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特 集 新本館完成
新本館完成に寄せて
今年ほど春の胎動を感じたことはない。
新校舎・新体育館が完成した。そして埼玉県私学では唯
一、スーパーグローバルハイスクール アソシエイトに本
校が文部科学省より指名を受けた。新たなことが、今ここ
から始まるという実感が胸を躍らせるのだ。
旧校舎が取り壊される直前の教室の黒板に、
私は「継魂」
と記した。50年間の旧校舎への惜別の思いと、自由を求め
汗にまみれた男達のことを忘れまいと思ったからである。
それは新校舎及び新体育館でも変わらない。学び舎は、単
なる箱ではない。ここで何を求めるか。いかなるものを求
めるかによって、箱は形を決める。新校舎の中で育まれる
ものは、真理を求める自由である。
設計が確定されるまでに我々教職員は、100回を越える
会議を行った。
「船頭多くして船山に登る」というが、私
は船頭が多ければ、それだけエネルギーも活性化すると考
えた。紆余曲折は共有力の強化である。派手さを求めず、
質実剛健、生徒の安全を第一に考えた。
＜風が通る＞これが基盤だった。教員室は生徒のために
ある。生徒が使いやすいこと。同時に教員が授業準備・研
究に専心できること。広いスペースに教員室と教科準備室
が一体となった。冷暖房を完備しながらもそれに頼らない。

太陽が、風が、校舎が、広く緑あふれる校地に馴染むよう
に…。もとより新たなる設備を整えた特別教室も充実した。
教育の根幹をなすキリスト教教育の理念が、既存のチャペ
ルとともに具現化され、見事に調和した。
そして、その中身を象徴する新たなる核心が、スーパー
グローバルハイスク－ル アソシエイトへの指定である。
この指定に安堵しているわけにはいかない。スーパーグ
ローバルハイスクールに指定されるための評価は厳しく、
準備段階のステップボードが用意されたに過ぎない。この
ボードにうまく乗りこむことが出来るかどうか。それは今
後の取り組みが左右することである。ここに至るまでにも
先輩諸氏の苦労のあったことを忘れてはならない。これこ
そが、継魂の結果なのである。
これからも、陸上競技・アメリカンフットボール・ラグ
ビーの全天候型フィールド（今夏完成予定）及び50メート
ル10コースの屋内プール（来春完成予定）と建築は続き、
教育プログラムへの挑戦も続いていく。
多くの方の本校教育への思いが結集して新校舎・新体育
館が完成した。感謝と共に、新たなる革袋に盛られる若き
力の行く手に大いなる幸あらんことを共に祈りたい。
学校長 渡辺 憲司
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伝統を受け継ぐ
新たな学び舎。
風が通る
立教新座中高
新本館

エントランスホール

４階ロビーからチャペルを望む

玄関を一歩入ると…
エントランスホールの壁面は、日本近代建築の巨匠である
アントニン・レーモンド氏（旧校舎及びチャペルを設計）に
よるチャペル正面壁の「乱れ格子」をモチーフとしています。
この「乱れ格子」は『人間社会の様々な関係、
親子、
兄弟等々』
を表し、一見ランダムに見えながら一定の規律（リズム）が
込められています。対象的に天井はシンプルな白、LED照
明により「一条の光」を表しています。訪れた人々の心に残
る、印象的なエントランスホールです。
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学校が一つに繋がる
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2002年 ２・３号館竣工時
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本館(Ｂ棟)解体予定
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中庭・外構整備完了予定

2013年 解体前の旧本館

（）

本館校舎は２号館（中学校舎）・３号館（特別教室棟）
、体
育館とそれぞれ渡り廊下で接続しています。２・３号館とは
２階部分の渡り廊下で接続しており、本館高校教室から３号
館特別教室への移動、２号館中学教室から本館選択教室や教
員室へのスムーズな移動が可能です。
体育館とは外部階段を介して２階のテラスと接続しており、
そこを経由して３号館に移動することも可能です。また、本
館と体育館・４号館を繋ぐ大庇の下は、雨天時のトレーニン
グにも利用可能な空間です。これらの渡り廊下と今後整備さ
れる中庭により、キャンパス全体が一つに繋がり、風通しが
よく、一体感が感じられるようになります。
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立教新座中学校・高等学校 本館 教室配置図

