向かって伝道を始めた手代番頭を始め奴隷に至る迄悉く此の恩恵を

別とうとした。而して彼等の多くが信者となったに違いない。何故なれば其の時より間も

なく此の地に立派なキリストの教会が出来たからである。新約聖書の中にはポーロが特に

此のピリピの教会に送った書翰が入って居る。其の書翰によってみると此の教会は其の当

時余程優勢なものであったらしい。其の後ポーロがローマに在って獄舎の内につながれて

居った時に此のピリピの教会は特に一人の代表者を遣わして彼を慰問させた事がある。ポ

ーロは元来凡て教会からの贈物なぞは悉く辞して受けた事のない人であったが、此のピリ

ピの教会の贈物だけは辞せなかったのを見ると如何にも篤い感謝の念が其の中にこもって

居ったかが想見し得られる。黙示録二章十八、十九節によればルデヤの生地テヤテラに亦

一の教会があった事が見える。此の教会は必ずルデヤの感化によって興ったものに相違な

い。又此の教会に関して黙示録の云う處を見ると其の教会には悪い点もあったが又其の反

対に善い点が多かった事がわかる。ルデヤは実に熱心な忠実な善行に充ちた伝道者であっ

た。彼の性格を探ぬれば彼は眞に祈祷に熱心な信者であって親切で謙遜で感恩の念の深き

基督の美わしき婢であった事がわかる。又彼の燃えるが如き伝道心はよく其の家族其の寄

留地其の故郷に基督の感化を及ぼさしめたのである。

　千九百十四年度卒業生諸子よ予は更めて今茲に此の注目すべき婦人を諸子に餞する。諸

子は必ず此の婦人に於て各自一生の指針とするに足る高尚な価値ある模範を見い出さるる

を信ずる。凡そ誠実と信仰と奉仕とは三位一体とも云うべき一の美徳である。諸子がこれ

を各自の主義として進まるるならば諸子の成功は期して俟つべきである。誠実は今の世に

最も要する所。諸子よ希くは常に神と同胞に対して篤き信仰を保て。希くは又斃れる迄喜

んで同胞の為に奉仕せよ。此の三徳はルデヤの性格に於いて模範を諸子に要求して居る。

諸子が今有する信仰は概して本校在学中に得られたのであるが、どうか今後其の信仰を愈

増し愈強くし、愈深くし、果を結ぶ事を愈多からしめ、決して福音を恥づることなく使徒
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ポーロの如く各自己の身にイエスの徽章を帯びられんことを切に希うのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（『萩の下露』第四号）

　３．LOOKING BEFORE AND AFTER       

　これは、『宮城女学校五十年史』（昭和 11年 12 月刊行）の巻頭に掲げられた、クリーテ校長による「回顧と展望」で

す。前著、深谷松男著『キリスト教学校と建学の精神』（184頁〜）にその概要がありますので、後に掲げておきます。

　　クリーテ校長は 1930（昭和５）年から 1941（昭和 16）年まで、ファウスト校長に継いで学校を充実発展させまし

た。しかし、時代は宣教師が次々と拘束されるなど、クリーテは校長を辞任し追われるようにして帰国しました。まもな

く、校舎は軍需工場となり、生徒は全員、横須賀の海軍工廠、多賀城海軍工廠へと動員され、仙台空襲をむかえ、９棟中

7棟を焼失します。

　しかし、戦後の占領下にいち早く来日、アンケニーとともに復興のために精力的に働かれ、校舎の再建から、新制の大

学新設に向けて、大きな働きがあったことが知られております。戦後も理事となって復興の見通しと更なる展望を与えら

れたクリーテの大きな働きは、今後とも研究が深められる必要があると思います。

　

LOOKING BEFORE AND AFTER

Carl D. Kriete

 The purpose of education is communicate to the coming generations the accumulated 

culture of past generations, and in the process develop and liberate the personality 

of each individual in such a way as to enable him to make that contribution to the 

advancement of the race which that individual is best qualified to make.

　The first step in education is the acquirement of skill in the use of the tools 

of education. These tools are language and number. When they are properly acquired, 

self education may proceed very rapidly. The achievement of these skills should be 

pretty well completed during the primary school period.

 The second step in education is the accumulation of factual knowledge which is the 

material of thinking. This should continue throughout life. Skill in the use of precise 

and scientific methods of discovering facts and judgment in the use and arrangement 

of such facts are necessities which have increased in importance in our own day. The 

increased complexity of life has made the possession of such skill and judgment 
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absolutely necessary to coming generations.

 But important as these two steps are they are by no means the whole, or the most 

important part of education. We must be assured that when such facts are secured, 

and such skills are acquired that they will be used for the advancement of mankind 

and not for its destruction. A most important factor in education is the creation 

of right attitudes toward life and its problems. People must have a great deal of 

information, but they must also be good. The creation of good character is the most 

fundamental problem of education.

 Miyagi College, during its fifty years history has made a distinct contribution in 

this most important part of education. Throughout the years it has been sending out 

into the society of Japan and in a smaller degree in other parts of the world, women 

of the highest character, whose judgment has been corrected by the possession of the 

very highest ideals which have yet been discovered by humanity. For the most part 

their influence has been quiet, and largely confined to their own homes or wider circle 

of their acquaintance, but in spite of the fewness of their numbers and the limited 

sphere of their influence, their contribution has been a great one and has added to 

the prestige of Miyagi College.

 The increasing demands of modern education, however, make it impossible for us to 

be satisfied with our achievements. The factual knowledge and scientific skill 

required merely to live happily and successfully in this complicated world has reached 

enormous proportions and the simple equipment of former years is proving inadequate. 

Better, more healthful, more adequately lighted and heated class rooms, rooms for 

teaching special subjects, and especially laboratories and equipment for physical 

education must be provided in the near future if Miyagi College is to continue to 

lead in the education of women.

 In addition to these, Miyagi College must continue to be in the advance in women’s 

education, in the cultural subjects of Music and the other arts, including the art 

of Home Making

 It is especially in the realm of character education that Miyagi College hopes to 

continue to make its greater contribution. To give merely the tools of education and 

to impart scientific skills and knowledge, might mean merely to equip coming 

generations the better to destroy the culture on which they have been nourished. We 

hope to direct such forces as we are able to impart in the direction of the highest 

ideals of goodness, truth and beauty which we believe are at the very heart of the 

Universe, in the heart of God. There is something unique in the natural, religious
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 and social life of Miyagi Jogakko by which the highest type of character is

 unconsciously formed. Grounded on the broadest religious foundation, drawing on world 

wide and age long culture both of the Orient and the Occident throughout past ages, 

always being corrected by the highest ideals which deep religion has discovered, 

Miyagi College, we believe, is ideally equipped to continue its leadership in the 

building of such character as will make a very great contribution to Japan’s heritage 

of goodness, truth and beauty.

 Looking back with gratitude and joy, we also look forward with hope inspired by the 

host of our loyal friends and faith in the continued presence of the God of Love, 

revealed in the matchless life of Jesus Christ.

