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特集 セントポールズフィールド・中庭 完成
セントポールズフィールドの完成
2014年 7 月29日、立教学院待望の全天候型陸上競技場
「セントポールズフィールド」が竣工しました。これまで立教
学院は東京六大学で唯一全天候型陸上競技場を保有してい
ませんでした。以前から関係各所でどこかに全天候型陸上
競技場を設置できないかという議論がありましたが、敷地
的に十分な広さを持つ新座中高のフィールドに設置するこ
とが最も適当であるとの結論から、今年1月下旬より整備
が始まりました。
半年にわたる整備期間を経て生まれ変わったフィールド
は、青々としたトラックが印象的な、デザイン性・機能性
の非常に高いフィールドとなっています。トラックは全天
候型ウレタン走路（直線 8 レーン・曲線 6 レーン）に整備
され、色はブルー
カラーが採用され
ました。ブルート
ラックは従来の煉
瓦色よりも晴天時
の表面温度が低く
夏場の照り返しも

弱まること、視覚的にも涼しく集中しやすいことなどの特
徴があり、近年ではトレンドとなりつつあります。またラ
グビー・アメフト兼用のインフィールドは球技対応のロン
グパイル人工芝となり、各種競技用のラインが引かれ、 5
ヤード毎に芝の濃淡が付いています。この他フィールド内
には走り幅跳びピット・走り高跳びピット・棒高跳びピッ
ト・砲丸投げサークルが設置され、フィールドの周囲には
夜間照明も完備されています。
今回の整備に併せて各種の備品を揃えたことで、日本陸
上競技連盟公認4種陸上競技場にも認定されました。これ
によりこのフィールドでの公認陸上競技会の開催が可能と
なり、競技会で計測された記録は正式に認められます。
（仮
にこのフィールドで日本記録が出た場合も認められること
になります！）
フィールドは中高の正課・課外活動の他、大学の正課・
課外活動その他様々な行事でも利用されます。生徒諸君に
は国内トップクラスの恵まれた環境に感謝し、大切に利用
しながら、自己の研鑽に努めてほしいと思います。
保健体育科 陸上競技部顧問 香取 隆介
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アメリカンフットボール部

ラグビー部（高校）

今年の初めにフィールドの改修工事が始まった。土のグ
ラウンドから人工芝のグラウンドに改修するとのことだっ
た。我々アメリカンフットボール部にとって人工芝のグラ
ウンドというものは、地区大会を勝ち進み、関東大会に出
場するか、人工芝のグラウンドを持っている学校との練習
試合を組まないとプレーできない、そのような憧れの対象
だった。
そんな期待をしつつ、新しいグラウンドができるまでの
仮の練習場に行ってみると以前のグラウンドの半面以下、
しかも他の部活動と共同で使うという環境であった。練習
時間や面積の問題に自分たちは最初とても落胆した。しか
し、何もかも出来ないで片づけるのではなく、この環境で
何が出来るのかということを部全体で意識し、ポジション
ごとの練習やウェイトトレーニングを増やし、個々の能力
の向上に努め、場所を取らず成長できるメニューに工夫し
積み重ねていった。
一学期が終わり、人工芝のフィールドが出来上がると、
今まで伸ばした個々の能力を生かすようにチームとして実
戦形式の練習ができた。その甲斐あって秋大会では埼玉・
茨城・千葉地区大会で優勝という成績を残すことができた。
三年生にとっては短い間ではあったが、全国屈指の環境の
中で部活動に励めたことは一生の思い出であり、幸せであ
った。改修工事に携わった皆様に感謝申し上げます。
高校３年 巽 久隆

陸上競技部（中学）
今回、このセントポールズフィールドが完成して、陸上
部はチームの活気・個々の実力が以前より大きく変化した
と思っています。
このフィールドが完成するまでに約半年かかり、その期
間、陸上部は体育館付近の通路やプレイグラウンドなど限
られたスペースの中でしか練習できませんでした。コンク
リートの上などで練習を行う場合は、足を怪我しないよう
に細心の注意を払わなければならないため、とても練習す
るのに苦労しました。そして、フィールドが完成し、練習
で使用した時はあまりの完成度の高さに驚いてしまったと
同時に、今まで長い間厳しい環境で練習していたため、と
ても自分達は恵まれているのだなと思いました。
しかし、フィールドが完成しても必ず結果がよくなると
決まった訳ではありません。ここからどれだけ良い練習・
雰囲気を作っていけるかが大切だと思っているので、陸上
部全体で頑張ります。
僕は中学陸上部のキャプテンなので、周りの中学生部員
をまとめ、この与えられた素晴らしい環境に感謝し、少し
でも貢献できるように頑張りたいです。
中学２年 竹内 武広

