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特 集 ― 我が麗しの立教新座 ―
本校は武蔵野の緑輝く美しい大地に、伝統ある校舎が立っています。ガイダンス等で施設の説明を受けた新入生も全てを
知っている在校生も必見の、知られていないキャンパス内の裏話を次ページで紹介致します。今号で本校の魅力をぜひ再確
認してください。

〈立教新座の施設〉
①正門

②プール

③緑地

④野球場

立教の代名詞である赤煉瓦を用
いたデザインの正門。太刀川交
流記念会館横には通用門があり
ます。

公式記録を計ることができる５０
ｍ、９コースのプール。

色々な樹木があり、たくさんの
生物が生息する緑地はキャンパ
ス北側にあります。

両翼９９ｍの広さがある野球場。
三塁側には室内練習場がありま
す。

⑤第一学友会館

⑥生徒ホール

⑦聖パウロ礼拝堂

⑧２号館・３号館

開校当時、本館横にあったもの
を図書館建設の際現在の場所に
移築。部活や委員会の部屋とし
て使用。

座席数約５００、十数種類のメニュ
ーを揃えている生徒食堂。

内部は美しいステンドグラス、祭
壇には大きな十字架がかかり、
隣には３
１ｍのベルタワーがそび
えています。

中学のホームルーム教室が配置
されている２号館。生徒ホール・
特別教室からなる３号館。

⑨セントポールズ・スタジオ

⑩本館

⑪図書館

⑫セントポールズ・ジム

可動式観覧席・舞台設備も充実
している約３００人収容可能のスタ
ジオ。

高校生のホームルーム教室があ
る校舎。

約１５万冊の書籍、ビデオ・DVD・
CDなどの視聴覚資料を所蔵。

体操場と剣道場、多目的ホール
がある新体育館。

⑬体育館

⑭フィールド

⑮サッカー場

⑯テニスコート

１階はサブフロア・柔道場・ト
レーニングルーム。２階のメイ
ンフロアはバスケットコートを
３面とることが可能。

広さ１
６,５
０
０㎡。フィールドは400
ｍ、トラックセパレートは６コ
ース。ホームストレッチは８コ
ースあります。

広さは11,000㎡。体育の授業を
はじめ、サッカー部・アメリカ
ンフットボール部の練習場とし
て使用。

オムニコートが６面あります。
体育の種目選択授業での使用の
他テニス部・ソフトテニス部が
使用。
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それぞれの施設にそれぞれのドラマ・歴史があります。その中のほんの一部をご紹介します。
〈世界に誇れる一流の設備〉
〈野球場のツタ〉

セントポールズ・ジムとは2012年ロンド

平成12年夏の全国高等学校野球選手権大会時に、立教高校

ン五輪、体操競技のオフィシャルサプライヤ

に甲子園球場のツタの一部が贈られました。これを大切に育

ーに決定したジムノバ社の体操器具があるな

て甲子園球場がリニューアルした際、再び甲子園球場へ戻す

ど最新の設備が整っている体操場が有名です

「ツタの里帰り」を行いました。立教のグラウンドで育ったツ

が、剣道場も剣士達のための優れた道場です。
霧島赤松の集成材を樹脂加工しないで使用。

タがあると思うと甲子園の見方が変わりませんか？

裸足に気持ちよく、濡れても滑りにくくなっ
ています。床下には防振ゴムが三段にも重な
っていて膝・かかとに負担がかからないよう
考えて作られたものです。これは警視庁各所
道場と同じ作りになっていて中学校・高校で
使われているのは大変珍しいそうです。

〈県内初のパイプオルガン〉
荘厳な音色を奏で、神聖な気持ちへといざなっ
てくれるチャペルにあるパイプオルガン。これは
ヴァルカー社製のとても貴重なものです。ヴァル
カー社は１９世紀から今世紀初頭にかけてザウア
ー、ラーデガストなどとともにロマン楽器の名門
として知られていました。ウィーンのシュテファ
ン大聖堂などに往時の姿をとどめる素晴らしい名
器を作製しています。
このパイプオルガン、埼玉県で最初に設置され
たパイプオルガンだそうです。

