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学校長の挨拶

弘前学院聖愛高等学校

校長山上 猛美

しあわせをさがしにきませんか

心が満たされるということがどういうことなのかを感じてほしい。

心が揺さぶられる場面・出来事に出会ってほしい。

兜愛高校が130年以上もの間こだわりつづけてきたもの、それは、

キリスト教主義に基づく人格教育であり、心の教育です。県立高校

にはない、他の私立高校とも異なる、兜愛にしかない教育の柱です。

ほかの人の痛みを知るということはどういうことなのか。傷ついたり、

弱っている人に寄り添って生きるとはどういうことなのか。それを

本校で学ぶ3年間のうちにしっかりと心に芽生えさせてください。

今、日本は、予測不可能な新しい時代に変わろうとしています。

たとえどのような時代になろうとも、しっかりと生き抜くための

学力を身につけさせたいと思います。そして、何よりも、美しく輝く

生徒として学校生活を送ってくれることを願っています。
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聖愛には愛がある。

兜愛に広がる笑顔の輪！
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一般コース一般クラスは、就職から大学進学まで進路が

多様であることが特徴です。

3年次には生活デザイン、書道、音楽、聖書の選択授業が

あります。

また、英語、数学、国語の授業時間数も充実しているため、

国公立大学に推薦入試で合格する生徒もいます。

運動部や文化部に所属している生徒が多く、聖愛で最も

生徒数が多いクラスです。

文系進学クラスは、主に私立大学（文系）の進学を考えて

いる方にお勧めです。多くは、指定校推薦や一般推薦などの

受験機会を利用して進学しています。また、推薦入試はもち

ろん、一般入試での合格に対応するため、教育課程は受験

を意識して作られています。そのため、一般クラスに比べ、

授業レベルが高度で、授業スピードも速いことが特徴です。

文武両道を目標に、全国レベルの運動部や文化部で活躍

しながら、英語検定2級以上を取得し、国公立大学や難関

私立大学進学を希望する生徒が多く在籍しています。

在校生の声

元木 音羽（弘前市立南中学校）

私は、現在一般コースに在籍しています。

このコースでは、選択科目の幅が広く、自

分が前向きに取り組める科目を選択でき

ます。特に3年次には、音楽や生活デザイン、

聖書や書道などの自分の将来の夢に適し

ているところを選択できることが、このコー

スの最大の魅力だと思います。そして、私

はSPG(応援団）という部活動にも所属し

ています。老人ホームや各地域のイベント

などに出させてもらったり、年に1度行わ

れるチアリーディングの大会にも出たりな

ど頑張っています。運動部や文化部などた

くさんの部活動もあリ、勉強との両立を目

指せるのは一般コースの特徴です。クラス

も楽しく、高校生活を満喫できると思います。

在校生の声

橋本 凛（八戸市立三条中学校）

文系進学クラスには、勉強で高いレベル

を目指す人が多く集まっています。互いに

切磋琢磨しながら高め合うことができ、授

業で分からなかったところを教え合うこと

もあります。また、丁寧に教えて下さる先

生方が多く、安心して学業に励むことがで

きるだけではなく、進路指導も手厚くして

下さっています。大学進学を目指す人にとっ

ては、環境が整っていると思います。また、

私は、毎日前向きに登校できています。こ

れは、学業だけではなく、部活動において

も充実した時間を過ごせているからであり、

時間が過ぎるのが早く感じています。現在、

野球部に所属している私は、「甲子園優勝」

と「大学進学」を目標に、多くのことを吸収

しながら、この聖愛高校で学んでいます。



進路の多くは、理工系や医療系の大学進学です。主な進

学手段は指定校推薦や一般推薦ですが、弘前病院附属看護

学校や私立大学の一般入試で合格する生徒もいます。

また、文系進学クラス同様、全国大会レベルの運動部

で活動しながら、大学進学を目指す生徒が多く在籍して

います。

物理や数学IIIなど、特進コース同様の理数系科目が設定

されているため、理系進学クラスも、一般クラスに比べ授

業レベルが高度で進度も速いことが特徴です。

特進コ＿スは、平日50分の講習に加え土曜・祝祭日・長期

休暇には、 1コマ80分の講習があリます。また、 1・2年次の

夏休みには、 2泊3日の学習合宿が計画され、朝から夜まで

集中して学習に取り組みます。熱心に指導する教師や共に

支え合う仲間と過ごす時間は、家族と過こ‘す時間より長い

かもしれません。そこから生まれた団結力は、スポーツ大

会や運動会、文化祭などの学校行事でも見事に発揮されます。

それぞれの目標に向かって勉強に取り組む姿勢は、まさ

に「進学の団体戦」と呼ぶにふさわしいものです。

在校生の声

長谷川 果音弘前市叫有一中学校）

私たち理系進学クラスは、主に理数系の科

目を勉強しており、他クラスよりも進度が早い
のが特徴です。クラスには、主に看護師を目指

すなどの医療系大学への進学を希望している
人が多くおり、私もその一人です。個性あふれる

級友や先生方とのかかわりから、いつも笑顔の
たえない、充実した学校生活を送っています。
また、私は弓道部に所届しています。部活動と

学業との両立をはかっています。部活動を通じて、
何事にも動じない精神力と集中力を身につけ

ることができてきているように思います。私は
部長を務めていますが、部員は私にとって、苦

しい時も楽しい時も、ともに過ごす仲間であり、
競い合うライバルでもある大切な存在です。私

を大きく成長させてくれている仲間たちに、高
校で出会えたことは、私の一生の宝物であり、

聖愛高校に来てよかったと、心から思っています。

在校生の声

佐藤 希泉（弘前市立相馬中学校）

特進コースの先生方は、私たちの

成績向上のために時間を割いてほぼ

毎日講習をして下さいます。勉強や

進路の悩みにはいつも的確なアドバ

イスをしていただき、させて下さる先

生方の存在は大きな力となります。予

習や復習を欠かさず、それらをやりき

ることで実力がついていきます。大

学進学に向けて最適な環境が整って

いると実感しています。目標に向かっ

てともに努力できる仲間と出会い、

切磋琢磨しながら送る高校生活はと

ても充実しています。
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指定校・キリスト教学校教育同盟校推薦実施校