（）

「セントポールズフィールドが完成して」
僕らラグビー部は自分たちの代になってから約半年間、
グラウンドの工事により満足に練習できない日々が続きま
した。しかし、その期間で得られたものも多くありました。
このような体験は初めてだったので、初めは戸惑い、うま
くいかないこともありましたが、キャプテンとしてチーム
のことを考え、行動することで、チームとして一段と成長
することができたと思います。
夏、フィールドが完成し、新たな気持ちで練習に臨みま
した。初めてあのような素晴らしい人工芝のフィールドで
プレイしたあの日の感動を、忘れはしません。今までドロ
ドロになりながら練習し、ユニフォームは汚れ、母に迷惑
をかけることもありました。しかし人工芝のフィールドに
なって、それも少なくなりました。
よりよい環境でプレイすることで、練習でもいつも以上
の力を出すことが出来、チームはよりよいものとなりまし
た。そしてこの 3 年間で得た全てのものを試合で出し、県
ベスト 8 という結果を残すことが出来ました。
フィールドを作ってくださった人や、学校の先生方、保
護者すべての人に感謝しています。
高校３年 大野木 慶太

陸上競技部（高校）
「さまざまな思い」
夏休みが始まってから2週間近く経ったある日、我々は
目を疑うような光景を目の当たりにした。2014年 7 月29日。
そう、その日は皆が待ちに待った「セントポールズフィー
ルド」の竣工式の日であった。フィールド一面には人工芝
が広がり、それを取り囲むように真っ青なタータンが敷か
れている。誰もが待ち望んだこのフィールド。完成するま
での間、短かったようで長かった気がする。
昨年の冬。陸上競技場の工事が始まった。ここを部活の
練習場所として使っていたのは、アメフト、ラグビー、陸
上の 3 つの部活であった。工事期間中、僕らは主にプレイ
グラウンドで練習をしていた。しかし、プレイグラウンド
自体がそこまで広くないので、お互いの部活が場所を分け
合い、陸上部では時にはサッカー場を半分借りたりなどし
て部活動を行った。そのため、普段より満足のいく練習が
できなかった。
しかし、これら 3 つの部は今年、好成績を残した。中で
も陸上部はインターハイにリレーで出場する快挙をなしと
げた。練習する場所が不自由な中、引退するまでの間、最
後まで一生懸命だった 3 年生には敬服する。
そして今、
我々
には新たな練習場所が整い、環境面で恵まれている。新し
いフィールドで走った時の爽快感、そして満足感。これは
他の学校では味わえない。我々はこのフィールドを最大限に
活かし、これからの部活を発展させていきたい。
高校２年 安達 裕次郎
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新本館の完成後も旧本館

中庭 の解体および整地工事が行
われ、 9 月末に中庭が完成しました。
志木駅から歩いて太刀川門をくぐり、
図書館の横を過ぎると目の前に広い中
庭が見えます。図書館を背にして立つ
と、右手には中学棟である 2 号館、そ
の向こうに 3 号館、左手には本館、そ
して中央を貫くストリートはまっすぐ
に体育館の正面玄関まで続いています。
広々と開放的で、且つ、全ての建物
にアクセスできる機能的で美しい中庭
となりました。

こだわり情報

中庭に植えられたハナミズキ
日本からアメリカに3000本のサクラ
が寄贈されてから100年。それを記念
して、アメリカ国民から3000本のハナ
ミズキが日本への返礼として贈られ、
「友好の木 _ ハナミズキ・イニシアチブ」
と呼ばれています。立教学院は同イニ
シアチブに申請し、学校法人としては
初めて、40本のハナミズキの寄贈を受
け、そのうちの20本がここ新座キャン
パスの中庭に植樹されました。まだ小
さな苗木ですが、大切に見守り、育て
ていきましょう。

