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4号館完成
４号館が完成し、３学期より
利用が始まりました。２０１４年
４月に新校舎ができるまでは高
校教室棟として、新校舎完成後
は新しい学友会館として生まれ
変わる予定になっています。
また、本館校舎・体育館は順
次解体に向けて工事が始まりま
した。
今号では、４号館の紹介と１２
月に行われた「本館校舎・体育
館お別れ会」の様子をお伝えし
ます。
を伝えて己を伝えず」の生き方そのも
のであった。
モーセは目的地に足を踏み入れるこ
とを神から許されなかった。それを自
４号館 定礎
らの不信仰の故と受け止めたモーセは、
不平一つ言わず、「道を伝えて己を伝
この度、待望の４号館が完成し使用
えず」の生き方を継ぐ者としてヨシュ
が開始された。４号館は来春まで高校
アに『強く、また雄々しくあれ』と言
教室棟として、新しい本館が完成した
ったのだった。
後は学友会館として使用される予定と
ヨシュアはこの言葉を忠実に守り、
なっているので、この建物は単なる代
人々は多くの困難を乗り越えてカナン
替校舎ではなく、相当期間、多くの生
徒たちによって使われていくことになろう。 定住を成し遂げ、半遊牧民から農耕民
族へと変化していきながら、部族連合
４号館の定礎として選ばせていただ
いた言葉は、
『強く、
また雄々しくあれ』 国家を作り上げていくことになった。
このように「多くの苦難を乗り越え、
（申命記第３
１章７節）である。これは、
忍耐を経て、強くまた雄々しくあれ」
４０年にわたる出エジプトの終盤、指
との言葉は、立教の建学の精神を支え
導者モーセが自分の命を終えようとす
る重要な聖句であり、その力強さを現
る直前に、後継者ヌンの子ヨシュアへ
わす言葉であると言えよう。
自らの使命を託した言葉である。
４号館でこれから学ぶ生徒たち、そ
聖書の記述によれば、モーセは６
０万
して学友会館として使用していく生徒
人の人々を引き連れてエジプトを脱出
たちに、本当の強さとは何かを考えて
し、４
０年間目的地カナンを目指し旅を
もらいたいと思う。学力が優秀である、
続けた。モーセの生き方は、立教建学
部活が強豪で試合成績が優秀である、
の精神であるウイリアムズ主教の「道

チャペルだより

もちろんこれは素晴らしいことである
が、『強く、また雄々しくあれ』とい
う言葉は単にそれにとどまらず、人の
生き方そのものにかかわるものとして
胸に迫ってくる。まさに私たち一人一
人の生き方が問われているのではない
だろうか。立教建学の精神を改めて学
ぶと共に、雄々しく生きるという、現
代を生きるすべての者への課題を、私
たちもしっかりと受け止めていきたい
ものである。
４号館で過ごすすべての生徒たちの
上に、神の祝福と導きが豊かにありま
すように。
チャプレン 鈴木 伸明
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4 号館紹介
４号館にある教員控
室です。
生徒部としての役割
も備えています。

バリアフリー対
応として、１階
には多目的トイ
レ（通常は女子
トイレとして使
用）とエレベー
ターを設置して
います。

４号館は、将来学友
会館として利用され
る予定です。
教室もいくつかに分
けて部室として利用
をできるような工夫
がされています。

両側に教室があるため、廊下は広く
設計されています。

最大５０名までは収容可能な広さが
あります。
もちろん、冷暖房完備です。

注釈：Ｌ１０３、Ｌ２０３、Ｌ３０３、Ｌ３０７は選択教室。

竣工式
１２月２
２日
（土）
に４号館の竣工祝
福式が執り行われました。あいに
くの雨のため、式の前半はチャペ
ルで礼拝を献げ、その後４号館に
移動し、チャプレンを先頭に各階、
各部屋を回って、香と聖水を用い
て祝福を行いました。
多くの工事関係者と本校教職員
が参加し、４号館の施設利用のス
タートを祝いました。