聖愛高校には約600名もの指定校推的枠があります。

日々の学習をしっかりと取り組むことで、有名私立大学進学も夢ではありません！

【4年制大学】約110校（推薦枠約500名）
弘前学院大学・東北学院大学・宮城学院女子大学・青山学院大学・国際基督教大学・恵泉女学園大学・東洋大学

日本大学•関東学院大学・獨協大学・桜美林大学・フェリス女学院大学•関西学院大学・立命館アジア太平洋大学 他

【短期大学】約20校
上智大学短期大学部・実践女子大学短期大学部・大阪女学院大学短期大学部他

【専門学校】約100校
日本工学院専門学校・窪田理容美容専門学校・東洋公衆衛生学院・東京誠心調理師専門学校・日本電子専門学校

国際フード製菓専門学校他

現在までの大学合格実績

【国公立大学】
北海道大学・北見工業大学・室蘭工業大学・北海道教育大学・小樽商科大学・公立はこだて未来大学・弘前大学

青森県立保健大学・青森公立大学・岩手大学・岩手県立大学・東北大学•宮城教育大学・宮城大学・秋田大学・秋田県立大学

山形大学・山形県立保健医療大学・福島大学・福島県立医科大学・茨城大学・筑波大学・宇都宮大学・高崎経済大学

前橋工科大学・埼玉大学・埼玉県立大学・お茶の水女子大学・東京外国語大学・東京学芸大学・東京海洋大学・首都大学東京

横浜国立大学・横浜市立大学・新潟大学・都留文科大学・信州大学・奈良女子大学・鳥取大学・広島大学・長崎大学

【私立大学（一部）】
弘前学院大学・北海道薬科大学・北海道医療大学・藤女子大学・岩手医科大学・東北医科薬科大学・東北学院大学

東北工業大学・東北福祉大学・獨協大学・慶応義塾大学・国際基督教大学・早稲田大学・青山学院大学・明治大学

法政大学・立教大学・中央大学・学習院大学・北里大学・東京理科大学・津田塾大学・日本女子大学・東京女子大学

大妻女子大学・共立女子大学・星薬科大学・東洋大学・明星大学・日本大学・明治学院大学・フェリス女学院大学

金沢工業大学・南山大学・同志社大学・同志社女子大学·立命館大学•関西学院大学

合格された先輩方

佐藤 萌香

門 岩田仰生 蒻池美宇 7 ~ 呻沙彩弘前大学 順天堂大学 東洋英和女学院大学 北海道教育大学

人文社会科学部 医療看護学部 国際社会学部 教育学部

文化創生課程 看護学科 国際コミュニケー 国際地域学科

（弘前ー中） （聖愛中） ション学科 （津軽中）

（弘前ー中）

工藤雄斗

り市"夢乃 I" 須藤優士 IA •J山内千遥
関西学院大学 弘前大学 青山学院大学 ． 弘前大学

法学部 医学部 教育人間科学部 農学生命科学部

法律学科 保健学科 教育学科 ’ 食料資源学科

（弘前東中） （弘前三中） （弘前東中） （弘前三中）

——l 

繭田港学lrJ盛嵩 pm関
嗚 海 茜

国際基督教大 筑波大学 北海道大学 北海道大学

教育学部 理工学群 文学部 医学部

アーツ・サイエンス 工学システム学類 人文科学科 医学科

学（弘科大附中） （聖愛中） （黒石中） （聖愛中）
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先輩からのメッセージ

「聖愛高校で過ごしたミ年間」