４階
階段教室

３階
CALL教室

選択・特別教室の充実
本校のカリキュラムの大きな特徴である豊富な自由選択科
目、また英語や国語での少人数授業を実践するために利用さ
れる選択教室。本館の北側に位置し、中学からも利用しやす
くなっています。小教室を６室、普通教室と同じ大きさの中
教室を10室、大教室を２室、階段教室を１室備え、それぞれ
の指向や習熟度にあわせた授業が展開されます。特別教室は、
書写・書道室、外国語学習のためのＣＡＬＬ教室（２室）
、
調理実習室を配置し、それぞれの専門授業に対応した教室環
境を整備しています。

２階

１階

こだわり

情報紹介

【クールトレンチと井水コイル】

コーナー

新本館の建物全体に風の流れを生み出す装置「クールトレン
チ」を紹介します。
３号館との間の中庭部分に設けた、ベンチ状の外気取り入れ
口から取り込んだ新鮮な外気は、建物地下部分に設けた「クー
ルトレンチ」と呼ばれる空間内で、外気に比べて涼しい地中熱
によって２～３度冷却され、エントランスホールに供給されま
す。この「クールトレンチ」部分には、井水を利用して冷却す
る井水コイルも設置されており、地中熱効果と合わせて外気を
冷却します。
「クールトレンチ」を通って冷却された外気の吹
出し口は、エントランスホールの「乱れ格子」の一部に組み込
んでいますので注目してみてください。
次号から少しずつ新校舎のこだわりポイントや設備の情報を
紹介していきますので、どうぞお楽しみに！

ＨＲ教室は２階が高校３年生・３階が２年生・４階が１年
生です。窓ガラスには紫外線と赤外線を90％以上カットする
遮熱フィルムを施し、窓上部に設けた奥行の深い庇と合わせ
て、南側でも快適な環境です。また各教室にはスクリーン・
プロジェクター・パソコンも設置されています。

教員室と交流ラウンジ
新校舎では教員室は２階です。本館と２・３号館を結ぶ渡
り廊下が教員室前につながり、キャンパスの中心に教員室が
あることで、中学・高校双方からアクセスが便利です。先生
への質問や相談の際に便利な広々とした交流ラウンジは教員
室のすぐ横。各種届出などで生徒の皆さんが何かとお世話に
なる生徒部も教員室の隣です。国語・数学・社会・英語・宗
教の教科準備室も教員室に隣接する形になりました。

（）
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理科研修旅行 オーロラを見よう！

海外研修報告
本校では、２
０
１
３年度から英語科以外に
も教科が中心となる海外研修旅行を企画
・実行することになり、新たに理科・芸
術科が海外研修旅行を実施しました。前
号のキャンパスニュースでは冬休みに実
施された理科の研修旅行を速報でお知ら
せしましたが、今号では理科研修の詳し
い内容と、更に春休みに実施された芸術
科の研修旅行についてご紹介します。

理科では「見る・触れる、確かめる、 立宇宙物理研究所所属）に御講演をして
考える」の３つのステップを大切にして
います。自然を対象として研究を進めて
行くためには、現象を自分の目で観察し
たり、確認したりすること（見る・触れ
る）から始まり、実験を通じてその現象
を確認（確かめる）し、その現象の条件
や理由などを考察する（考える）ことを

いただけること、カナダやアラスカに比
べて比較的気温が高い（－10℃程度）こ
と、太陽が水平線から昇らない極夜を体
験できること、オーロラを見られる時間
帯が比較的早い（だいたい 0 時頃まで）
ことなどです。
事前学習では、オーロラ発光の理由や、