〈由緒ある梅〉
本館前にある中庭に水戸の弘道館からいただいた「裂公梅」「滄瞑
の月」「茶煎梅」という名木があります。弘道館とは水戸藩の藩校と
して天保12年（1841年）8月に創設。武芸一般はもとより医学・
薬学・天文学・蘭学など幅広い学問をとり入れた、いわば総合大学と
いうべきものでした。様々なことを学び、心身を鍛える場所であった
ことは立教新座に通じるものがありますね。その敷地跡が弘道館公園
となり梅樹60品種800本が植えられているそうです。その中の貴重
な梅が中庭にありますのでぜひ探してみて下さいね。

（）
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〈残された並木〉
2・3号館とフィールドの間に桜の木と椎の木の並
木があります。2002年に2・3号館を建設する際、
切られる運命にあった、この並木。
しかし現場を訪れた設計者が、その並木の美しさ
に感動し、ぜひ残したいということになりました。
これによって2・3号館は予定されていた場所から1
ｍずらして建設されたそうです。立教新座は多くの
自然に恵まれたキャンパスです。時には、こんな美
しい並木の下で青春を語り合うのも素敵ですね。

〈寮の後・・・〉
1960年～ 1990年、本校には「東寮」という寮が
ありました。より良い学校を目指し全国から生徒を集め
鍛錬できるよう建設された寮で多くの先輩が互いに切磋
琢磨し、友情を育み、青春を謳歌し巣立っていきました。
東寮を解体する際、この場所に何か残したいと言う卒寮
生の思いで立てられたのが、ここにある「寮碑」です。
そして、その後ろにポッコリ穴が空いています。これは
寮があった時池だったそうです。この池は昭和35年に
寮生の手作りでできたものです。寮跡地を散策しながら、
先輩の息吹にふれてみてはいかがですか？

〈立教の仲良し夫婦〉
緑地には池があり、たくさんの生物がそこに生
息しています。メダカ・カエル・雀・つぐみ・ひ
よどり・せきれい…。そしてカルガモ。ここには
カルガモの夫婦が住んでいます。いつも二匹で行
動を共にしているこの仲良し夫婦は、ここで赤ち
ゃんを産んだこともあります。また可愛い子供逹
に会えるように、皆さん温かく見守ってあげてく
ださいね。

（）
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そ の 日、その夜
３月１
１日は中学１・２年生の特別時間割が午前中
には終わり、午後は部活動の時間帯であった。地震
の後、校庭に校内に残っている生徒を集め、活動の
中止、交通事情等の様子が判るまでは校内待機、待
機場所は生徒ホールとした。その後、交通機関は復
旧の見込みがないことが判明、学内に泊まらせるこ
ととなった。毛布は新座市に依頼、食事は生徒ホー
ル厨房にお願いし、人手不足は生徒・教員ボランティ
アが補った。午後５時夕食前の生徒数は中１・１２４名、
中２
・１
０
５名、中３
・
１
８名、高１
・
２
１名、高２
・
２
０名、高３
・
１名、計２８９名、教職員８７名であった。おにぎりと
みそ汁の夕食後、成増までのバスを出したり、徒歩、
路線バスで帰宅可能な生徒を帰宅させたが、志木駅、
新座駅から学校に戻って来る生徒もいた。宿泊した
生徒数は２３５名。乾パンと水を配布し、９時半頃から
中学生はセントポールズ・ジム、高校生はセントポ
ールズ・スタジオやセントポールズ・ジムに移動、就寝させた。その後も迎えに来る保
護者もあり、教員が交代で対応した。朝食はおにぎりといなり寿司、味噌汁。交通機関
の回復にあわせて帰宅させ、すべての生徒が帰宅したのが１２日１２時７分であった。
今回の経験では、本校生徒が指示に従い、整然と行動してくれたこと等、教職員が自
発的に役割分担し、対応してくれたこと、等、いざという時の立教新座の底力を見たよ
うに思う。ただ、今回は学内に残っていた生徒数も少なく、電気、水道も使用できたの
で食事と寝る場所の確保で対応出来たが、連絡手段、情報確保等では課題も多かった。
今回の経験を活かして様々な条件を想定した対応策の検討が必要であろう。
２０１０年度 教頭 澁谷 壽
2010年度の高等学校卒業式は、3月14日を予定していました。ちょうどその準備をしている時、大きく揺れたのです。卒
業式は延期ではなく、中止が決まりました。
式を予定していた14日の夜、渡辺校長は高校卒業生に向けて、メッセージを書き、15日の朝にホームページに掲載をしました。
インターネット上で話題となり、大きな反響を呼びました。メッセージの全文を以下にご紹介します。