聖愛高校で過ごした三年間は、今振リ返ってみるととても

充実したものになったと思います。部活動や普段の授業など

色々な部分でこの聖愛高校でしかできない経験が出来ました。

自分の行きたいところに進路決定できたので良かったです。

松田 侑大（十和田市立東中）※写真左

岩手大学教育学部理数教育コース数学サブコース

成田 宇輝（平川市立尾上中）※写真右

中央大学法学部法律学科

「一足先に社会人」

保護者からのメッセージ

私は聖愛に中学から6年間通いました。先生や高校で出会えた友達には社会に出た

時に通用するように教育して頂いたことなどには本当に感謝しています。

そして私は社会に出て皆さんを笑顔にさせて話も弾むような楽しい会話ができる

元気で明るい社会人になりたいです！久しぶりに会った方にも何かが変わって良く

なったと思って頂けるように一生懸命仕事に取り組んでいきます！私の母校が聖愛

で良かったです！！聖愛の先生は本当に皆明るくて大好きです。

吉谷 美寿（聖愛中） イマジン株式会社入社 ※写真左

高校での思い出は勉強もですが友達との思い出が多いです。その3年間で人との付

き合い方をたくさん学べたと思います。これから私はホテルで働きますが、最初は

失敗の連続だと思っています。私が苦手としている、「気になったことはすぐ聞く」

ことがたくさん使われるでしよう。将来の夢は、まだちゃんと決まっていませんが、

人のためになることをしたいです。

鳴海 唯（弘前四中） イマジン株式会社入社 ※写真右

「子も親も充実と安心の学校生活が送れます」

娘は、県立高校の受験に失敗して聖愛の特進コースに入学しました。大学進学

を見据えていた娘は、最初は不安だったことでしょう。でも、私は何も心配して

いませんでした。というのも実は、私自身、聖愛を卒業して国立大学に進んだ一

人だからです。

特進コースは、日曜日以外はほとんど毎日講習があります。夏休み、冬休みも

学校に通います。そのため‘‘学校から徒歩0分”の塾に通わせているようなものと、

よく例えられます。授業料は塾代込みだと思えばいいし、塾の送リ迎えも不要で

さぼられる心配もない、ということのようですが、私はそれ以上に、第三者的な

塾の先生より、学校の先生が長い時間寄り添い、面倒を見て下さるのは、親にとっ

てはすごくあリがたく、安心感が違うなと思いました。また、娘本人にとっては、他校の生徒よリ長時間勉強をしているという自負が、心

のゆとりにもつながっているようです。少々面倒くさがリの娘には、聖愛はぴったリの環境でした。

スポーツイベントや文化の集いなどは、ここぞとばかリに気合を入れてクラスー丸となって取り組んでいるようです。「よく学び、よく

遊べ」。遊んでいるわけではないでしょうが、何にでも全力投球した経験は、きっと娘の人生に色濃く思い出として残ることでしょう。先

輩の私が言うのですから間違いありません。
保護者立林加緒利
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聖愛にはたくさんの部活動があり、それぞれ活発に活動しています。県内で強豪とされる運動部の中には全国大会出場常連が多くある一方、