『宮城女学校五十年史』（1頁〜 2頁）

クリーテ校長は、

「教育の目的は、次の世代にこれまでの世代の蓄積された文化を伝えて共有させることで

あり、またその課程において、人類の進歩発展に貢献することができるように、各人の人

格を解放し、向上させることである。そのためには、まず、言語と数（学）という教育の

ツールを用いる技術を身につけさせることで、これが教育の第 1 ステップである。

　これを的確に習得すれば学習は一段と早く向上する。教育の次のステップは、考えるこ

とに必要な知識の蓄積である。知識を見いだす精密な学問的方法を用いる技術とそれらの

知識の利用と調整のための判断力とは、その重要性が今日ますます高まっている。生活は

ますます複雑になっていくので、このような技術と判断力を身につけることは、これから

の時代を生きる者として絶対に必要である。然し、これ等 2 つのステップは、重要ではあ

るが、教育のすべてではなく、またその最も重要な部分でもない。そのような知識を獲得

し，そのような技術を習得したとき、それが人類の向上のために用いられ、その破滅のた

めにもちいられることはないということが、確かでなければならない。教育の最も大事な

課題は、人生とその諸問題に対する正しい精神的姿勢を創造することである。人は多くの

知識をもたなければならないが、また、その性が善でなければならない。善良な人格を創

造することこそ教育の最も、根本的な課題である。」

　このように述べて、クリーテ校長は、「このことにつき本校は、キリスト教主義に立って、

神の愛によって高められる希望と志をもった精神を育成して来たし、これからもそれを進

める」と記しています。
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　４．宮城女学校創立 50 周年記念式感謝礼拝　1936（昭和 11）年 11 月 1 日午前 10 時

　1936 年、クリーテ校長の時代、宮城女学校創立 50 周年を記念する１週間にわたる創立記念行事週間、初日は教職員生

徒並びに同窓生一同と、教職員関係ご遺族を招いて「感謝礼拝」、続いて「職員永眠者追悼式」が行われた。

　感謝礼拝説教でクリーテ校長は、聖書の「マタイ伝 10 章 8 節」から「回顧と展望」を試み、神の国の律法として

恵みの賜物としての宮城女学校創立 50 周年の意義を述べられました。

　『天にみ栄え』（539 頁〜 564 頁）「クリーテ校長と創立 50 周年」

　『宮城女学校五十年史』（昭和 11 年 12 月 23 日発行）、「宮城女学校創立五十周年記念行事」（198 頁以降 2 〜 5 頁）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　説　教　『價なしに受けたれば價なしに與へよ』（マタイ伝 10 章 8 節）

C．D．クリーテ校長　　

　主イエスが、その御弟子達を初めて世の救いのためにお遣はしなされた動機は、只今の

聖句「價なしに受けたれば價なしに与へよ」でございました。感謝の心は、よき生活への

道しるべであります。クリスチャンの生活は根本的にただ二つの事、即ち受ける事與へる

事にふくまれております。それは賜物の宗教であります。神はその独子を賜う程に世を愛

し給います。

　本日のこの礼拝は、過去五十年間の神の数々の御惠を覚え、その感謝の心から與えられ

たよきものを永遠に伝え、我等のために價なしに與えた人々の未だ実現し得なかった希望

を仕遂げるために、生涯をきよめて神に捧げんとする決心を目的としております。かくし

て創立者の大きな夢、彼等の捧げた、否今なお生きて捧げつつある多くの人々の未だ全う

しない理想は実現されるでありましょう。

　我等は豊かな過去の継承者であります。我等は日々他の人々にとって多くを價したもの、

しかし我等自身には何物も價しなかったものを受けております。又先きにそのはせばをは

しった者達の肩を足場として立っております。さてこれから夜となく昼となく疲れた時も

長き年月の間その全生涯を捧げつくした人々の大きな数々の天に積める寶を数えあげて見

たいと思います。先ずここに價なくしかも喜びの中に捧げられたお金があります。その中

には僅かの収入の中より大きな努力によって貯えられた想像以上に尊い寡婦のレプタ二つ

も入っております。次に愛と献身的な犠牲。聖別された心より捧げられる祈り。慎重な慮

りと種々の計画、御母のその子供等に対するそれの様な心慮。これ等すべてのものそして

これ以上のものがこの宮城女学校に今日に栄誉をになわせたのであります。しかし、就中

我等に伝えられたキリスト・イエスの聖き御生涯と死との精華、價なしに受け得る彼の救

基督教的生活に於て得られる真の喜び。これ等のすべてを感謝をもて今日新に認識し我等

の身も霊も全生涯を彼に捧げて仕え様とする決心を再び固めたいと存じます。

　「汝等價なしに受けたり」、五十年前に思いをはせる時私の心に深い感激を與えるものは、

－ 50 －



お二人のうら若いそしてか弱い婦人の事どもであります。このお二人は前に一度もお家を

はなれた事がなかったのに塩釜港にその小さい舟からおり立って、この地に神の御光を與

えるためにいらっしゃいました。広い太平洋を渡るには小さすぎその上乗り心地悪い舟で

愛する母国アメリカの港を出帆し離郷のたまらない淋しさと舟酔いになやみながら、日本

における前途の生活に対する不安におののきながら、自分の力をあやぶみながら、しかし

その種々の憂慮の中にあってなお彼等が神の召命に応えて来った故に、すべて要するもの

を供え給う事に絶対の信頼をよせて勇敢にすすむ彼等の姿は如何に雄々しかったでしょう。

私はお二人が落胆し、堪え得ない望郷の念にかられその希望がむざんにうちこわされ失敗

によってくじかれ、信じ得ると思った人々にそむかれて失望されたその時に書かれたお手

紙を読みました。そして我等が只今價なしに承けついでいるものが如何に大きな犠牲をも

って築きあげられたものであるかを幾分さとりました。

　更に私は、このお二人をたすけてつくされた当時の日本の教職員を思います。彼等は献

身的な信義の心を以て女性薫陶の道にはげまれた愛国者でありましたが、基督教に帰依し

主イエスに献身を誓いましたので周囲の人々の不信用をまねきその忠信はしばしばうたが

われました。基督、彼は孰れの國にも属しておられない故に、そして「己れの民はこれを

受けざりし」故にすべての國に属し給うものであります。現代のように以前とは違った、

そしてしかも強い愛国心の波がおしよせている時においては特に彼等の犠牲がどんなに大

きかったかわかる様な気が致します。只今我等が何も考えずにうけている賜物が彼等にと

ってどんなに大きな犠牲であったかと云う事は我等の想像にも及ばない事であるでしょう。

　又私は今本校御在職中に御許に召されし人々をあふるる尊敬を以てお偲び致します。彼

等の愛はそのいまわのときまでのこされし者達への祈りと心やりとなって輝きわたりまし

た。彼等のいまわの祈りは我等の名であり又そのおえる重荷のためでありました。かくて

彼等はもはや生きて愛する学校につくし得ない事のみを心に残し親しきもの愛する教え子

達に最後の愛の言葉をよせて遂に神の輝く永遠の御國にお入りになりました。

　私は長い年月本校のためにおつくし下され今尚お我等と共に種々計画し働き祈り今日の

この喜びにあづかっていらっしゃる方々にもあつい感謝を捧げます。

　更に私はここに学ばれし多くの同窓の友を思います。彼女達は家族の者の反対をしりぞ

け親しき者達の嘲り否それ以上の迫害にも堪えて彼等のために輝きわたった命の光のもと

に忠実にとどまりました。彼等の献身的愛はクラスには勿論学校に愛の精神を創りました。

そしてこの美しい愛の精神、友情の精神は我等が只今價なく受け得る所の宮城スピリット

となったのであります。斯様な精神を築きあげるためには彼女等に多大の犠牲を要しまし

た。しかし感謝すべきかな我等はそれを價なしに受けております。

　私は過去半世紀の長い年月我等のために價なしにその尊い賜物をあたえたアメリカの

方々を思います。数日前私は九十の坂を越えたマザーゲルハードからお祝いのお手紙を戴

きました。それによりますと夫人は五十余年前國で開かれたプルボー、オールト両先生の
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送別会に出席しそれ以後日々神の御前に捧げる敬けんな祈りを通して彼等及びその後継者