引っ越し
１月８日（火）に３学期始業式が
行われました。この日から高校１
年生と３年生は４号館、２年生は
本館の一部と図書館教室をホーム
ルーム教室とする学校生活が始ま
りました。４号館を使用する生徒
からは「すごくきれいだな」とい
う声も多く聞こえてきましたが、
自分の教室が何階のどこにあるの
かがわからなかったりして、新し
い環境に少し戸惑う姿も見受けら
れました。
（）
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本館校舎・体育館お別れ会
本校では建設計画がまとまり、２０１４年４月竣工予定で本館校舎・体育館を建て替えることになりました。本館校舎につい
ては１９６０年に建設され約５０年、体育館については１９７４年に建設され約４０年が経過し、その間、多くの卒業生がその歴史を
刻んできた施設ですが、２
０
１
３年１月より順次解体工事が始まっています。
この解体工事の前に、卒業生と在校生がともに本館校舎・体育館との別れを惜しみ、交流を深める機会をもちたいとい
うことで、学友会（本校高等学校の生徒会の呼称）の生徒から、「本館校舎・体育館お別れ会」の企画が提案され、学校協
力のもと実現しました。
会当日の１２月２２日
（土）には、
本館校舎が アー」なども大盛況で、案内・説明をす
出来上がった頃の卒業生から近年卒業した る生徒と卒業生がキャンパスの思い出
卒業生まで、
多くの卒業生が来校されました。 を語りながら歩き進むなど、在校生と卒
懐かしい教職員と再会したり、当日偶 業生の交流も深まりました。参加者一同
然に旧友と再会できたりして、
「久しぶ の記念撮影では、登校していた在校生も
りだな〜」と各所で声が上がり、ＯＢも 混じり、ロータリーが埋まるほどの大人
生徒時代に戻ったように盛り上がりま 数になりましたが、本館校舎を背景に思
した。学友会で企画した「キャンパスツ い出の一枚を撮ることができました。最

後に行われた感謝礼拝では、昨年度まで
本校教諭として勤務され、ご自身も卒業
生である澁谷壽氏より生徒の時の思い
出など貴重なお話を伺うこともできま
した。
一人ひとりの思い出の詰まった本館
校舎・体育館との、心温まるお別れ会を、
賑やかに行うことができました。

当日実施したプログラム
● モザイクアートの作成

参加者（在校生、卒業生）の顔写真を撮影し、
本館校舎をかたどったモザイクアートを作成しました。現在、新校舎建
設中のフェンスに掲示してあります。

● キャンパスツアー

２００２年には中学棟である２・３号館、２０１０年に
はセントポールズ・ジムが完成するなど、変わっていく本校キャンパス
の今を知る見学ツアー。在校生による案内と説明を行いました。

● メッセージルーム

本館校舎・体育館へのメッセージを教室内の壁紙

に書き込みました。
●

学友会展示 本校の刊行物（学校関係、学友会関係）の展示、配布。
学友会活動報告等の展示をしました。

● 記念品販売（ＤＶＤ・学友会作成クリアファイル等）本館校舎・体育館

の写真や会当日の写真などを入れたＤＶＤと学友会にて作成しているクリ
アファイルを販売しました。収益の一部を東日本大震災被災地への献金
とします。
● 一同記念撮影

● 本館校舎・体育館感謝礼拝

学友会 実行委員長 感想
高校学友会では、昨年１２月２１日・２２日の両日「本館さよならイベント」
を行いました。２
１日には在校生のイベント、
２
２日には、
ＯＢの方々を迎え、
「本
館校舎・体育館お別れ会」を、学校と高校中央執行委員会による共同主催
で実施しました。学内に教職員の方々と学友会本部の委員で成る実行委員
会が設置され、ＯＢの方々への呼びかけからキャンパスツアー、一同記念撮
影、本館校舎・体育館感謝礼拝等、多くの企画が話し合われました。慣れ
親しんだ本館校舎を取り壊すということで、何か記念になるようなイベン
トをしたいと思ったのがきっかけで、昨年の夏頃から高校中央執行委員会
で企画を考案し始めました。本館を使って映画を撮ろうという壮大な案も
ありましたが、最終的には本館内の至るところを３
６
０°
撮影すること、在校生・
ＯＢの姿が写った写真で本館校舎のモザイクアートを作ること、ＯＢの方々
を本館に迎え入れてキャンパスツアーを行うことなどを提案しました。２２
日には３年７組の教室後部の壁一面に壁紙を貼って頂き、メッセージルー
ムを設けたのですが、イベント終了後に見渡してみると、この本館校舎の
長い歴史や、やはり多くの卒業生・教職員の方々があっての自分達だなと
いうことを感じることができました。このイベントを共に考え、進めてき
た実行委員会の方々、中央執行委員会のメンバー、そして全ての在校生、ＯＢ・
教職員の方々に感謝したいと思います。
３年６組 柴山 秀太
（）

モザイクアート
１つ１つの写真がパーツとなり、本館校舎を
かたどっています。
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キャンパストピックス
〝高円宮杯全日本中学校英語弁論大会出場〟
僕は去年の秋、高円宮杯全日本中学校
英語弁論大会に出場しました。新座市大
会→朝霞地区大会→埼玉県大会→全国大
会という５ヶ月以上の長い長い道のりで
はありましたが、そこから学んだことは
数え切れないほど多いです。英語に対す
る思いがガラッと変わったように思いま
す。新座市大会の頃の意気込みと、県大
会決勝や全国大会予選の時の意気込みは
全く変わりました。大会一つでここまで
自分が成長出来たと思えたのは今回が初
めてのことでした。全国大会予選では悔