ボウリング部や弓道部のように高校に入学してから始めた生徒ばかりでありながら、全国大会に出場する部活動もあります。

また、文化部やその他の活動も盛んで、チアリーディング(SPG)や囲碁部も全国大会出場実績があり、文芸部を中心に「俳句甲子園」

「短歌甲子園」にも出場しています。吹奏楽部や茶道部、書道部では特進コースの生徒も活動しています。

◆陸上 ◆ソフトテニス ◆バドミントン ◆硬式野球 ◆弓道

◆器械体操（女子） ◆バレーボール（女子） ◆ソフトボール ◆サッカー ◆剣道

◆テニス ◆バスケットボール ◆卓球 ◆ボウリング ◆空手道
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◆チアリーディング

SPG 

【高校総体】

◆吹奏楽

◆写真

◆美術

◆手芸

◆調理

◆文芸

◆音楽

◆理科

◆放送

◆高校総体女子総合優勝「明朗旗」 8回獲得

◆バレーボール女子 優勝

◆器械体操女子 優勝◆硬式野球 準優勝

◆ソフトボール 優勝 ◆バドミントン女子準優勝

◆空手道男子個人形 優勝 ◆テニス男子団体 準優勝

◆ボウリング部男子個人 優勝

◆書道

◆茶道

◆華道

◆ 2017全国高校総体器械体操女子6位入賞（青森県勢初）

【硬式野球全国高校野球青森大会】 ◆硬式野球優勝

【青森県吹奏楽コンクール弘前地区大会】 ◆吹奏楽部 金賞

【全日本マーチングコンテスト東北大会】 ◆吹奏楽部銀賞

【東北チアリーディング選手権大会】 ◆チアリーディング準優勝

◆演劇

◆軽音楽

◆ダンス

◆インターアクト

◆アニメマンガ

◆パソコン

◆囲碁

◆将棋
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入学式入学記念礼拝

生活教室(1年）

運動会花の日礼拝

創立記念礼拝

文化の集い

学習合宿

（特進コース1、2年）

体験入学

芸術教室（音楽・演劇）

キリスト教教育デー

スポーツ大会

修学旅行 (2年）

キャロリング

クリスマス礼拝

スキー教室 (1年）

卒業礼拝

卒業式

-.-. 