キャンパ ストピックス
ギャップイヤー留学がスタートします
本校がスーパーグローバルハイスクールのアソシエイト校
に認定された今年度、新たに高校 3 年生を対象とした「ギャ
ップイヤー留学プログラム」がスタートしました。
「ギャップイヤー」とはイギリスで始まった制度で、高校
卒業から大学入学までの期間を利用して、留学や海外旅行、
ボランティア活動等をしながら世界を知り、社会経験・異文
化経験をし、視野を広げることをいいます。そこで本校では
「ギャップイヤー留学」として、卒業前ですが高校 3 年生の
2 月からの1 ヶ月を使い、アメリカの大学敷地内にあるラン
ゲージセンターでの留学を実施することになりました。
現在夏休みに実施されている英国サマースクールやオース
トラリア短期留学に、このアメリカでのギャップイヤー留学
プログラムが加わり、同じ英語圏でも様々な国の文化を体験
することが可能となりました。本校ならではの多彩な留学プ
ログラムといえるでしょう。

〈スケジュール〉
出発：２月８日（日）
授業：２月９日（月）～３月６日（金）４週間
帰国：３月７日（土）・日本到着は８日（日）

Q：どこで学ぶの？
留学先はベネッセコーポレーションが保有する、全米最大
の留学生受入機関ELS Language Centersを利用します。
ELS Language Centersは米国各地の大学のキャンパス内
や世界各地に設置されており、設立50年、世界140カ国、100
万人の留学生を受け入れている実績があります。中でも本校
では、バージニア州フレドリックスバーグにあるUniversity
of Mary Washington内のセンターへ留学します。

Q：どんなプログラムですか？
1 日50 ～ 60分授業 6 コマ× 4 週間、 1 ヶ月約 100時間の
Intensive Academic English Programに参加し、世界から集
う留学生と集中的に実践的な英語を学びます。単に英語力を
伸ばすだけでなく、論理的思考力や批判的思考力といった力
を伸ばすことができ、将来の大学進学後の留学や就職後にも
役立つ力を身につけます。

Q：生活面や行くまでの手続きは？
出発までの手続きや準備のサポートはベネッセ海外留学セ
ンターが対応し、学生ビザを取得して渡航します。
留学中はホームステイします。

（今年度は既に募集を締め切っています）

（）
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S.P.F.が開催されました
１０月２
５日
（土）
２
６日
（日）
の２日間、S.P.F.（St. Paul’
s Festival）
が開催されました。
新校舎で開催する初めてのS.P.F.。好天にも恵まれ、例年以上に多くの来場者を
お迎えし、大盛況のうちに終了しました。在校生保護者や受験予定者はもちろん、普
段校内で決して見かけることのない、女子中高校生の姿もとても多かったようです。
S.P.F.は、中学・高校それぞれの実行委員会を中心に生徒主体で運営される一年
で最大のイベント。実行委員会は、委員長をはじめ副委員長、書記、さらには各
パートをまとめるパート長で構成されています。計画段階から開催に至るまでの
苦労、終わったあとに感じたことなど、実行委員長である中山通彦君に話を聞き
ました。
中学生クラス展示の様子

Q1
－なぜS.P.F.実行委員長になろうと思
ったのですか？
去年と一昨年の先輩の実行委員
長を見てきて、憧れがあって、自分が
S.P.F.に委員として関わるのであれば、
ぜひ委員長をやりたいと思っていま
した。

中学生自由研
究発表の様子

Q2

S.P.F.実行委員長 中山君

－2年生の時は実行委員として関わっ
ていたのですか？
2 年生の時から実行委員をやって
3 年生になったら委員長になれたら
いいなぁとは思っていたのですが、去
年は希望者が多かったため委員にな
れなくて。なので、余計に 3 年生に
なったら思いっきりS.P.F.に関わりた
い、委員長をやりたいという想いが
強くなりました。

Q3
－どのような過程で準備をしてきた
のですか？
4 月に各クラスで委員が決まり、そ
こから仕事を各パートに振り分け、で
きる範囲の仕事をパートごとに進め
てもらいました。全体の企画は夏休
み明けの 9 月頃から具体的に固まり
始めました。パート長が集まる会議
では企画内容の検討をし、各パート
の進捗状況を確認しながら準備を進
めていきました。

鉄道研究会

Q4
－テーマ「ぱるぷんて」について。
今年のテーマ「ぱるぷんて」とは、
あるゲームで使われている造語なん
です。この言葉には、「何が起こるか
わからない」という意味があるので、
「こんな文化祭があるんだ」とか「文
化祭ってこんな形もありなんだ」と
いうもの見せたくてこのテーマに決
めました。
5 月下旬にはテーマが決まったの
ですが、実は著作権等の確認作業も
必要で、最終的にこのテーマに決定
したのは 9 月に入ってから。テーマ
決めは結構大変でした。