なる私共を支え助けてくださいました。夫人はその子供達にも “Our Miyagi Jo Gakkou” 
のために祈り働くように教えなさいました。我等が我等自身を考えるその如く夫人が私達

のために祈り得るようにと日本語で宮城女学校と云う名をお覚えになった程でした。　

　キティー・プルボー（エドマンズ夫人）、この方は叔母君が本校に御教鞭を執っていらっ

しゃる時にある学課をとって一生徒でありましたがそのお手紙によりますと、夫人は全校

で写真をとる時に一生徒として入ることを許されました。幾年かたったアメリカに帰国後

一人の貧しい女裁縫師をたずねて着物をつくってもらいました。その時はからずも真中に

自分の入っているなつかしい宮城女学校の写真がその部屋の壁にかかっているのをみつけ

ました。そして更に感激すべき事には長い年月の間この貧しい女裁縫師は彼女自身高い教

育を受け得なかったけれどもはるか遠い自分が一度も合った事のない日本のお嬢さん達に

それを受けさせたいと喜んで價なくして彼女のわづかの収入から献げておった事を知りま

した。この他この学校のためにつのられる幾千圓のお金のなかにこの様な貧しいやもめの

心からの尊いささげものが如何に多く入っておるか知る由もありません。又それが與主に

如何に多くの犠牲を要したかを知らないのであります。しかもそれは價なしに我等に與え

られます。

　みなさん宮城女学校教職員生徒及び同窓生一同がすべてを價なしに受けました。それ故

に我等も價なしに與えねばなりません。これは神の国の律法であります。即すべてを與え

る故に躊躇なく受ける。與える事受ける事の限りないつながりの輪、これが神の国の法で

あります。なぜならば基督教の中心事実は賜即まぶねにおける神の子救世主の誕生。そし

て十字架上の神の子の（贖）の死と云うはかりしられない恵みの賜物であるからでありま

す。

　我等はここ数年間、今日のこの光栄輝く日を望み、このために種々準備をかさねてきま

した。多くの集会を持ち多くの事を計画しております。しかしながらこれ等すべての中で

もし我等が價なしに受けたる故に我等も又身も霊も全生涯すべてを神への御奉仕に捧げつ

くせるならば、これこそ我が宮城女学校創立五十周年に当っての最大の成功であります。

　「汝等價なしに受けたり」いざ我等も報いなしに與え様ではありませんか。

（　『宮城女学校五十年史』　）

　５．宮城女学校創立 50 周年記念式典式辞　　　　　　　　1936 年 11 月 2 日

　宮城女学校創立 50 周年を記念する第 2 日目、「祝賀式」「勤続 15 年以上の教師・功労者への記念品贈呈」「学生と同

窓生の合唱」、午後は「職員・同窓生のコンサート」「記念晩餐会」が行われ、宮城県知事、仙台市長、外国伝道局代表、
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基督教諸団体代表、東北学院長、宮城県女子専門学校長、市内小・中学校長代表、同窓会代表の祝辞と表彰式があり、

米国リフォームド教会外国伝道局、ズーフル、ワイドナー、ファウスト、クリーテ、土井林吉、原田こと（じ）、ハンセン、

リンゼー、早坂哲郎、黒澤艮平、サイプル諸氏に感謝状が贈られ、リンゼーが総代受領者となった。

　クリーテ校長は式辞の中で、本学半世紀の「回顧と展望」を試みられているので、その全文を載せます。

　『天にみ栄え』「創立五十周年」（544 頁〜 549 頁）

　『宮城女学校五十年史』（1936 年 12 月 23 日発行）、「宮城女学校創立五十周年記念行事」（198 頁以降 8 〜 10 頁）

　　　　式　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリーテ校長

　本日の祝賀式に当りまして、本校五十年の歴史を考え、併せて祝賀の意義を考えてみた

いと思います。宮城女学校が創立されましたのは、この東北地方に基督教を弘めたいと云

う、少数の基督教信者の考えからでございます。押川方義先生と吉田亀太郎先生とは東京

に参りまして、米国リフォームド教会の若い宣教師として当時東京に居られた Hoy 先生に

頼んで、一緒に東北伝道を致しましょうと申しました。Hoy 先生は当時まだ東北に女学校

がない事を聞きまして、早速女教員を送るように米国に申してやりました。

　米国リフォームド教会の外国伝道局は早速Poorbaugh先生とAult 先生とを送りまして、

両先生は明治十九年の七月仙台に着き、女学校創立の準備を始めました。九月十八日には

松平県知事から認可されましたので、東三番丁図書館よりの民家を借りまして、六人の生

徒と五人の教員とで愈々開校されたのでございます。之は丁度五十年前の九月の事でござ

いましたが、六人の生徒が十一月には二十四人となり、十二月には四十一人となり、民家

の仮校舎では手狭となりましたので Poorbaugh 先生と Ault 先生とは米国の外国伝道局に

敷地と校舎が必要である事を申してやりました。その結果、只今の敷地の一部分を買いま

して校舎を新築し、創立の三年目明治二十一年の四月には新校舎に移りました。

　同年 Ault 先生は結婚して退職致しましたので、Poorbaugh 先生の妹 Emma Poorbaugh 
先生が米国から参りましたが、この Emma Poorbaugh 先生は特に音楽の教師としてすぐ

れていました。宮城女学校の立派な音楽は多分この時から始ったものと考えます。

　県当局の記録には、本校創立者として次の六氏があげられております。即ちモーア氏、

ホーイ氏、プルボー氏、首藤陸三氏、押川方義氏、藤生金六氏でございました。なお創立

当初日本におきましては、外国人の学校経営は許されておりませんでしたので、明治十九

年から同三十二年まで学校は三人の校主、押川、首藤、橋本の三氏の名義になっておりま

した。そして、明治三十二年初めて外国人が学校経営の資格を得ましたので、校主は廃さ

れズーフル先生が正式の校長となりました。

　創立の四年目、明治二十二年にはPoorbaugh先生が正式に校長となり五年間勤めました。

　最初に教えました学科は極めて簡単なもので、聖書、英語、国語、漢文、数学でござい
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ました。修業年限も始めは本科四年制でございましたが、創立三年目には三年制の予科を