〈校長メッセージ〉卒業式を中止した立教新座高校 3 年生諸君へ。
諸君らの研鑽の結果が、卒業の時を迎 べておきたいと思う。私はこのささやか めなら、このまま社会人になることのほ
えた。その努力に、本校教職員を代表し なメッセージを続けることにした。
うが近道かもしれない。どの社会にあろ
て心より祝意を述べる。
諸君らのほとんどは、大学に進学する。 うとも、よき友人はできる。大学で得る
また、今日までの諸君らを支えてくれ 大学で学ぶとは、又、大学の場にあって、 友人が、すぐれたものであるなどといっ
た多くの人々に、生徒諸君とともに感謝 諸君がその時を得るということはいかな た保証はどこにもない。そんな思い上が
を申し上げる。
ることか。大学に行くことは、他の道を りは捨てるべきだ。
とりわけ、強く、大きく、本校の教育 行くことといかなる相違があるのか。大
楽しむために大学に行くという者がい
を支えてくれた保護者の皆さんに、祝意 学での青春とは、如何なることなのか。 る。エンジョイするために大学に行くと
を申し上げるとともに、心からの御礼を
大学に行くことは学ぶためであるとい 高言する者がいる。これほど鼻持ちなら
申し上げたい。
う。そうか。学ぶことは一生のことであ ない言葉もない。ふざけるな。今この現
未来に向かう晴れやかなこの時に、諸 る。いかなる状況にあっても、学ぶこと 実の前に真摯であれ。
君に向かって小さなメッセージを残して に終わりはない。一生涯辞書を引き続け
君らを待つ大学での時間とは、いかな
おきたい。
ろ。新たなる知識を常に学べ。知ること る時間なのか。学ぶことでも、友人を得
このメッセージに、２週間前、
「時に に終わりはなく、知識に不動なるものは ることでも、楽しむためでもないとした
海を見よ」題し、配布予定の学校便りに ない。
ら、何のために大学に行くのか。
も掲載した。その時私の脳裏に浮かんだ
大学だけが学ぶところではない。日本
誤解を恐れずに、あえて、象徴的に云
海は、真っ青な大海原であった。しかし、 では、大学進学率は極めて高い水準にあ おう。
今、私の目に浮かぶのは、津波になって るかもしれない。しかし、地球全体の視
大学に行くとは、「海を見る自由」を
荒れ狂い、濁流と化し、数多の人命を奪 野で考えるならば、大学に行くものはま 得るためなのではないか。
い、憎んでも憎みきれない憎悪と嫌悪の だ少数である。大学は、学ぶために行く
言葉を変えるならば、「立ち止まる自
海である。これから述べることは、あま と広言することの背後には、学ぶことに 由」を得るためでなないかと思う。現実
りに甘く現実と離れた浪漫的まやかしに 特権意識を持つ者の驕りがあるといって を直視する自由だと言い換えてもいい。
思えるかもしれない。私は躊躇した。し もいい。
中学・高校時代。君らに時間を制御す
かし、私は今繰り広げられる悲惨な現実
多くの友人を得るために、大学に行く る自由はなかった。遅刻・欠席は学校と
を前にして、どうしても以下のことを述 と云う者がいる。そうか。友人を得るた いう名の下で管理された。又、それは保
（）
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護者の下で管理されていた。諸君は管理 ない。
ーランドからも支援が来た。世界の各国
されていたのだ。
海を見つめ。大海に出よ。嵐にたけり から多くの救援が来ている。地球人とは
大学を出て、就職したとしても、その 狂っていても海に出よ。
なにか。地球上に共に生きるということ
構図は変わりない。無断欠席など、会社
真っ正直に生きよ。くそまじめな男に は何か。そのことを考える。
で許されるはずがない。高校時代も、又 なれ。一途な男になれ。貧しさを恐れる
泥の海から、救い出された赤子を抱き、
会社に勤めても時間を管理するのは、自 な。男たちよ。船出の時が来たのだ。思 立ち尽くす母の姿があった。行方不明の