（）

クワイヤーのコンサート
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Q5
－今回のS.P.F.で力を入れたポイントは？
全体的に力を入れたポイントはやはりフィナーレだと思
います。最後のプログラムということもあって、フィナー
レの出来次第で全体的に成功するかどうかが決まるという
印象があったので、力が入りました。
個人的には本部企画の花火や中夜祭、中庭特設ステージ
でのイベントを意識しました。これらも成功するか否かが
全体に大きく影響するので。あとは、看板作りですね。
S.P.F.の顔とも言える看板。太刀川門の看板をくぐって
S.P.F.が始まる、それだけに重要なんです。

太刀川門の看板

Q6

中庭特設ステージ

－終わってみて文化祭はどうでしたか？
満足しています。
今年は新校舎が完成し、環境が変わって初めての文化祭
だったので、去年、一昨年通りにやれるということがほと
んどありませんでした。大変でしたが、自分たちで先生方
と協議してゼロから形になるところまで作り上げることが
できたので、満足しています。
それから実行委員のみんなが自分のパートにこだわりを
もって仕事をしてくれたことも、僕にとっては良かったと
思っています。

ス部有志）

模擬店（テニ

Q7
－準備期間、また当日で印象に残る
ことはありますか？
当日のハプニングですかね。イベ
ント中の音響などのトラブルが多か
ったのですが、先生方に臨機応変に
対応していただいたので、なんとか
やりきることができました。それか
ら花火が上がったときはほっとしま
したね。全体的には、タイムスケジ
ュール通りに進行しないものが多く
て、リハーサルが足りなかったと反
省しています。
準備段階では、自分たちがやりた
い企画をどう実現するかを考え抜い
たことが印象に残っています。先生
方と協議を重ねて、企画を何度も修
正をして形にしました。自分たちが
やりたいことの軸は変えずに、実現
できる方法を考えました。

打ち上げ花火

模擬店（32、3-5有志）

Q8
－中山君は実行委員長としてどのよう
なリーダーだったと思いますか？
自分が何かを決めていくというよ
りは、各パートでやりたいことが実
現できるように仕事を補助する役割
として、自分が率先して動くことを
意識しました。すべてのパートの実
行委員と同じ目線で、同じ立場から
全体を見て判断ができるよう心掛け
ていました。

（）

Q9
－最後に中山君にとってS.P.F.とは？
高校生活で一番の思い出になりま
した。この 2 日間にかけるものは大
きく、実行委員長を経験できたこと
は、自分にとって大きな財産となり
ました。また、生徒・教職員のご協
力に感謝の気持ちをもつ機会になっ
たこともとても良かったと思ってい
ます。
高校生活で一番の思い出であり、青
春の 1 ページですね。（笑）
－ありがとうございました。
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２月２
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チャペルだより
新体育館、新本館に続いてセントポ
ールズフィールドも完成し、新座中高
キャンパスは新たに生まれ変わりまし
た。ことに、フィールドのブルーのト
ラックと人工芝のグリーンは目にも鮮
やかで、見る者の目を惹きます。完成
したばかりの真新しい施設に最初に足
を踏み入れるときというのは、何とも
言えない緊張感があります。汚れのな
いきれいなところに入るわけですから
当然でしょう。わたしなどは性格もあ
るでしょうが、できることなら、しば
らくはこのきれいな状態のまま傍らか
ら眺めていたいような気持ちになりま
した。でも、施設は使われることを目
的に作られたのですから、使用されず
にいては意味がありません。多くの人

行 事 予 定 〜中学校〜
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に利用されてこそ価値があるのでしょ
う。事実、フィールドは多くの授業、
部活等で活用されています。それまで
のものとは比べものにならないくらい
快適な使い心地でしょう。ぜひ、この
すばらしい施設で思う存分汗を流して
もらいたいと思います。
わたしがこのところ感じていること
を少し言わせてもらいたいと思います。
それは、美しさとは何かということで
す。フィールドに限って言えば、完成
したばかりのフィールドは、先ほども
言いましたように、汚れもなく本当に
美しい状態でした。でも、使われてい
くうちに、次第に汚れ、痛み、色もあ
せていきます。当初の美しさは失われ
ます。でも、その使い込まれ古くなっ
てきた姿にこそ本当の美しさ、輝きが
あると思うのです。完成したての美し
さは表面的なものであるのに対して、