ー゚



あなたがたは、

地の塩、世の光である。

聖愛は、「畏神愛人」を建学の精神としています。学校生活の毎日は、礼拝によって始まり、聖書の授業や

様々な宗教行事を通してその精神について学びます。

刑書には「隣人を自分のように愛しなさい」という言葉がありますが、隣人とは誰のことでしょう？聖書の

隣人とは、あなたが生きていく中で出会った人のことです。これは、好き嫌いや損得に関係のないものです。

聖愛は、人々の生命を大切にできる一人ひとりを育てたいという願いを、 3つの主題刑旬「正義•愛・献身」の

中に求め続けています。咆愛での学びや出会いは、これからの人生における様々な困難に直面したときにも

未来を切りひらく「生きる力」になるはずです。様々な情報が氾濫し、価値が多様化する現代社会。命の大切さ

や「いかに生きるべきか」を忘れるほど混乱している今だからこそ、嬰書の言葉に触れることが大切なのです。

私たちは、本校に入学してくる皆さんを心から歓迎します。そして、聖愛中学校から内部進学した生徒と

ともに学び、互いに剌激を与え合いながら、新しい瑕愛高校の歴史を築いてくれることを期待しています。

11 



弘前学院大学は、 3学部4学科お

よび大学院2研究科を有する総

合大学です。清新で専門性の高

い教育と研究を通して幅広い文

化の創造、保健医療福祉の向上

のために、地域や国際社会で活

躍できる人材を育成します。東

北地方でも有数の就職率を誇る

キャリアサポート体制で、過去2

年間の就職率はほぼ100%でした。

聖愛から進学すると学費が優遇されます。
検定料・入学金・授業料が免除対象となります。

: 弘前学院聖愛高等学校 ］ 

年間授業料 年間授業料 年間授業料

看護学部 社会福祉学部 文学部

※上記は最大限の減免を受けた場合 ※2019年度大学入学者用

私が現在勤務しているのは、眼科、整形外科、

リハビリテーション科のある第二病棟7階です。

視覚障害や機能障害のある患者様が、安全安

楽に入院生活を送れるよう、日々の看護ケア

を行っています。中には、思うように治療が進

まなかったリ長期の入院でストレスを抱えたり、

また手術に対する不安や焦りを抱く患者様も

いらっしゃいます。ケアにあたっては、その

ような一人ひとりの患者様の声に丁寧に耳を

傾けながら治療に繋げていけるよう、心がけています。回復に向かう患者様の姿を見ると、

やはりやりがいを実感します。これからも根拠のある看護ケアを展開できるよう頑張ります。

―
つ
ひ
と
つ

T
寧
に
行
動
。

［看護師］弘前大学医学部附属病院 ~里加子さん

（弘前学院大学看護学部看護学科卒業）

精神科病院地域医療連携室で、精神保健福

祉士として勤務しています。入院手続きや退

院支援に至るまでの関わり、制度の情報提供

など、受診相談や退院支援が主な業務です。

時には、自分の不甲斐なさに落ち込むことも

あります。しかし、身近で先輩方が温かく見守

リ支えてくれます。患者様やこ‘家族と関わる

中で感謝の気持ちを伝えてもらった時などは、

素直に嬉しいです。そんな一つひとつの経験

から成長させてもらっていることを実感する日々です。現在は病院勤務ですが、いずれ介護支

援専門員や相談支援専門員の資格を取得し、将来は地域生活を支えていけたらと思っています。

［精神保健福祉士］医療法人芙蓉会芙蓉会病院地域医療連携室 工：眉！鮎i子•さん
（弘前学院大学社会福祉学部社会福祉学科卒業）

協
力
し
高
め
合
い
な
が
ら
。

もともと建物が好きで、しかもチームで

取組む仕事に惹かれ、自分も協力し高め

合いながら働きたいと思い志望しました。

面接では、 3年間で2つのアルバイトを投げ

出さずやり通した経験をアピール。その

経験が「丁寧に人と話すこと」の練習にも

なっていて自然に役立ちました。

株式会社東急コミュニティー

渡邊祥穂さん

（弘前学院大学文学部英語・英米文学科卒業）
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弘前学院聖愛高等学校
〒036-8144

青森県弘前市大字原ケ平字山元112-21

【お問い合わせ】 Tel.0172-87-1411(代表）

Fax. 0172-87-1413 

【ウェブサイト】 https://seiai.ed.jp/ 

【メールアドレス】 jimu@seiai.ed.jp

麗
至弘前駅方面

●松原小

区 巴区
●弘前三中 弘実高前 松原 松原東3丁目

(jJ (jJ (jJ 

弘実高● ●ローソン

• 
1弘前学院聖愛高等学句

1 弘前学院聖愛中学校 I

弘前南中●

●陸上自衛隊弘前駐屯地

聖愛にはバス停があり、路線バスが校内まで乗り入れます。

●聖愛の時間に合わせて運行される路線バス（朝と放課後、講習後）

弘前駅一代官町一富田一弘前大前一桝形一三中校前一聖愛

●朝の1便が聖愛行きの路線バス（各エリアことに運行しています）

※改正があるかもしれません。詳しくは弘南バスにお問い合わせください。

…五一］
●弘南鉄道大鰐線聖愛中高前駅より徒歩約10分

からの所要時間
●弘前実業高校前バス停より徒歩約15分

●松原東3丁目バス停より徒歩約10分