設けまして、学科の方も充実致しました。以上が学校創業時代の大体でございますが、創

立七年目の明治二十六年になりまして、校長 Poorbaugh 先生が辞任して帰国されますと、

内外人半数から成る委員会の手で学校を管理することとなり Moore 先生が選ばれて校長と

なりましたが、翌年には Zurfluh 先生と代わりました。その翌年、創立八年目には、三年

制の予科を廃し四年制の本科を五年制と致しましたから、丁度今日と同じ修業年限となっ

たわけでございます。

　Zurfluh 校長の代になりまして、明治三十二年早坂先生が学校の幹事となり、明治三十

三年には聖書専攻科が始められました。　

　明治三十五年三月には、校舎は新築以来十四年で全焼してしまいました。之は大きな打

撃でございましたが、学校当局は一層の努力をしようと立上りまして、更に敷地を買い足

し、二年間に寄宿舎も新築し、現在の高等女学校校舎も新築致しました。

　明治四十一年 Zurfluh 先生は校長として十四年間勤めた後、辞任帰国され Miller 先生が

校長となりましたが、二年後の明治四十三年には更に Weidner 先生が校長となり三年間勤

めました。明治四十三年、高等女学部は文部大臣から四年制高等女学校と認められ、明治

四十五年には家政専攻科が設けられました。

　以上で明治時代が終わりますが、此の時期は宮城女学校の過渡期と申してよろしいかと

思います。此の間、早坂先生は大正六年辞任されるまで十七年間、幹事として学校の発展

の為に大変に尽力されたのでございます。

　大正二年、ファウスト先生が校長となりましてから学校は発展時代に入りまして、大正

三年には今日の様に内外人半数から成る理事会が学校を管理する事となりました。大正七

年には第二校舎が新築され、大正十五年には更に増築されまして現在の専攻部校舎が出来

ました。既にあった聖書専攻科、家政専攻科の外に大正四年には英文専攻科が設けられ、

翌大正五年には音楽専攻科が設けられ、現在では専攻部が全部整ったのでございます。

　昭和二年には英文科卒業生には中等教員無試験検定の特典が許可され、本年はまた高等

女学部が五年制の高等女学校として認められました。

　以上申し上げました通り、宮城女学校は、初めは微々たるものでございましたが、今日

では高等女学部と専攻部とを有し、生徒は合わせて三七二名、教職員は五十名を数えるに

至り、この間出しました卒業生一五六五名は全国に亘り、社会の各方面に於いて母校の名

誉の為に活動致しておる次第でございます。

　今日、過去五十年の歴史を考えるに当り、私共は先ず第一に、宮城女学校の事業をよく

理解して下さいました東北の皆様に深く感謝致すものでございます。若しも宮城女学校が

東北の女子教育に対し貢献する所がございましたならば、それは全く皆様の直接間接の御

後援のお陰でございました。又本日の祝賀式に当り、私共は同窓生の皆様と父兄の皆様に

厚く御礼申し上げなければなりません。同窓会と父兄の皆様は、宮城女学校創立五十周年
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のお祝いの為に、基本金十万円の募集を始めて下さいまして、その寄附申込は既に約二万

円に達しておりますが、此の皆様の美しい尊い犠牲は何ものよりも強い宮城女学校の柱で

ございます。

　この様な皆様のご尽力に対しまして、又過去五十年の名誉ある歴史に対しまして、私共

は将来益々努力発展致さなければなりません。本日の祝賀の意義の半分が過去五十年の歴

史を考える事にあると致しますならば、あと半分は将来の希望をしっかりと樹てる事にな

ければならないのであります。

　現代の情勢を一言で申しますならば、その一つの特色は文化の急激な発達であり、もう

一つの特色は社会思想の混乱であると思います。文化の急激な進歩の為に女子教育は将来

益々充実しなければなりませんが、私共の校舎はだんだん手狭となりました。幸いにして

同窓会と米国の後援家は既に約十五万円の資金を集めて下さいましたので、まず来年の春

から大講堂建築に着手する予定でございます。

　社会思想の混乱の為には何よりも人格を養成しなければなりません。幸いにして本校は

創立以来、基督教主義による人格教育を最も大きい特色と致して参りました。過去に対す

る感謝と現在及び将来に対する祈りとを中心とする信仰の力、愛を中心とする宗教の力は、

人格の基礎として、将来益々重要である事は申すまでもございませんが、特に女子教育に

於きましては、其の家庭を通し其の子供を通して、一層強い感化を社会に及ぼすものでご

ざいます。私共は神の御恵みによりまして、東北の為、国家の為に、今後一層大なる貢献

をなし得ると信ずるものでございます。

　然しながらこの私共の将来の希望が実現される為には、東北の官民皆様の変わらぬ御援

助を受けなければなりません。今日此の様に多数来賓を迎えました事は、即ち皆様の御後

援の現れであると存じます。本校の名誉として厚く御礼申し上げると同時に、将来も宜し

く御願い申し上げる次第でございます。

（『宮城女学校五十年史』）

　６．宮城女学校創立 50 周年記念式感謝礼拝　　1936 年 11 月 8 日日曜日午前 10 時

　「十一月八日　日曜日午前八時十五分より全校一同第一講堂にて感謝聖別礼拝を守る、五十周年記念祝

賀式も盛大なる中に各行事を全うし、一同感謝をもて将来への歩みの一歩を切らんとするにあたりての意

義ある礼拝にてありき。丸山敏子の司会にてクリーテ校長の説教ありつづいて、ドクトル・ハンセン、ミ

ス・リンゼー、一見女学部長、原田先生、聖書科石塚照子の祈りありて感謝と献身の念をもて礼拝を閉づ。」

とあり、クリーテ校長の説教が、ファウスト校長の教え子で聖書科の教員丸山敏子により説教大略として

残されている。
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　『宮城女学校五十年史』（1936 年 12 月 23 日発行）、「宮城女学校創立五十周年記念行事」（198 頁以降 31 〜 32 頁）

　　　説　教　　　　　　　クリーテ校長

　今朝の献身の礼拝に当りて思い出さるるものは、祝賀週間を通して私の受けた多くの力

強い印象の中で最も、力強いものの一つは、オラトリオの第二場の光景であった。

　癒されたる愛児を胸にして喜びの涙を湛えつつ、全身全力を尽くして、主なる神を愛せ

んとする、かの寡婦の信仰の姿である。思うに此印象こそ今朝の献身の礼拝に当りて相応

しき準備は、なかろうと思う。

　此週間我等は色々の点に於いて過去五十年の追想より、来るべき将来の五十年を暁望す

るの重要さを思わしめられた。然らば来るべき将来に対して何をか必要とするや、夫は此

学校に関係あるものの人格的力に俟つより外にない。

　宗教的、力ある人格的、感化に、俟たねばならぬのである。古来偉大なる教師は皆偉大

なる人格の人であった。我等の学校の先輩達も亦この偉大なる人格の人であった。我等の

学校の先輩達も亦この偉大なる教師として、人格的貢献をされた。我等はその継続者とし

て、洵に相応しからざるも、神の力によって是をなし得ると信ずるものである。我等は只

この身を聖別して神の器となす時にのみ、此学校に於ける意義ある働きを全し得ると信ず

る。

　我等は彼のエリヤに対する寡婦の如く先輩達を通して賜りたる神の力に感謝し、聖別し

て御栄のために尽くしたいものである。寡婦の如く全心全力をつくして神を愛するものに

なりたい。

　今朝の礼拝に際して強くこの事を決心するものである。此決心は瞬間に定る。然し其仕

事は一生涯のものである。神よ願くば此の決心を終わりに至るまで守りたまえ。

　願くは我等に垂れ給いし汝の力により我等の人格が一変し真にキリストを代表するに相

応しきものとなり、此学校をして前よりも一層精神力の貯水池たらしめ給わんことを。来

らんとする歳月に多くの生命の渇きを満たしむる精神力を貯るものとなさせたまわん事を。

（説教大略：丸山敏子）

（『宮城女学校五十年史』）
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　宮城学院は宮城女学校として認可された 1886（明治 19）年 9 月 18 日以来、福音主義キ