行 事 予 定 〜高校〜

１２／２５
（木） スキー学校（〜２９）

１２／２５
（木） スキー学校（〜２９）

１／８
（木） ３学期始業礼拝、宿題試験、英語実力試験

１／７
（水） １・２年認定試験

９
（金） １・２年学力テスト、３年GTEC

８
（木）

３学期始業式、宿題試験、
３年聖パウロ
回心日礼拝

１
４
（水） １年聖パウロ回心日礼拝

１５
（木）

高校推薦入試一次合格発表
１年聖パウロ回心日礼拝

１
５
（木） ２年聖パウロ回心日礼拝
２
５
（日） 中学校入試第１回・帰国児童入試
２
６
（月） 中学校入試第１回・帰国児童入試合格発表
２
８
（水）

中学校入試第１回・帰国児童入試入学
手続（〜２/２）

２
９
（木） ３年聖パウロ回心日礼拝
２／２
（月） 中学校入試第２回窓口出願
３
（火） 中学校入試第２回
４
（水） 中学校入試第２回合格発表・入学手続
１
１
（水・祝） 中学入学予定者登校日
１
３
（金） マラソン大会
２
１
（土） 中学入学予定者心電図検査
２
６
（木） ３年期末試験（〜２８日）
３／４
（水） １・２年期末試験（〜６日）
１
６
（月） 卒業式
１
９
（木） 終業礼拝
２
０
（金） 春季休業（〜４/７）
４／８
（水） 入学式

２２
（木） 高校推薦入試・地域指定校制推薦入試
２３
（金）

高校推薦入試・地域指定校制推薦入試
合格発表

２８
（水）

高校推薦入試・地域指定校制推薦入試
入学手続

２９
（木） ２年聖パウロ回心日礼拝
２／１
（日） 高校一般入試
２
（月） 高校一般入試合格発表
６
（金） 高校一般入学手続
１３
（金） マラソン大会

使われ、痛んできたときの美しさには
深みがあるように思います。なぜなら、
その痛みは目的を果たしたことの証し
であり、人の思いが染み込んでいるか
らだと思うのです。汚れ、痛み、色あ
せを残しつつも、よく手入れをしたフ
ィールドはまっさらな時にはない深い
輝きをもっているはずです。わたしは、
そのようなことを最近様々なものを見
ながら感じています。
人も同じことだと思います。様々な
苦労、痛みを経験しながら年を重ね、
味のあるまた輝きのある人となるので
はないでしょうか。本当に美しい人と
はそういう人だと思います。見た目の
表面的な美しさに惑わされない中身の
ある美しさ、セントポールズフィール
ドを見ながら、ふとそのようなことも
考えてみました。
チャプレン 西海 雅彦

室内温水プール 建設工事順調
2015年の 3 月完成を目指して目下建
設中の室内温水プール。50ｍ×10コー
スの規模を誇るプールは可動式の床に
よって中央部分で分割でき、横方向に
レーンを張ると、25ｍ×16コースとし
ても使用できるようになります。どち
らのコースとも国内基準競泳プール
（国内公認プール）を取得する予定で、
主に大学と新座中高の授業・課外活動
で利用されます。体育館・セントポー
ルズフィールドに続いて、プールが完
成すると、新座キャンパスの体育施設
関連の建設工事も全て完了します。
次号のキャンパスニュース（ 4 月発
行号）では完成後のプールを紹介でき
る予定ですので、どうぞご期待くださ
い。

２４
（火） １・２年学年末試験（〜２８）
３／７
（土） 高校入学予定者教科書販売日
１３
（金） 卒業礼拝・卒業式予行
１４
（土） 卒業式
１８
（水） １・２年英語スピーチコンテスト
１９
（木） 終業式
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２０
（金） 春季休業（〜４/７）

編

集：立教新座中学校・高等学校
教務・入試広報課

４／８
（水） 入学式

発

９
（木） 始業式

行：立教新座中学校・高等学校

〒３
５
２
‐
８
５
２
３ 埼玉県新座市北野１‐２‐２５

９
（木） 始業礼拝

０
４
８
‐
４
７
１
‐
２
３
２３
（代表）

（）

