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特集 立教新座のキリスト教について
立教学院は、「キリスト教に基づく人間教育」を建学の精神に掲げています。
これは、「一人ひとりが神から愛されるかけがえのない存在であり、それぞれ固有の人格の持ち主として尊
重され、互いに他者を尊重しながら、学び、生活することを大切にする」ことを土台に、自由に真理を探究
するということです。今号では、実際の学校生活ではどのようなことを行っているのかをご紹介します。
立教学院新座キャンパス正門を入ると、 チャペルでは立教新座中学校・高等学
まず目に入るのが正面のチャペルです。 校各礼拝、立教大学新座キャンパスの諸
このチャペルは立教新座中学校・高等学 礼拝が行われています。また日曜日には
校および立教大学新座キャンパスのちょ 地域の一般信徒を対象としたチャペル会
うど中心、要の場所に位置しています。 衆礼拝が行われており、このチャペルの
構内のすべての活動がキリスト教精神の 扉はすべての人に開かれているのです。
もとに行われているのを名実ともに物語
っていると言えましょう。
チャペルの正式名称は「立教学院聖パ
ウロ礼拝堂」と言い、立教高等学校が池
袋から新座に移転した３年後の１
９
６
３年に、
建設されました。設計はチェコ出身の建
築家であり、日本人建築家にも大きな影
響を与えたアントニン・レーモンド氏で、
２０１４年春まで使用されていた立教新座
中学校・高等学校旧本館も同氏の設計に
よるものでした。

日常の礼拝
チャペルアワーとは？
朝、一日を始めるに先だって礼拝を
ささげるのは、何千年と続いてきたキ
リスト教の営みです。立教新座中学
校・高等学校では全学年が週に一回、
朝８時５分からチャペルでの礼拝（チ
ャペルアワー）に参加することになっ
ています。これは時間と距離を超えた
何千年ものキリスト教の営みに私たち
も共に参加をしているのを意味してい
ます。
礼拝は、聖歌、讃美、聖書、奨励、
諸祈祷、聖歌の順で行われますが、こ
れは何千年の歴史の中で変わらず守ら
れてきた内容です。

立教学院の創立者であるウィリアムズ
主教は、１８５９年に来日しましたが、日本
ではまだキリスト教が禁止されていたた
め、すぐに布教活動を始められませんで
した。禁教の高札が撤去されてからも、
伝道にあたっては多くの困難に遭遇しまし
た。しかしウィリアムズ主教は「すべての
教えというものは、急に広まるものではあ
りません。初めは何処の人も信じないもの
です。しかし後になれば皆信じるようにな
ります」と金石のような硬い意思を持って
いました。「どのような困難に遭遇して
も負けることなく、自分の使命に邁進す
る」これはウィリアムズ主教が現代に生
きる私たちに語られたキリスト教精神で
あり、本校建学の精神でもあります。
チャプレン 鈴木 伸明

礼拝の流れ
聖 歌
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特に中学生では、礼拝日から一週間
の間に誕生日を迎える生徒の祈りをさ
さげ、チャプレン（学校の牧師）から
誕生日記念カードを渡します。誕生日
は自分が日を決めたのではありません。
そして母親が決めたのでもありません。
誕生日は自分の人生が始まった日、人
生における最初の重要な日であり、神
様からいただいた最初のプレゼントが
誕生日です。本校では中学生それぞれ
がそのことを覚えて神様との関係を再
行っています。放送礼拝はクラスで宗
確認する時を持っています。
教係の生徒が礼拝の司式・聖書朗読を
また中学では、チャペルでの礼拝を
担当しています。
行わない日に教室において放送礼拝を
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年間を通しての礼拝