リスト教に基づく人格教育を建学の精神とし、129 年の歴史を重ねてきた。この歴史の中

で、多くの宣教師や関係者の方々が宮城学院の教育のために奉仕されている。それらの功

績は通常、資料として残されるが、宮城学院の資料の内、戦前のものは、1945（昭和 20）
年の仙台空襲で殆どが焼失してしまった。しかし、宮城学院創立 100 周年時に刊行された

『天にみ栄え』編さんなどの作業を通じて、アメリカやイギリスにある資料をコピーやマ

イクロフィルムという形で収集した「海外蒐集資料」や、マーガレット・A・ガーナー先生

が残された資料により、創立以来の功績を記録として留め、接することができるようにな

った。

　現在、資料室ではこれらの資料を含めた所蔵資料の目録作成、整理作業を進めており、

研究・利用の推進を目指しているが、今回、資料室所蔵資料の中から「海外蒐集資料」の

一部と「ガーナー資料」に記載されている宣教師や関係者の集計一覧をまとめた。それぞ

れ個々人にどれだけの分量があるか、参考にしていただきたい。

◆ 海外蒐集資料（ランカスター神学大学古文書保管庫所蔵）

ランカスター神学大学図書館内にある「米国合同教会古文書保存庫」所蔵の、歴代校長

と関係宣教師が外国伝道局に送った諸書類。宮城学院創立者ウィリアム・E・ホーイの

長女であり、第二次世界大戦後の宮城学院再興に貢献したガートルード・B・ホーイが

分類整理。1882（明治 15）年～ 1941（昭和 16）年の資料を約 17,000 枚収集。

◆ 海外蒐集資料（エディンバラ医療伝道会アーカイヴズ所蔵）

エディンバラ医療伝道会の論文集や理事会議事録、年次報告書など。1869（明治 2）年

　〜 1890（明治 23）年の資料を 974 枚収集。

◆ ガーナー資料

マーガレット・A・ガーナー先生が、宮城学院の教育宣教師として戦後の復興から大学

の創設発展に貢献・奉職された、1949（昭和 24）年 9 月～ 1991（平成 3）年 3 月の活

動に関する各種の文書や書簡の原資料。及び、宮城学院に関わった宣教師、関係者に関

する収集資料。

□資料紹介７

宮城学院宣教師・関係者資料

宮城学院資料室
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宣教師・関係者名
役職名・担当教科等

上段：日本滞在期間
下段：宮城学院教師就任期間

点数 資料名

1
アレン・R・バーソロミュー
　・合衆国改革派教会外国伝道局
　 総幹事

〔生没年〕
1855（安政2）年  9月〜
1933（昭和8）年11月

1091 海外蒐集資料

104 ガーナー資料

2
アンブローズ・D・グリング 
　・在日宣教師団代表 
　・宮城女学校設立企画に参加

1879（明治12）年 6月～
1889（明治22）年

285 海外蒐集資料

1 ガーナー資料

3
ハティ・L・グリング 
　・伝道局へ女学校の創設を提言 
　・アンブローズ・D・グリング夫人

1879（明治12）年 6月～
1889（明治22）年

5 海外蒐集資料

4
ジャイラス・P・モール 
　・第2代校長 
　・英語、聖書〔女〕

1883（明治16）年 9月～ 1460 海外蒐集資料

1893（明治26）年 4月～
1894（明治27）年 8月

6 ガーナー資料

5

アニー・M・モール 
　・伝道局へ女学校の創設を提言 
　・副校長 
　・英語、聖書〔女〕 
　・ジャイラス・P・モール夫人

1883（明治16）年 9月～

112 海外蒐集資料
1893（明治26）年 9月～
1894（明治27）年 7月

6
ウィリアム・E・ホーイ 
　・宮城女学校創立者 
　・メアリー・B・オールトと結婚

1885（明治18）年12月～
1899（明治32）年

499 海外蒐集資料

2 ガーナー資料

7
メアリー・B・オールト（ホーイ） 
　・英語、聖書〔女〕 
　・ウィリアム・E・ホーイと結婚

1886（明治19）年 7月～
1899（明治32）年

33 海外蒐集資料
1886（明治19）年 9月～
1888（明治21）年 6月

8
エリザベス・R・プールボー 
　・初代校長 
　・聖書、英語〔女〕

1886（明治19）年 7月～
1893（明治26）年 7月

200 海外蒐集資料

1886（明治19）年 9月～
1893（明治26）年 7月

188 ガーナー資料

9

デーヴィッド・B・シュネーダー 
　・在日宣教師団代表 
　・長女メアリー、次女マーガレット 
　　は宮城女学校教師

1887（明治20）年12月～
1938（昭和13）年

102 海外蒐集資料

7 ガーナー資料

10

アンナ・M・シュネーダー 
　・著書『O MURA SAN』 (宮城女学校最
初の卒業生宮本ムラ) 
　・デーヴィッド・B・シュネーダー夫人

1887（明治20）年12月～
1941（昭和16）年

3 海外蒐集資料

宮城学院宣教師・関係者資料集計一覧
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宣教師・関係者名
役職名・担当教科等

上段：日本滞在期間
下段：宮城学院教師就任期間

点数 資料名

11
エマ・F・プールボー 
　・英語、音楽、聖書〔女〕 
　・エリザベス・R・プールボーの妹

1888（明治21）年9月～
1893（明治26）年7月

40 海外蒐集資料

1888（明治21）年9月～
1893（明治26）年7月

37 ガーナー資料

12
サラ・S・ミラー 
　・英語〔女〕 
　・ヘンリー・K・ミラーと結婚

1888（明治21）年9月～

1 海外蒐集資料
1908（明治41）年3月～
1910（明治43）年5月

13

メリー・E・シュネーダー 
　・聖書科科長、音楽科長 
　・英語、音楽〔専〕 
　・デーヴィッド・B・シュネーダーの長女

1890（明治23）年3月～
1934（昭和9）年4月

1 海外蒐集資料

1913（大正2）年～
1934（昭和9）年

2 ガーナー資料

14
メアリー・C・ハロウェル 
　・英語、音楽〔女〕

1891（明治24）年11月～
1898（明治31）年10月

1 海外蒐集資料
1891（明治24）年11月～
1898（明治31）年7月

15

ルドルフ・F・ケルカー 
　・宮城女学校創立時、合衆国改革派 
　　教会外国伝道局財務幹事 
　・故メアリー夫人の遺志による1891「メア 
　　リー・A・ケルカー文庫」

230 海外蒐集資料

120 ガーナー資料

16

マーガレット・S・アンケニー 
　・理事 
　・英語〔専・大〕 
　・アルフレッド・E・アンケニーと結婚、 
　　デーヴィッド・B・シュネーダーの次女

1892（明治25）年7月～
1962（昭和37）年

7 海外蒐集資料

1915（大正4）年～
1961（昭和36）年9月

28 ガーナー資料

17
ヘンリー・K・ミラー 
　・第4代校長 
　・聖書〔女〕

1892（明治25）年～ 
1936（昭和11）年

38 海外蒐集資料

1908（明治41）年3月～
1909（明治42）年3月

6 ガーナー資料

18
レナ・ズーフル 
　・第3代校長 
　・聖書、英語〔女〕

1894（明治27）年9月～
1908（明治41）年

116 海外蒐集資料

1894（明治27）年9月～
1908（明治41）年7月

103 ガーナー資料

19
リリー・M・ロールボー 
　・校長代理 
　・英語〔女〕

1897（明治30）年～
1900（明治33）年

29 海外蒐集資料
1897（明治30）年9月～
1900（明治33）年3月

20
ポール・L・ゲルハード 
　・英語、聖書〔女〕

1897（明治30）年～
1939（昭和14）年11月

12 海外蒐集資料

1900（明治33）年5月～
1905（明治38）年6月

2 ガーナー資料

21
サディ—・L・ワイドナー 
　・第5代校長 
　・聖書、英語〔女〕

1900（明治33）年6月～
1939（昭和14）年

74 海外蒐集資料

1900（明治33）年6月～
1913（大正2）年7月

75 ガーナー資料
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宣教師・関係者名
役職名・担当教科等