繰り返していくことが重要であり、これ
らのステップが科学を推進し発展させる
基礎となっています。
今回の理科海外研修旅行『オーロラを

なぜスウェーデンのキルナなのか、どの
ようなオーロラを見る事ができるのか、
オーロラを撮影するためにはどのような
スキルが必要かなど、様々なことを学び

見よう！』は、この中の第１段階－自然
を観察すること－を主眼に置いたプログ

ました。また立教大学理学部教授田口真
先生、元教授の山本博聖先生、自然カメ

ラムです。よく知られているように『オ
ーロラ』を日本で見ることはほとんどで
きません。北海道では、10年に１度程度
の確率で見ることができると言われてい
ますが、天上で舞うようなオーロラを見
ることは不可能です。北半球で見えるオ

ラマンの菊池哲夫氏らに講義をお願いい
たしました。さらに株式会社ニコンから
はデジタル一眼レフD600を20台、株式
会社ベルボンからは軽量三脚を20台、そ
れぞれ無償でお借りすることができまし
た。

4日目（12 / 2 5）
犬ぞり体験
オーロラ観賞④【キルナ泊】

ーロラは、ほぼ北極点を中心としたドー
ナツ状の部分（オーロラベルト）に出現

オーロラは、その場所に行けば見える
というものではありません。太陽の活動

5日目（12 / 26）
『ムースサファリ』
オーロラ観賞⑤【キルナ泊】

します。観察地として有名な場所は、ア

に関係していますので毎日出ているわけ

イスランド、スウェーデンやフィンラン
ド、アラスカ、カナダです。これらの地

ではありませんし、空が晴れていなけれ
ば見えません。遠くでボヤッと光るオー

6日目（12 / 27）
キルナを出発し、ストックホルムへ
市内見学（市庁舎･ノーベル博物館など）
【ストックホルム泊】

域でしか見られない理由は、オーロラと
は、太陽から降ってくる粒子が北極や南

ロラをディフーズオーロラと言い、頭上
で舞うようなオーロラをブレークアップ

7日目（12 / 28）
ストックホルム発
コペンハーゲン経由にて帰国の途へ
【機内泊】

部分で地球の大気とぶつかって発光する
現象だからです。
私たちは初めての観測地として、スウ
ェーデンのキルナという町を選択しまし

～ 旅行日程 ～
1日目（12 / 22）
成田空港発直行便にてキルナへ
（飛行時間:約10 時間）キルナ空港着
入国審査後､ ホテルにチェックイン
オーロラ観賞①【キルナ泊】
2日目（12 / 23）
王立宇宙物理研究所施設見学
オーロラ観賞②【キルナ泊】
3日目（12 / 24）
キルナ教会でクリスマスミサ
自然の造形美『アイスホテル』見学
オーロラ観賞③【キルナ泊】

8日目（12 / 29）
ストックホルム発
成田空港着 入国・通関後 解散

極にある磁極（磁石のN極やS極のこと） と言います。ブレークアップはなかなか
の影響を受けて、磁極を取り巻くような 体験できる現象ではありませんが、今回

た。主な理由は、スウェーデンの王立宇
宙物理研究所の見学や二穴喜文先生（王

参加した生徒が撮影したオーロラ

は幸運にもそれを見ることができました。
その神秘的なオーロラの動きは本物を見
た人の心に一生残るものとなったと思い
ます。
引率教員

理科主任

林

壮一

ノーベル賞受賞の晩餐会が開かれるストックホルム市庁舎にて
（）
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ニューヨーク芸術研修旅行

【旅行日程】
1日目（3/26）成田発（飛行時間約12時間30分）ニューヨ
ーク着、到着後市内観光／ 2日目（3/27）午前ブロードウ
ェイ散策、午後メトロポリタン美術館見学、夕食後ロック
フェラーセンター展望台へ／ 3日目（3/28）午前リバティ
島（自由の女神）観光、午後グッゲンハイム美術館見学、
夕食後ミュージカル「マンマミーア！」鑑賞／ 4日目（3/29）
午前ガーシュウィン劇場「ウィキッド」舞台裏ツアー、午後
ミュージカル「ウィキッド」鑑賞／ 5日目（3/30）午前帰
国の途へ～日付変更線通過／ 6日目（3/31）午後成田着