卒業式

聖パウロ
回心日礼拝

冬

クリスマス礼拝

中学必修

秋

収穫感謝礼拝

高３対象

創立記念礼拝

聖書の授業は暗記やキリ
スト教の信徒になることを
目的として行うのではなく、
聖書に書かれている教えや
生き方を自分の人生におい
て生かしてもらうのを願っ
て行われています。生かせ
るのは、もしかしたら在学
中ではなく卒業後かもしれ
ませんが、世界で最も読ま
れ て い る「Bible」 か ら 自
分の人生の示唆を見つけて
もらいたいと願っています。

イースター礼拝

授業で学ぶキリスト教

春

入学式

チャペルアワーのような日常の礼拝の
他に、季節ごとに行う礼拝もあります。
例えば、入学式や卒業式なども本校では
礼拝形式で行いま
すし、また、日本
でもメジャーにな
っているクリスマ
スやイースターを
祝う礼拝などもあ
ります。

高校必修

高校１年では週に２時間、必修
中学校におけるキリスト教授業は大きく二つに分けら
れます。一つは中１における学年礼拝、もう一つが中２・ 授業として「聖書」の学びがあり
中３の２年間にわたって行われるキリスト教の授業です。 ます。必修授業ですので、本校高
中１では毎週水曜日一時間目の授業時間を用いて学年 校生は全員「聖書」を履修するこ
礼拝を行います。礼拝は本校学校生活の基本であること とになります。
授業内容は、一学期は主に「旧
から、入学当年に50分間の礼拝時間を持ち、主に福音書
に記されているイエス・キリストの言動について学びな 約聖書」概要を、二学期は、旧約
聖書と新約聖書の間、約４００年間
がら祈りの時間を過ごします。
中２・中３では週に１時間、キリスト教の歴史を２年 の出来事を学んだ後に「新約聖書」
間かけて学びます。中２ではキリスト教の母体となった を中心に学び、その概要および新
古代ユダヤ教成立から中世までを、中３では宗教改革か 約聖書中最も重要な部分である
ら近代、そして現代にいたるまでのキリスト教の歴史を 「福音書」に焦点を当て、イエス・
学んでいきます。その中で特に人権活動などキリスト教 キリストに関する約１０箇所の物語
が社会に対して果たしてきた役割や、世界屈指の迫害国 を選び、学んでいきます。そして
と言われた日本におけるキリスト教の歩みについて学び、 最後に、イエス・キリストの十字
架受難・復活について学びます。
キリスト教と自分自身の接点を見出すのがねらいです。

自由選択科目で学ぶ「聖書と人権」

『聖書』はキリスト教の正典ですが、本来ユダヤ教正典で
あったものを「旧約聖書」とし、それに独自の文書集である
「新約聖書」を加えたもので、
正典の一部をユダヤ教と共有し、
また『聖書』自体はイスラム教の啓典のひとつでもあり、本
来であれば、これらの文化圏共通の指針となる書物です。そ
して欧米においては、歴史的に精神文化のみならず、あらゆ
る分野の人間行動に深い影響を与えた書で、時代の変化の背
景には、その読みが変化してきたという経緯があります。
特に「新約聖書」のイエスという人物の物語を歴史的文脈
のなかで捉えかえしてみるとき、彼が対峙せざるを得なかっ
たのが、当時のユダヤ共同体と、それを支配するローマ帝国
という権力構造だったことが見えてきます。それが引き起こ
すいのちの軽視、抑圧、搾取、収奪を批判し、それらを越え
て、人間のあり方が共生へと転換されていく可能性を開くこ
とが、もし彼自身の願いだったとすれば、それは「人権」思
想につながる普遍的な問いです。
その意味で、この授業では、近代以降、欧米を中心に成立
した「人権」という思想の歴史、また、その現代における国
際的な理念を学ぶところから始めます。そして現在の世界と、
この現代社会の抱える人権問題を知ることへつなげます。後
者は、各自が関心を持つテーマを選択しての個人研究と発表
を中心に、理解を深めることができるよう設定しています。
宗教科 八木かおり