上段：日本滞在期間
下段：宮城学院教師就任期間

点数 資料名

22

ドッブス・F・エールマン 
　・米国ミッションボード代表 
　・エドナ・D・エールマン奨学金 
　※故Edna Detweiler夫人の記念の寄贈 
　　　による奨学金

〔生没年〕 
1900（明治33）年7月〜
1984（昭和59）年

43 海外蒐集資料

7 ガーナー資料

23
クリスティン・E・ファウスト 
　・英語〔女〕 
　・アーレン・K・ファウストと結婚

1900（明治33）年9月～
1901（明治34）年

5 海外蒐集資料
1900（明治33）年9月～
1901（明治34）年

24
ルーシー・M・ポーウェル 
　・英語、聖書〔女〕

1900（明治33）年9月～
1908（明治41）年7月

131 海外蒐集資料

1900（明治33）年9月～
1908（明治41）年7月

7 ガーナー資料

25
ウィリアム・E・ランペ 
　・第一校舎建築総監督

1900（明治33）年～
1911（明治44）年

17 海外蒐集資料

3 ガーナー資料

26
アーレン・K・ファウスト 
　・第6代校長 
　・宗教教育学、英語〔女・専〕

1900（明治33）年9月～
1930（昭和5）年5月

338 海外蒐集資料

1906（明治39）年7月～
1930（昭和5）年5月

53 ガーナー資料

27
J・モンロー・スティック 
　・英語、聖書

1902（明治35）年～

1 海外蒐集資料
1908（明治41）年4月～
1910（明治43）年5月

28

L・ブランチ・ゲルハード 
　・割烹〔専〕 
　・メアリー・B・オールトの妹、ポール・L・ 
　　ゲルハード夫人

1902（明治35）年～
1939（昭和14）年

3 海外蒐集資料
1922（大正11）年～
1924（大正13）年6月

29
メアリー・E・ファウスト 
　・英語〔女〕 
　・アーレン・K・ファウストと結婚

1903（明治36）年～
1930（昭和5）年5月

13 海外蒐集資料
1906（明治39）年～
1930（昭和5）年5月

30
ウィリアム・G・サイプル 
　・理事 
　・聖書考古学〔専〕

1905（明治38）年9月～

1 ガーナー資料
1908（明治41）年3月～
1911（明治44）年

31

マリー・E・ゲルハード 
　・理事 
　・英語〔女〕 
　・ポール・L・ゲルハードの妹

1905（明治38）年9月～
1941（昭和16）年5月

11 海外蒐集資料
1906（明治39）年5月～
1909（明治42）年

32
ニーナ・ゾーグ 
　・英語、聖書〔女〕 
　・エルマー・H・ゾーグ夫人

1906（明治39）年～
1941（昭和16）年

1 ガーナー資料
1906（明治39）年～
1910（明治43）年
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宣教師・関係者名
役職名・担当教科等

上段：日本滞在期間
下段：宮城学院教師就任期間

点数 資料名

33
エルマー・H・ゾーグ 
　・聖書〔専〕

1906（明治39）年～
1941（昭和16）年

14 海外蒐集資料
1933（昭和8）年4月～
1934（昭和9）年3月

34

ケート・I・ハンセン 
　・校長代理、理事、音楽科学科長 
　・音楽、聖書、英語〔女・専・大〕 
　・1948宮城学院女子大学設置許可申請 
　　時の教員組織メンバー 
　・讃美歌289番、宮城女学校青年会歌 
　　（現宮城学院校歌）作曲

1907（明治40）年9月～
1951（昭和26）年1月

472 海外蒐集資料

1907（明治40）年9月～
1951（昭和26）年1月

32 ガーナー資料

35

リディア・A・リンゼイ 
　・校長代理、理事、英文学科長 
　・聖書、英語〔女・専・大〕 
　・1948宮城学院女子大学設置許可申請 
　　時の教員組織メンバー 
　・ハンセン・リンゼイ共同所有の軽井沢 
　　山荘を同窓会へ寄贈

1907（明治40）年9月～
1951（昭和26）年7月

161 海外蒐集資料

1907（明治40）年9月～
1951（昭和26）年7月

3 ガーナー資料

36
クララ・マッサー 
　・英語、聖書〔女〕

1909（明治42）年～
1911（明治44）年

1 海外蒐集資料

1909（明治42）年9月～
1911（明治44）年6月

2 ガーナー資料

37
アンナ・G・ショルツ 
　・聖書、英語〔専〕

1911（明治44）年～
1913（大正2）年

3 海外蒐集資料

1911（明治44）年9月～
1913（大正2）年6月

1 ガーナー資料

38
マーガレット・J・リーダー 
　・理事 
　・英語〔女〕

1911（明治44）年～
1916（大正5）年

1 海外蒐集資料
1911（明治44）年9月～
1916（大正5）年6月

39
オリィ・A・ブリック 
　・理事 
　・聖書、英語〔専〕

1911（明治44）年～
1921（大正10）年

5 海外蒐集資料
1911（明治44）年9月～
1921（大正10）年5月

40
カール・D・クリーテ 
　・第7代校長、理事 
　・聖書、英語〔専〕

1911（明治44）年～
1954（昭和29）年

1399 海外蒐集資料

1930（昭和5）年5月～
1954（昭和29）年

24 ガーナー資料

41
ベス・M・クリーテ 
　・音楽、家事〔専〕 
　・カール・D・クリーテ夫人

1911（明治44）年～
1954（昭和29）年

104 海外蒐集資料

1935（昭和10）年9月～
1941（昭和16）年6月

5 ガーナー資料

42
アルフレッド・E・アンケニー 
　・理事 
　・マーガレット・S・アンケニーと結婚

1914（大正3）年6月～
1951（昭和26）年

8 海外蒐集資料
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宣教師・関係者名
役職名・担当教科等

上段：日本滞在期間
下段：宮城学院教師就任期間

点数 資料名

43
ヘレン・E・ベーカー 
　・英語〔女〕

1916（大正5）年～
1925（大正14）年

2 ガーナー資料
1916（大正5）年9月～
1925（大正14）年6月

44
ロシナ・E・ブラック 
　・聖書、英語〔女〕

1919（大正8）年～
1920（大正9）年

3 ガーナー資料
1919（大正8）年9月～
1920（大正9）年5月

45
エリザベス・C・ゼテー 
　・英語、割烹〔専〕

1919（大正8）年～
1921（大正10）年

2 海外蒐集資料
1920（大正9）年9月～
1921（大正10）年5月

46

ヘレン・I・ウィード（ゲルハード） 
　・音楽（声楽）、英語、家事〔専・大〕 
　・ロバート・H・ゲルハードと結婚 
　・1948宮城学院女子大学設置許可申請 
　　時の教員組織メンバー