キャンパストピックス

「本物の芸術に触れさせたい！」その想いで今回の研修旅行を企画
しました。今までの海外研修旅行は語学研修が中心でしたが、芸術に
目を向けた研修旅行ができないものかと数年にわたり構想を温めてい
ました。そして、本場ブロードウェイでのミュージカル鑑賞をメイン
とした研修旅行に辿り着きました。
私自身ミュージカルが好きなのですが、授業でミュージカルの作品
を鑑賞する機会を設けると、生徒たちから「面白かった」とか「もっ
と観たい」などという感想が毎回あります。ミュージカルは音楽、芝
居、ダンスなどが融合した総合芸術ですが、生徒たちにとっては総合
芸術の中でも入りやすい入口であり、かつ、興味を持ちやすい分野か
もしれません。本場のミュージカルに触れれば、さらに大きな感動を
覚えるだろうと考えました。
ミュージカルはアメリカで誕生し、ニューヨークのブロードウェイ
はその最も中心となる場所です。日本との大きな違いは何か。最高の
歌手、素敵な劇場、熱気溢れる観客、そして何よりも「音楽の力」が
そこに溢れているのです。その「力」は決してＤＶＤなどでは味わう
ことのできない生きたものです。
そのブロードウェイ・ミュージカルを２本観ることを中心とした今
回の研修旅行。実際に、ニューヨーカー達に触れ、その生活の様子を
生徒達は着いた初日から味わいました。ニューヨークは100年以上も
前の建物を残しつつも、モダンな部分も存在し、その全てが融合して
います。また、様々な人種の人々が街を行き交い、その中でめまぐる
しい５日間を過ごしました。
初めのうちは、その全てに圧倒されていた生徒たちも、自分の足で
ニューヨークの街を歩き、現地の方々とコミュニケーションを取って
いくうちに、徐々にその空気に慣れ、いつの間にか積極的になってい
く様子が見てとれました。
メインのミュージカル鑑賞の頃になると、すっかりそのアメリカの
雰囲気の一部になり、スタンディングオベーションをしたり、出てき
た出演者に声をかけたりしていました。その素晴らしい歌声に感動を
していた様子もそうですが、何よりも、その空気を全て受け止めてい
た生徒たちの姿が印象的でした。
メトロポリタン美術館、グッゲンハイム美術館にも足を伸ばしたり、
ニューヨークの教会をいくつか回ったりしたことで、様々な芸術を肌
で感じた研修旅行になりました。ニューヨークは「文化の坩堝」と言
われますが、本当に言葉通りの街です。ここで得た感動を生徒一人一
人が人生の糧にしてくれることを願って止みません。
引率教員 芸術科 主任 志村 泉
る つ ぼ

チャペルのパイプオルガンが新しくなりました。
この度、チャペルのパイプオルガンが新しくなりました。初代オルガンは
1965年に設置された、オーストリアのヴァルカー社製のパイプオルガン（パ
イプ総数747本）で、昨年までその使命を果たし続けてきましたが、電気部
品の老朽化により、今回の更新になったものです。
2 代目パイプオルガンは新しく設けられたチャペル後部台座上に設置され、
アメリカC.B.フィスク社製（パイプ総数1,786本、24ストップ）
、フランス・
ロマン派様式のパイプオルガンで、本年 1 月27日に落成しました。チャペル
で行われる礼拝を支える存在として、これからの活躍が期待されます。