（）

受講中の生徒に聞きました
◆なぜこの講座を受講しようと思ったのですか？
－私はキリスト教徒ではないのですが、この学校に通っ
ています。そのため今まで学ぶ機会の無かったキリスト
教という、私にとっての異文化に対する理解を深めるた
めに、今できるだけ多くキリスト教について学びたいと
考え、受講しています。
◆「聖書」を読んであなた自身の考え方が変わりましたか？
－人権についての認識が変化しました。私は以前、人権
とは国や政府によって与えられているものだと考えてい
ました。しかし人権とは、私たち一人一人が生まれなが
らにして持っているものだということをこの授業内で学
んだことで、人権に対してより多様で多角的な見方がで
きるようになったと思います。
◆受講して感じていること教えてください。
－私たちは今、宗教に関する事件やニュースなどをよく
耳にしています。これらの恐ろしい、または理解し難い
出来事を受けて、以前はただ宗教に対して拒否感を感じ
るだけでしたが、「聖書と人権」という授業を受けたこ
とにより、今ではむしろこのような時代だからこそ、宗
教に対して理解を深め、異なる文化に対して寛容であり
たいと考えています。
高校３年 福本 泰一
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あるのも本校ならでは。どんな活動を
しているのかご紹介します。
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中 学

高 校
アコライト 中高合同で活動

クワイヤー
（聖歌隊）中高合同で活動

クワイヤー
クワイヤー（choir）は、コーラス
（chorus）同様、ギリシャ語のコロス
（
）に由来する言葉です。日本
語では「聖歌隊」
。では「合唱団」と
何が違うのでしょうか。第一に、礼拝
で讃美のための歌を歌う、ということ
です。指揮者の小口浩司先生は、いつ
も「歌うことは祈ること」と指導して
おられます。第二に、
礼拝堂（教会堂）
に所属している、ということです。そ
の礼拝堂の音響やオルガンに合った歌
声づくりを常に心がけています。
顧問 中村 勝
私達クワイヤーは現在２
０人ほどで活
動しております。クワイヤーには今、
クリスチャンのメンバーは一人もいま
せん。立教小学校から聖歌隊をやって
いた人もいますし、中学から、また高
校から参加している人もいます。しか
し、全員に共通することがあります。
それは、歌うことを愛してやまないと
いうことです。私達は歌で祈り、讃美
します。私達の歌声で、少しでも誰か
の力になればと活動しています。クリ
スマスやイースターなどさまざまな礼
拝で奉唱しています。S.P.F.などでも
コンサートをしています。ぜひ聖パウ
ロ礼拝堂においでください。
高校３年 柿沼 直統

中学では
チャペルギルドとして活動
しています

アコライト
アコライトとは、礼拝の時に司祭の
お手伝いをする人のことをいいます。
具体的には、礼拝の始まる時と終わる
時に十字架やトーチをもって隊列を組
む、礼拝中に香炉を振る、ベルを鳴ら
す、聖歌番号のアナウンスなどの役目
アコライトでは、普段はチャペルで行
を担っています。本校では、現在この
われる聖餐式の奉仕やその練習などを行
活動をクラブ活動としておこなってい
ます。
顧問 田中 麻子 っています。また、クリスマス礼拝・イ
ースター礼拝や、入学式・卒業式などの
学校の様々な式典にも参加しています。
私がアコライトに入ったのは、中学 1 年
の終わりに先生から卒業式のアコライト
奉仕の手伝いに誘われたことがきっかけ
でした。
初めの頃はどのようなことをするのだ
ろうかと疑問に思っていましたが、今振
り返ってみると、校舎建替えの際の起工
式や竣工式に参加したことなど、アコラ
イトに入ったからこそ経験できたと思う
ことが多くあります。
現在部員は中高合わせて 6 人と少ない
ですが、立教ならではのクラブとして
日々活動を行っています。
高校２年 石井 嘉樹