分ではなく他者なのだ。それは、家庭を い出に沈殿するな。未来に向かえ。別れ 母を呼び、泣き叫ぶ少女の姿がテレビに
持っても変わらない。愛する人を持って のカウントダウンが始まった。忘れよう 映る。家族のために生きようとしたと語
も、それは変わらない。愛する人は、愛 としても忘れえぬであろう大震災の時の る父の姿もテレビにあった。今この時こ
している人の時間を管理する。
この卒業の時を忘れるな。
そ親子の絆とは何か。命とは何かを直視
大学という青春の時間は、時間を自分
鎮魂の黒き喪章を胸に、今は真っ白の して問うべきなのだ。
が管理できる煌めきの時なのだ。
帆を上げる時なのだ。愛される存在から
今ここで高校を卒業できることの重み
池袋行きの電車に乗ったとしよう。諸 愛する存在に変われ。愛に受け身はない。 を深く共に考えよう。そして、被災地に
君の脳裏に波の音が聞こえた時、君は途
教職員一同とともに、諸君等のために あって、命そのものに対峙して、生きる
中下車して海に行けるのだ。高校時代、 真理への船出に高らかに銅鑼を鳴らそう。 ことに懸命の力を振り絞る友人たちのた
そんなことは許されていない。働いても 「真理はあなたたちを自由にする」
（ΗΑ めに、声を上げよう。共に共にいまここ
そんなことは出来ない。家庭を持っても ΛΗΘΕΙΑΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ に私たちがいることを。
そんなことは出来ない。
ΥΜΑΣ ヘー アレーテイア エレウ
被災された多くの方々に心からの哀悼
「今日ひとりで海を見てきたよ。
」
テローセイ ヒュマース）・ヨハネによ
の意を表するとともに、この悲しみを胸
そんなことを私は妻や子供の前で言え る福音書８：３
２
に我々は新たなる旅立ちを誓っていきた
ない。大学での友人ならば、黙って頷い
い。
てくれるに違いない。
一言付言する。
巣立ちゆく立教の若き健児よ。日本復
悲惨な現実を前にしても云おう。波の
歴史上かってない惨状が今も日本列島 興の先兵となれ。
音は、さざ波のような調べでないかもし の多くの地域に存在する。あまりに痛ま
本校校舎玄関前に、震災にあった人々
れない。荒れ狂う鉛色の波の音かもしれ しい状況である。祝意を避けるべきでは へのための義捐金の箱を設けた。
（3月31
ない。
ないかという意見もあろう。だが私は、 日10時からに予定されているチャペルで
時に、孤独を直視せよ。海原の前に一 今この時だからこそ、諸君を未来に送り の卒業礼拝でも献金をお願いする）
人立て。自分の夢が何であるか。海に向 出したいとも思う。惨状を目の当たりに
被災者の人々への援助をお願いしたい。
かって問え。青春とは、孤独を直視する して、私は思う。自然とは何か。自然と もとより、ささやかな一助足らんとする
ことなのだ。直視の自由を得ることなの の共存とは何か。文明の進歩とは何か。 ものであるが、悲しみを希望に変える今
だ。大学に行くということの豊潤さを、 原子力発電所の事故には、科学の進歩と 日という日を忘れぬためである。卒業生
自由の時に変えるのだ。自己が管理する は、何かを痛烈に思う。原子力発電所の 一同として、被災地に送らせていただき
時間を、ダイナミックに手中におさめよ。 危険が叫ばれたとき、私がいかなる行動 たい。
流れに任せて、時間の空費にうつつを抜 をしたか、悔恨の思いも浮かぶ。救援隊
かすな。
も続々被災地に行っている。いち早く、
５日。
いかなる困難に出会おうとも、自己を 中国・韓国の隣人がやってきた。アメリ 梅花春雨に涙す２０１１年 弥生１
直視すること以外に道はない。
カ軍は三陸沖に空母を派遣し、ヘリポー
立教新座中学校・高等学校
いかに悲しみの涙の淵に沈もうとも、 トの基地を提供し、ロシアは天然ガスの
校長 渡辺憲司
それを直視することの他に我々にすべは 供給を提示した。窮状を抱えたニュージ