（）
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めてください。そのことを語る必要が
ある時がきっとくるはずです。
新本館の完成に伴い、旧本館の残り
の部分がいよいよ解体となります。こ
犠 牲
れにより、新座移転以来使用されてき
ついに新しい本館が完成しました。 た歴史ある校舎はついになくなります。
旧本館のホームルーム教室側の取り壊
今年入学の諸君にとってはこの本館が
立教新座での最初の学舎でしょうが、 しの時も生徒、教職員、ＯＢたちに惜
しまれたものですが、今回の残りの側
旧本館を使用してきた高校２年、３年
の解体によって旧本館は完全に姿を消
の諸君、そして教職員にとっては二つ
してしまいますから、慣れ親しんだ人
目の校舎ということになります。この
たちには寂しいことでしょう。まして
一年間は、工事作業の中での授業、行
や、その瞬間を目の当たりにするわけ
事で、何かと不自由や不便を感じてき
ですから感傷的にもなるでしょう。形
たことでしょう。でも、校舎の完全建
て替えは５０年に一度の一大事業です。 あるものは永久ではありません。いつ
かはなくなる運命にあります。旧本館
この瞬間に立ち会うことができ、建設
がまさに今その時なのです。しかし、
の過程を見ることができたということ
これによって新本館が完成しました。
は、ある意味幸せなことなのではない
キリスト教的な言い方をすれば、一つ
でしょうか。立教新座の校舎の歴史の
のものがなくなることによって新しい
証人となれたわけですから、自分たち
ものが誕生するということです。逆の
が見たことをぜひ後々まで記憶にとど

チャペルだより

行 事 予 定 〜中学校〜

言い方をすれば、新しいものは旧いも
のの犠牲の上にあるということです。
つまり、わたしたちが快適に使用して
いる新本館は、旧本館の犠牲すなわち
解体によっているということです。旧
本館の解体なくして新本館はありえま
せん。本館の解体と建設を目の当たり
にして、わたしたちはそこから一つの
人間のあり方を学ぶことができるでし
ょう。
すなわち、わたしたちは皆、様々な
人の犠牲の上に今生きているのです。
犠牲と言っても、命を失うことだけを
言うのではありません。我慢をしてく
れた人、身を引いてくれた人、悩んで
くれた人など、どれも自分のために痛
みを覚えた人で犠牲と呼べる尊い存在
だと思います。新本館と旧本館の関係
から、人と人の関わりについても考え
てもらえれば幸いです。
チャプレン 西海 雅彦

２０１５年度入試日程について
２
０
１
５年度 中学校入試日程

５／９
（金） 創立記念礼拝、生徒総会

一般入試（第１回）

１
２
（月） ３年校外研修旅行（〜１６）

帰国児童入試
若干名

一般入試（第２回）

１
４
（水） １年オリエンテーションキャンプ（〜１６）

募集定員

男子 約100名

男子

１
６
（金） ２年校外学習（理科）

入学試験

1 月25日
（日）

1 月25日
（日）

2 月 3 日（火）

１
７
（土） １・３年自宅学習

合格発表

1 月26日
（月）

1 月26日
（月）

2月3日
（火）ＨＰ
2月4日
（水）掲示

２
６
（月） 中間試験（〜２
７）

男子

40名

２
０
１
５年度 高校入試日程

３
１
（土） 朝霞地区大会（〜６月３日）

推薦入試

７／３
（木） 期末試験（〜５）

約20名

一般入試

７
（月） １年美術特別授業

募集定員

男子

男子

60名

８
（火） スポーツ大会

入学試験

1 月22日
（木）

2月1日
（日）

１
４
（月） 音楽鑑賞会

合格発表

1 月23日
（金）

2月2日
（月）

１
９
（土） １学期終業礼拝、保護者学級会
２
１
（祝） オープンキャンパス

行 事 予 定 〜高校〜
５／９
（金） 創立記念礼拝、生徒総会

オープンキャンパス開催決定 ！
本校では初めてとなるオープンキャンパスを開催いたします。
体験授業やクラブ体験など受験生本人はもちろんのこと、保護者の方

１
２
（月） ２年校外研修旅行（〜１６）

も楽しめる１日になります。本校の雰囲気を感じていただける日になり

１
５
（木） １年遠足

ますので、是非お越しください。

１
７
（土） ２年自宅学習

体験授業・クラブ体験など一部のプログラムは事前申込制になります。

２
６
（月） 中間試験（〜２
７）

詳細は本校ホームページをご確認ください。

６／１
４
（土） ２年学部学科説明会（池袋）
２
１
（土） ２年学部学科説明会（新座）
７／３
（木） ＧＴＥＣ
４
（金） 期末試験（〜９）
１
９
（土） １学期終業式
２
１
（祝） オープンキャンパス

〈開催日〉

7/21（祝）
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