オルガニストギルド
オルガンというと、昔学校
で用いられていたリードオル
ガンを想起される方も多いと
思いますが、たくさんの笛に
鍵盤を操作して、ふいごの風
を送るパイプオルガンが歴史
的には古いものです。本校で
は、チャペル完成後にドイツ・
ヴァルカー社のものが設置さ
れましたが、2014年にアメリ
カ・フィスク社のオルガンに
更新しました。迫力のある大
音量から繊細な音まで、多彩
な音色で礼拝の讃美を支え、
楽曲を奏でています。
顧問 中村 勝

オルガニストギルド
（高校生のみ）

高校から入学した僕にとって、宗教音楽は
馴染みのないものでした。パイプオルガンの
音色を初めて聴いたとき、数千本ものパイプ
が奏でる多彩で荘厳な音楽に圧倒され、入部
を決めました。ピアノなどと違い、手鍵盤が
複数段あり、足鍵盤も使って演奏しなければ
なりません。そんな楽器に戸惑いながらも、
永瀬真紀先生のご指導のもと、弾ける曲の幅
が広がっていくことは嬉しかったです。オー
プンキャンパスやS.P.F.は、練習してきた楽
曲を披露する数少ない機会で、緊張感をもっ
て演奏に臨みましたが、多くの方々の拍手を
いただけたことは忘れられません。パイプオ
ルガンの演奏は、立教新座の生徒であればこ
そ経験できた貴重な、充実した時間でした。
高校３年 軽部 大智

（）
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キャンパ ストピックス

S.P.F. 文化祭が開催されました
１年間で最大のイベントであるS.P.F.が開催され、
部活動や有志団体による模擬店をはじめ、様々なコ
ンサートや招待試合、セントポール会やチャペルボ
ランティアの方々によるバザーも開かれ大勢の来校
者で大いに盛り上がりました。

ス

ク
トトピピッック

次世代の開発者を発掘するゲーム開発コンテスト
「Unity インターハイ２０１６」で
西村太雅くん（高１）が優勝

優勝『Isolated Area』
（意味：隔離地帯）
西村くんが開発したホラー・アドベンチャ
ーゲーム『Isolated Area』が、ゲーム開発
の大会で優勝しました。
審査員の方からは
「高
校生とは思えない圧倒的な開発力」
「きちん
とストーリーが語られ、操作が自然とわかる
演出・こだわりのグラフィック表現、工夫を
凝らした仕掛けを最後まで作りきった」と評
価されました。

クス
トトピピッック

２
０
１
６年ヤング天城会議に
舩橋唯介くん（高１）が参加

■Unityとは…
ゲームやアプリケーションを作るには様々なソフトウェア
で作成したプログラムやグラフィック、サウンドを1つに
統合する必要があり、その役目を果たすのがUnityです。
プログラマー、グラフィックデザイナー、サウンドクリエイターな
どがUnityを使って１つのコンテンツを作り上げます。近
年では大学や専門学校のIT教育現場でも数多く導入され
ており、ゲームのみならず幅広い業界で活用されています。

■Unityインターハイとは…
全国の高校生や高専生、および小・中学生によるゲーム開
発の全国大会。ゲーム開発用ソフトウェア「Unity」を使
ってオリジナルのゲームを開発し、その作品の優劣を競い
ます。今年は全国から１３５チームのエントリー、７６作品の
作品提出があり、予選審査を突破した１５チームが東京・秋
葉原で開催されたプレゼン発表会で審査員に対し、自分た
ちの作品を発表しました。