1921（大正10）年〜

60 海外蒐集資料
1921（大正10）年9月～
1951（昭和26）年

47
アーリン・S・デシャン 
　・英語、聖書〔女・中高・大〕

1921（大正10）年〜 
1958（昭和33）年

1 海外蒐集資料

1921（大正10）年9月～
1958（昭和33）年

1 ガーナー資料

48
コーネリア・L・シュレーヤー 
　・英語〔大〕 
　・ギルバート・W・シュレーヤー夫人

1922（大正11）年9月～

5 ガーナー資料
1957（昭和32）年10月～
1959（昭和34）年3月

49
ギルバート・W・シュレーヤー 
　・軽井沢別荘を宮城学院へ寄贈 
　・コーネリア・L・シュレーヤーの夫

1922（大正11）年9月～
1980（昭和55）年

2 ガーナー資料

50

エドナ・M・シップル 
　・初代幼稚園長、保育科長 
　・幼児教育〔専・大〕 
　・カール・S・シップルと結婚

1928（昭和3）年～ 1 海外蒐集資料

1949（昭和24）年9月～
1967（昭和42）年6月

3 ガーナー資料

51

カール・S・シップル 
　・英語〔大〕 
　・1948宮城学院女子大学設置許可申請 
　　時の教員組織メンバー 
　・エドナ・M・シップルと結婚

1930（昭和5）年2月～
1967（昭和42）年6月

4 海外蒐集資料
1955（昭和30）年4月～
1958（昭和33）年

52

アリス・M・イルズレー 
　・音楽〔専〕 
　・宮城女学校校歌作曲 
　　（作詞　土井晩翠）

1935（昭和10）年～

2 ガーナー資料
1935（昭和10）年9月～
1940（昭和15）年7月

53

エレノア・F・ポーター 
　・音楽（声楽）〔女・専〕 
　・1948宮城学院女子大学設置許可申請 
　　時の教員組織メンバー

1940（昭和15）年～

2 海外蒐集資料
1940（昭和15）年9月～
1948（昭和23）年12月

－ 62 －



宣教師・関係者名
役職名・担当教科等

上段：日本滞在期間
下段：宮城学院教師就任期間

点数 資料名

54

C・ウィリアム・メンセンディーク 
　・宮城学院に関する著書執筆 
　・宮城学院教師バーバラ・K・メンセン 
　　ディークの夫、宣教師Ｊ・メンセンディー  
　　クの父

1948（昭和23）年～
1993（平成5）年

5 海外蒐集資料

3 ガーナー資料

55

ガートルード・B・ホーイ 
　・理事 
　・英語〔中高・大〕 
　・ウィリアム・E・ホーイ長女

1 海外蒐集資料

1949（昭和24）年9月～
1958（昭和33）年6月

1 ガーナー資料

56
マーガレット・A・ガーナー 
　・理事、宗教部長 
　・英語〔大〕

1949（昭和24）年9月～
2001（平成13）年

139 海外蒐集資料

1949（昭和24）年9月～
1996（平成8）年

5 ガーナー資料

57
フィリップ・E・ウィリアムズ 
　・アメリカ文学〔大〕

1950（昭和25）年～
1997（平成9）年

16 海外蒐集資料
1969（昭和44）年～
1978（昭和53）年

58
ジェネル・J・ランディス 
　・評議員 
　・英語〔中高・大〕

1952（昭和27）年3月～
1995（平成7）年

5 ガーナー資料
1952（昭和27）年3月～
1985（昭和60）年3月

59
アイバン・F・ドーナン 
　・英語〔中高〕

1956（昭和31）年～ 
1993（平成5）年

2 ガーナー資料

？～ 1971（昭和46）年

60
マリー・R・アーウィン 
　・英語、タイプライター 〔大〕 
　・アレン・L・アーウィン夫人

1960（昭和35）年10月～
1974（昭和49）年4月

5 ガーナー資料
1962（昭和37）年4月～
1974（昭和49）年4月

61
ルーリン・V・シンプソン 
　・英語〔中高〕

1967（昭和42）年9月～
1970（昭和45）年8月

1 ガーナー資料
1967（昭和42）年9月～
1969（昭和44）年3月
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資料の蒐集・受贈関係（2014年4月1日～ 2015年2月27日）

以下の資料受贈について感謝をもって報告いたします。（敬称略。冒頭の4桁数字は受贈・

受領月日）

（１）定期刊行物関係

0407 MIG 150TH ANNIVERSARY BOOK 明治学院創

立一五〇周年記念特別編集　別冊白金通信

明治学院大学白金通信編集

部

0422 大分県公文書館だより　第21号 大分県公文書館

04 ～
ルクス・ムンディ（Lux Mundi）東北学院同窓会

報　2014.1 Vol.16〜2014.9 Vol.17 東北学院庶務部校友課

04 ～ キリスト教学校教育　672号～ 681号 キリスト教学校教育同盟

04 ～ キリスト教史学会会報　159号～ 161号 キリスト教史学会

04 ～ 青淵　第782号5月号～第792号3月号 渋沢栄一記念財団

04 ～ 大学時報　　No.355 ～ No.360 日本私立大学連盟

04 ～ 東北学院時報　第720号～第725号 学校法人東北学院

0502 大学史資料室ニュース　第18号 大阪市立大学大学史資料室

0520 名古屋大学大学文書資料室ニュース　第31号 名古屋大学大学文書資料室

05〜 沼津市明治史料館通信　通巻117号～ 120号 沼津市明治史料館

05〜 京都大学大学文書館だより　第26号〜第27号 京都大学大学文書館

05〜 鴨東通信　No.93 春～ No.96 冬 思文閣出版

05〜 慶応義塾福澤研究センター通信　第20号〜第21号 慶應義塾福澤研究センター

06〜 大東文化歴史資料館だより　第16号～第17号 大東文化歴史資料館

0703 ニュースレター明治大学史　Vol.11 明治大学史資料センター

0715 成瀬記念館　2014　No.29 日本女子大学成瀬記念館

07〜 白金通信　no.475 ～ no.477 明治学院大学白金通信編集

部

□彙報　

2014（平成 26）年度彙報

　　　　　　　　　　　　　　　宮城学院資料室
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07〜 大谷大学真宗総合研究所研究所報　No.64～No.65 大谷大学真宗総合研究所

07〜 TEXNH  MAKPA　女子美術大学歴史資料室ニュ

ーズレター　第7号～第8号 女子美術大学歴史資料室

0819 ARCHIVES 沖縄県公文書館だより　第47号 沖縄県文化振興会

08〜 せんだい市史通信　第33号～第35号 仙台市博物館市史編さん室

08〜 國學院大学研究開発推進機構機構ニュース　Vol.8 
No.1 ～ Vol. 8 No.2

國學院大學研究開発推進機

構

0909 大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域

歴史資料学の構築　News Letter Vol.3
神戸大学大学院人文学研究

科

09〜 淑徳大学アーカイブズ・ニュース　第9号～第10
号

淑徳大学アーカイブズ

1105 日本大学大学史編纂課だより　第7号 日本大学広報部大学史編纂

課

1117 史料室だより　第20号 恵泉女学園史料室

11〜 東北大学史料館だより　No.21 ～ No.22 東北大学学術資源研究公開

センター史料館

1204 東京大学文書館ニュース　第53号 東京大学文書館

1209 富山県公文書館だより　第54号～第55号 富山県公文書館

（２）書籍関係（紀要・年報・目録・図録含む）

0401 北海道大学大学文書館年報　第9号 北海道大学大学文書館

0401 土と文字が語る仙台平野の災害の記憶（増補改訂

版）
仙台市博物館

0408 渋沢栄一と帝国ホテル　実業家たちのおもてなし 渋沢史料館

0409 京都大学大学文書館研究紀要　第12号 京都大学大学文書館

0414 神奈川県会と武相の民権家　民権ブックス27 町田市教育委員会

0414 自由民権　町田市立自由民権資料館紀要　第27号 町田市教育委員会

0415 日本女子大学校規則　大正一三年−昭和二年三月

　日本女子大学史資料集　第5（6） 日本女子大学成瀬記念館

0416 武蔵学園史年報　第18号 学校法人根津育英会武蔵学

園

0422 関西大学年史紀要　第23号 関西大学学術情報事務局博

物館事務室（年史編纂室）
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0422 相続税関係史料集～導入から昭和二十一年まで〜