しいことに勝ち抜くことは出来ませんで
したが、ここまで来ることが出来たのも
先生方の協力のおかげです。とても感謝
しています。また、この大会を通じて僕
が一番強く感じた事は何事も“Try to
win”
（勝とうとする）のではなく、
“Try
to ENJOY”
（楽しもう）ということだ
と思っています。皆さんにもそういうふ
うに考えて何事にも取り組んでほしいと
思います。最後に、一言皆に、ありがと
うございました。Thank you!
３年Ｂ組 田中 来武

〝全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会出場〟
僕はこの度、関東地区小倉百人一首か 自分の全く知らない世界で一からやり直
るた大会に埼玉県代表として出場しまし したいと思い、かるたを始めました。か
た。この大会は１都６県の代表各８名が るたは５０枚の札を取り合う競技ですが、
チームを編成して戦う団体戦です。この かるたにとって一番大事なのは集中力で
大会では準決勝で負けてしまいましたが、 す。少しでも気を抜くとミスをしてしま
３位決定戦で勝つことができ、皆が目標 い、勝つことが難しくなってしまいます。
としていた３位にもなることができました。 負けた時は自分の存在を否定されたかの
この大会は競技かるたというスポーツ ように悔しいですが、勝った時は叫びだ
の大会ですが、多くの人にとって馴染み したい程嬉しく、かるたを今までやってき
がないものだと思うので、競技かるたに てよかったという気持ちにさせてくれます。
ついて説明したいと思います。僕が元々
僕はそんなかるたをもっともっと好き
かるたを始めたのは中学3年生の終わり になり、もっと上手くなりたいと思います。
頃、当時部活に行き詰まっていた僕は、
２年２組 高橋 東亜

イルミネーション点灯式
クリスマス実行委員会活動を終えて
１２月１０日に、イルミネーション点灯式が行われ、立教新座中高主催のクリスマス
イベントを無事に終えることができました！皆さん、いかがでしたか？
第６２回Ｓ.Ｐ.Ｆ.を終えてから活動を開始したクリスマス実行委員会でしたが、Ｓ.Ｐ.Ｆ.の
テーマ「Ｒｅ:ｍａｋｅ」
、こちらの方も改革しないとなぁと焦っていました。有志委員
も募集をかけましたところ、百人を超える大変な人気で、セントポールズ・スタジ
オにて会議を行なったのですが、圧倒されました。自分がこんな人数をまとめるこ
とができるだろうかと、不安が募るばかりでした。でも私自身の仕事は点灯式の司
会だけで、中執のみなさんにも頼ってもらえず、悔しくて雑用でもなんでもやって
やろうと点灯式に臨みました。
まず例年と違う点は、全学年試験後という日程で、多くの生徒の皆さんに参加し
てもらえると見込み、さらに「沢山の人に来てもらいたい！」と思い、ポストカー
ドを配布する提案をしました。とても寒い中、志木、朝霞台、新座の各駅で配布を
行い、１,４
０
０枚ものポストカードを配布することができました！そして新企画のチ
ャペルでのライブ。チャプレン方と交渉し、なんとかチャペルでのライブの時間を
調整して頂き、実現することができました。各団体共に素晴らしい演奏でした。
チャペルでのライブ、そして礼拝を終えると、ロータリーに埋めつくされたキャ
ンドルが私を迎えてくれました。クワイヤーと「きよしこの夜」を歌い、ついにカ
ウントダウン。最高の景色でした。皆さん、ありがとうございました。
クリスマス実行委員会委員長 ３年３組 浅野 力

行 事 予 定 〜中学校〜
１／２５
（金） 中学校入試第１回・帰国児童入試
２６
（土）
２８
（月）

中学校入試第１回・帰国児童入試
合格発表
中学校入試第１回・帰国児童入試
入学手続（～２／２）

２／２
（土） 中学校入試第２回窓口出願
３
（日） 中学校入試第２回
４
（月） 中学校入試第２回合格発表・入学手続
８
（金） マラソン大会
１
１
（月・祝） 中学校入学予定者・保護者登校日
１
６
（土） 中学校入学予定者心電図聴力検査
２６
（火） 中学３年期末試験（～２８日）
３／４
（月） 中学１・２年期末試験（～６日）
１
５
（金） 卒業式
１
９
（火） 終業礼拝
２０
（水） 春季休業（～４／７）
４／８
（月） 入学式
９
（火） 始業式

行 事 予 定 〜高校〜
１／２８
（月）

高校推薦入試・地域指定校制推薦入試
入学手続

２／１
（金） 高校一般入試
２
（土） 高校一般入試合格発表
７
（木） 高校一般入試入学手続
８
（金） マラソン大会
２３
（土） 高校１・２年学年末試験（～２８日）
３／９
（土） 高校入学予定者教科書販売日
１
４
（木） 卒業式
１
８
（月） 高校１・２年英語スピーチコンテスト
１
９
（火） 終業式
２０
（水） 春季休業（～４／７）
４／８
（月） 入学式
９
（火） 始業式
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