舩橋くんが後輩へのメッセージを寄せてくれました。

私はこの夏、ヤング天城会議に参加し、様々な感銘を受ました。今回は将
来高校生になる中学生の皆さんに向けて１つメッセージを送ります。
皆さん、自分の中にある強い思いを隠してはいませんか？本当は皆に聞いて
日本IBMにより次世代グローバル・リー
ほしい真剣な話を、周りの視線を気にして外に出せないことはありませんか？
ダーの育成を目的に、２
０
１
０年から開催されて
私がこの夏に感じたことの１つは、自分の内なる思いを真剣に聞いてくれ
いる「ヤング天城会議」は、日本IBMによ
る人がいるということです。高校生になると、学校の中だけでなく、世界が
る高校生のための人材育成プログラムで、毎
どんどん広がります。その中に必ず自分の思いを共有してくれる人がいます。
年夏休み期間中に開催されます。
真の自分を見せることで、自分の知らなかった長所や短所も見えてきます。
「高校生が将来世界で活躍するために必要
自ら世界を広げていきましょう。そのためには、自分の内なるものを発信す
な視点や考え方を身につける『きっかけ』を
ること以上に、人が教えてくれるものを受け入れることが大切です。自分が
ある種未熟な学習者であることを常に意識して過ごしてください。
提供する」ことを目標に、3日間のプログラ
皆さんが満足できる状態で高校生になり、また皆さんの中から今後、ヤン
ムでは講義やディスカッション、発表を織り
グ天城会議に参加し、いろいろな刺激を受け、与えてくる後輩がいることを
まぜ、最終日には生徒一人ひとりが自身の未
高校１年 舩橋 唯介
来を見据えた「チャレンジ宣言」を行います。 心から願っています。これからも頑張ってください！

（）
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仁科くんは、英語でいか
に意見が表現できるかを競
う英語弁論大会に参加。市
大会１位・地区大会２位・
県大会１位の結果で全国大
会に出場しました。決勝予選大会第１部（関東
地区）でも１位となり、１１月２５日の決勝大会で
は見事４位（The Japan News杯）に入賞。併
せてワールド・ファミリー賞も受賞しました。
発表論題はThe Spirit of Japanese People（日
本人の精神）
。新渡戸稲造著『武士道』を読ん
で感銘を受け、自分が受けてきた家庭教育が武
士道の精神に基づいていたことに気づいた体験
をもとに、特に義・勇・仁・礼・誠の徳に焦点
を当て、
「東日本大震災で多くの日本人がボラ
ンティア等を通じてこの五徳を体現していた。
皆がこの武士道の精神をより一層実践していけ
ば、岐路に立つ日本を必ず良い方向に導ける。」
と訴えました。
引率 英語科 岸 良一

高円宮杯
第６
８回全日本中学校英語弁論大会で
仁科洋志くん（中３）が４位入賞

EU の外交官による出張授業 in 立教新座（高１対象）
駐日欧州連合（EU）代表部と在日EU加盟国大使館は、日本の高校生にEUや
日本EU関係をより身近に知ってもらうため、毎年出張授業を企画しています。
今年は多くの応募校の中から本校が選ばれ、在日フランス大使館広報部参事官
のジョアン・ヴァラドゥー氏による授業が行われました。（日本語通訳あり）
EUの概要のほか、２
４もの公用語を持つEUの多様性や日本との関係、G７を例
にして現在国際社会にどのように参加している
かを高校１年生に対して講演していただき
ました。また講演会の後にヴァラドゥー氏と
の意見交換会も開催され、外交官として働く
ことについてお話をいただくなど、有意義なひ
とときを持つことができました。生徒の感想を
紹介します。

〈授業を受けた感想〉

２０１６年１
２月２
１日

アクアイナス・カレッジ
提携２
５周年
本校では、高校１～３年生を対象と
した、「オーストラリア短期留学」を
夏休み期間中に実施しており、今年度
は２４名が参加、２０１６年７月２２日から８
月１４日まで留学しました。
本校とオーストラリアのアクアイナ
ス・カレッジ（ゴールドコーストにあ
る私立中高一貫校）は今年、提携留学
プログラムを始めて２５周年の節目を迎
え、これを記念して全校集会が日本国
総領事館より平島領事のご臨席のもと、
盛大に開かれました。