租税史料叢書　第7巻
税務大学校税務情報センタ

ー租税史料室

0425 玉川大学教育博物館紀要　第11号 玉川大学教育博物館

0425 仙台市史　特別編9　地域誌 仙台市

0428 追手門学院大学創立50周年記念講演会〔第2回〕　

建学の精神と自校教育講演録

学校法人追手門学院法人事

務局総務課

0428 学校法人追手門学院　自校教育DVD　追手門の歩

み～世紀をこえて～
学校法人追手門学院

0428 学校法人東海大学学園史資料センター 10年のあゆ

み

東海大学学園史資料センタ

ー

0502 恒藤恭「欧州留学日記」（1925年）　恒藤記念室叢

書4 大阪市立大学大学史資料室

0509 専修大学史紀要　第6号 専修大学大学史資料課

0509 専修大学史資料集　第3巻　五大法律学校の時代 専修大学出版局

0510 孫文を支えた日本人　山田良政・純三郎兄弟[増補

改訂版]　愛知大学東亜同文書院ブックレット7
愛知大学東亜同文書院大学

記念センター

0510 同文書院記念報　VOL.22 愛知大学東亜同文書院

大学記念センター紀要

愛知大学東亜同文書院大学

記念センター

0520 名古屋大学大学文書資料室紀要　第22号 名古屋大学大学文書資料室

0526 真宗総合研究所研究紀要　31 大谷大学真宗総合研究所

0527 GCAS Report　学習院大学大学院人文科学研究科

アーカイブズ学専攻研究年報　Vol.3
学習院大学大学院人文科学

研究科アーカイブズ学専攻

0616 西南学院史紀要　2014.5　Vol.9 学校法人西南学院

0620 あゆみ　第67号　フェリス女学院資料室紀要 学校法人フェリス女学院

0620 東北学院資料室　Vol.13 学校法人東北学院

0620 皇學館大學百三十年史　資料篇2 ～ 3 学校法人皇學館

0624 柳川古文書館年報　平成25年度
九州歴史資料館分館柳川古

文書館

0624 購入文書目録Ⅰ　柳川古文書館史料目録　第24集 九州歴史資料館分館柳川古

文書館

0626 八王子市史研究　第4号 八王子市

0630 九州大学大学史料叢書　第20輯　九州大学新聞記

事索引2 九州大学大学文書館
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06〜 アーカイブズ　53〜55 国立公文書館

0708 元興寺文化財研究所研究報告　2013 公益財団法人元興寺文化財

研究所

0714 新八王子市史　資料編6　近現代2 八王子市

0729 キリスト教史学　第68号 キリスト教史学会

07〜
明治大学アジア留学生研究Ⅰ　大学史紀要　第18
号

阿久悠研究　大学史紀要　第19号
明治大学史資料センター

1006 企画展「企業の原点を探る」シリーズ　商人の輿

論をつくる！〜渋沢栄一と東京商法会議所〜図録
渋沢史料館

1014 暗唱の言語心理学的検討　−行動指標と脳神経学

的指標を用いて−　野間教育研究所紀要　第54集
公益財団法人野間教育研究

所

1022 市史せんだい　2014.9　Vol.24 仙台市博物館

1027 玉川大学教育博物館館報　MUSEUM REPORT　
第12号　2013年度

玉川大学教育博物館

1104
これからの大学と大学アーカイブズ　−東北大学

史料館創立50周年記念講演会・シンポジウムの記

録−

東北大学学術資源研究公開

センター史料館

1104 日本女子大学成瀬記念館収蔵資料目録１　旧成瀬

記念室資料
日本女子大学成瀬記念館

1112 大阪市立大学史紀要　第7号 大阪市立大学大学史資料室

1205 残されたモノ、ことば、人々　慶応義塾と戦争Ⅱ

慶応義塾大学アート・セン

ター、慶応義塾福沢研究セ

ンター

1209 富山県公文書館年報　第27号 富山県公文書館

1209 富山県公文書館文書目録　歴史文書29 富山県公文書館

1215 名古屋学院大学五十年史 学校法人名古屋学院大学

1224 大倉喜八郎かく語りき　−進一層、責任と信用の

大切さを− 東京経済大学

1224 大学駅伝と大東文化大学栄光の軌跡 Calendar 
2015 大東文化大学

0106 PASSION　VOL.36 金剛株式会社

0123 渋沢研究　第27号 渋沢史料館

0127 横井玉子・藤田文蔵と私立女子美術学校創立展 女子美術大学歴史資料室
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0223 仙台市史　年表・索引 仙台市

（３）受贈資料

0519 特別講演　グリングの「それから」−二つの宣教論

『東日本英学史研究』13号　2014年3月　抜刷
出村彰

0704 2012年度大学卒業アルバム 東陽写場　後藤浩策

0718 日本基督教団仙台東一番丁教会一三〇年史（資料編

２）

日本基督教団仙台東一番丁

教会

0902 植民地化・デモクラシー・再臨運動　大正期キリス

ト教の諸相
キリスト教史学会

0929 仙台五橋教会史　115年のあゆみ 中高宗教主事　酒井薫
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□編集後記

　宮城学院資料室年報　第20号「信・望・愛」をお届けいたします。

　宮城学院のこれまでの歩みと今後の課題を知ることができる、貴重な論考を掲載しまし

た。これらの論考や、資料室に残された資料、関係者の方々のお話から実感するのは、「建

学の精神」、宣教師、宮城学院を支えた人々が残したものや記憶の重要性です。どのような

学校でも浮き沈みがありますが、特に困難な状況においては、これらを再確認することが

必要であり、それが前進させる力となるのではないでしょうか。今回の年報で再確認して

いただければ幸いです。

　また、資料室では今後も、これらを再確認、周知できるよう努めてまいりますが、失わ

れた資料もあります。皆様のお手元に宮城学院に関する資料や写真がありましたら、ご連

絡をお願い申し上げます。
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資料室運営委員会

委　員　長　　嶋　田 　順　好　（宮城学院学院長）

委　　　員　　深　谷 　松　男　（宮城学院名誉理事）

　　　　　　　田　中 　弘　志　（宮城学院理事）

　　　　　　　Ｊ・Ｆ・モリス　（宮城学院女子大学教授）

　　　　　　　丸　山 　　　仁　（宮城学院中学校・高等学校教諭）

　　　　　　　長　井 　祥　子　（宮城学院同窓会副会長）

　　　　　　　大 河 内 　  真　（宮城学院内部監査室長）

資　料　室　　富　田 　しのぶ　（宮城学院事務嘱託職員）

資　料　室　　高　橋 　芳　人　（宮城学院資料室シニアスタッフ）
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