「彩の国２
０
２
０」
ドリームアスリート
埼玉県は、２０２０年の東京オリンピッ
クに向け、今年度から未来のオリンピ
アンの育成の取り組みとして、オリン
ピックに出場、活躍が期待できる埼玉
県選手を「彩の国２０２０ドリームアスリ
ート」として認定し、支援を行います。
平成２８年度は６０名の選手が認定されま
した。
本校からは、山中望未くん（高２・
空手）と吉川恭太郎くん（高１・トラ
イアスロン）の２名が認定されました。
今後の益々の活躍を期待します。

〈意見交換会参加者の感想〉

◇EUについて少しは知っているつもりだったが、授業を受けてみ
ると知らないことが多く、いかに多くのことに関わっているのか
がわかった。
◇昨今、世界の政治情勢が大きく変動する中、主要な国際機関であ
るEUの外交官の方から多くの話を聞く事ができ、非常に貴重な
機会を頂いて感謝しています。
◇分裂しかかっているヨーロッパが、はじめはどういう理想を掲げ
てEU を作ったのかということを知って興味深かった。
◇生のフランス語が新鮮だった。同時通訳の方もすごいと思った。
◇世界に対する視野が広がった。今後も関心を持ち続けたい。

ヴァラドゥー氏と意見交換会に参加した生徒（左端は通訳の伊藤幸子さん）

（）

◆外交官の方にFace to Faceで質問できたり、
自分では思いつかないような他の生徒の質問
が聞けたりして楽しかった。
◆フランスで起こったテロ事件について質問し
た。外から来た人々に無差別に嫌悪の感情を
ぶつけたりせずに、平等にやっていくことが
大切だと答えてくださった。
◆外交官の方も「まさか自分が将来このような
仕事をしているとは思わなかった」とおっし
ゃっていたので、自分が普段学校で学んでい
る教科も、将来思いもよらぬ場面で生きてく
ることがあるかもしれない。いろいろ挑戦し
てみることが大事だと感じた。
◆会の途中、英語で意見交換している生徒も数
人いて刺激を受け、自分ももっと語学を頑張
りたいと思った。外交官は母国語のほか、英
語と中国語が堪能だった。
◆EUが国際社会においてどのような役割を果
たしているのかよくわかっていなかったが、
今後日本とEUがどのようなパートナーシッ
プをとるべきか考えることができた。
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した。私たちはいつも神さまの光を喜
んでいるかというと、実はそうでもあ
りません。神さまに照らし出されるこ
とを避けようとする暗い思いが心のど
クリスマス ― 神様からの光
こかにあるからです。
クリスマスの光は神様からの光です。
この世界中にも、そうした闇＝貧困
その光は人々を引き寄せ、私たちの心
や争い、災害などの困難な問題が山積
に安心と平安を与える優しい光です。 しており、その解決はとても不可能な
私たちもこの光に照らされることを喜
ように思えて、絶望や恐怖、怒りや悲
び、クリスマスの光を心に受け入れる
しみに世界が満ちてしまっているよう
者とされています。
です。しかし、クリスマスの光は、そ
つまり、クリスマスは光のシーズン
のような私たちの暗い心に「こわがる
なのです。私たち立教のキャンパスで
ことはないよ！ 大丈夫だよ！」とや
も構内のツリーにイルミネーションが
さしく語りかけ、心に平安が生まれる
飾られ、ライトアップされてクリスマ
新しい灯火、本当にやさしい光をとも
スを迎える備えの時が持たれています。 してくださいました。その光こそが主
その意味は何でしょうか？ 暗闇に輝
イエス・キリストです。
く光は私たちを魅了し惹き付けます。
そして、わたしたちが神様からの光
しかし、クリスマスに登場する人々
であるイエスさまのご降誕という「善
は、マリアやヨセフ、羊飼いをはじめ
き知らせ＝福音」を受け入れるならば、
として、みんな最初にクリスマスの光
神様は、あなたやあなたの愛する人々、
が輝いたとき、本能的に恐れを抱きま
この世界を必ずお守り下さいます。

チャペルだより

クリスマスの光は、普通の光ではな
く、そこから確かな神さまの声が聞こ
えてきます。そうです、クリスマスの
光は神さまの御声なのです。その声は、
私たちを厳しく問い詰めるような声で
はなく、神の祝福と恵みを存分に受け
て生きるように招いて下さる声です。
マリアやヨセフは、神さまからの御
声を聞いて、恐れと不安の思いから喜
びと確信へと変えられました。彼らに
臨んだクリスマスの光とその御声は、
私たちにもクリスマスの光となって臨
んでいます。その光である神様からの
良い知らせを聞き、受け入れましょう。
この福音はただ神からのお言葉ではな
く、私たちの人生においての救いの善
い知らせ = Good Newsなのです。イ
エスというのは、ユダヤの言葉で“神
が民を救い給う”という意味ですが、
その名の通り、イエス様を通して「救
い」は現代にまで広がっています。
チャプレン 金山 昭夫

行事予定

クリスマス行事のご案内

〜中学校〜

１
２／２
５
（日） スキー学校（〜２
９）
１／１
０
（火） ３学期始業礼拝、宿題試験、英語実力試験

聖パウロ礼拝堂

１
１
（水） １
・２年学力テスト、３年GTEC
１
２
（木） ３年聖パウロ回心日礼拝
１
８
（水） １年聖パウロ回心日礼拝
１
９
（木） ２年聖パウロ回心日礼拝
２／１
０
（金） マラソン大会
２
４
（金） 中学校３年期末試験
（〜２８日）
３／３
（金） 中学校１・２年期末試験（〜７日）
１
５
（水） 卒業式
１
８
（土） 終業礼拝
２
０
（月） 春季休業（〜４/７）

１
２月２
３日
（祝）
１
６
：
０
０開場
１
６
：
３
０開始

イルミネーション点灯時間
キャンドルライト・サービス

１
２月２
４日
（土）
１
２
：
３
０開場
１
３
：
０
０開始

大学ハンドベルクリスマスコンサート

１
７
：
０
０開場
１
７
：
３
０開始

クリスマス・イブ礼拝

２
２
：
１
５開場
２
２
：
３
０開始

立教新座高等学校クワイヤー
Chistmas Night Concert

２３
：００

～１
２/２３
（祝）１
６：
３０～２２
：０
０
１２/２
４
（土）１
６
：０
０～終夜点灯
１２/２
５
（日）１
６
：０
０～終夜点灯
１２/２
６
（月）１
６
：３
０～２
１
：０
０
～１/６（金）

４／８
（土） 入学式
１
０
（月） 始業式

行事予定

〜高校〜

１
２／２
５
（日） スキー学校
（〜２
９）
１／７（土） １・２年認定試験

＊

クリスマス深夜礼拝（聖餐式） ＊

１
０
（火） ３学期始業式、宿題試験、
３年聖パウロ回心日礼拝

１
２月２
５日
（日）
１
０：
３
０

クリスマス礼拝
（聖餐式）

どなたでもご参加いただけます。
＊印のみ、車での来校が可能です。それ以外はお車での来校はご遠慮ください。

１
２
（水） １年聖パウロ回心日礼拝
１
９
（木） ２年聖パウロ回心日礼拝
２／１
０
（金） マラソン大会
２
３
（木） 高校１・２年学年末試験（〜２８日）
３／１
４
（火） 卒業式
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‐
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（）

１
７
（金） 高校１
・２年英語スピーチコンテスト
１
８
（土） 終業式
２
０
（月） 春季休業（〜４/７）
４／８（土） 入学式
１
０
（月） 始業式