2011年度 入 試 結 果
立教新座中学校
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〈2011年度学校説明会日程〉

立教新座高等学校
一般 第１回
2,150名
2,081名
889名
94名

帰国児童
6名
4名
1名
－

一般 第２回 〈一般入試〉
327名
志願者数
1,092名
256名
受験者数
1,077名
62名
合格者数
555名
46名

補 欠 繰 上 数

94名

－

32名

補欠者数

146名

合 格 最 高 点

261点

99点

212点

補欠繰上数

146名

合 格 最 低 点

176点

99点

174点

補 欠 最 低 点
国語（満点：１００点）
（時間：５０分）
算数（満点：１００点）
（時間：５０分）
各教科
平均点 理科 （満点：５０点）
（時間：３０分）
社会 （満点：５０点）
（時間：３０分）

172点

－

160点

〈推薦入試〉

63.0点

39.0点

51.8点

志願者数

21名

52.3点

30.8点

49.9点

一次合格者数

17名

21.4点

－

24.9点

合格者数

17名

30.2点

－

25.4点

◯中学校
①９月２３日（金・祝日）
１回目 ９：
３０〜１０
：
３０
２回目 １
１
：
３０〜１２
：
３０
②１
１月２０日（日）
１回目 ９：
３０〜１０
：
３０
２回目 １
１
：
３０〜１２
：
３０

◯高等学校
①９月２３日（金・祝日）
１３
：
３０〜１４
：
３０
②１
１月２０日（日）
１３
：
３０〜１４
：
３０
＊自家用車での来校はお断りします。
＊参加申し込みは不要です。時間ま
でに本校にお越し下さい。上履き
は不要です。

※帰国児童入試の最高点・最低点は２教科合計

（）

２０１１年５月９日

チャペルだより
はじめに人ありき
立教新座中高の広大なキャンパスに
は、様々な施設があります。これらす
べてが有効利用されることで、この学
校がこの学校らしく機能していること
は言うまでもありません。昼間の校舎
では、生徒諸君の元気な声が響き渡っ
ています。これは、この学校が活気に
満ちていることの何よりの証拠です。
しかし、日が暮れるにつれその声も静
まり、夜になると校舎内はシーンと静
寂に包まれます。人のいない校舎とい
うのは、何か不気味な不思議な感じで
す。賑やかな昼間の状態を知っている
だけに、閑散とした空間というのは寂

Campus News Rikkyo Niiza
しさすら感じます。
立教の校舎の中には、かなり古くな
ったものもあります。良い意味で、歴
史が刻まれた伝統ある、また価値ある
ものなのでしょうが、しかし、永久に
存続するものではありません。今後
徐々に新しい校舎へと変えられていく
でしょう。そして今よりもっと快適で
使い勝手のよい設備が整うはずです。
ただ、ここで一つ考えてみたいこと
は、学校とは建物ではないということ
です。学校が学校であることの一番の
要素は、人が集まっているということ
です。生徒、勤務員がそこに集っては
じめて学校となるのです。極端なこと
を言えば、貧弱な校舎であっても、そ
こに集う人が活き活きとしていれば、
すばらしい学校なのです。逆に、どれ
程最新の設備のある立派な校舎があっ

ても、人が集わず、活気がなければ学
校とは言えないのです。学校が学校ら
しくあるのはやはり人なのです。
教会というと、多くの人はまず建物
を思い浮かべるでしょう。もちろん建
物を指す名前でもあります。しかし、
教会という言葉の本来の意味するもの
は、人の集まりなのです。人が集い共
に祈りをささげる、これが教会であり、
人の集まりがなければ建物としての礼
拝堂は単なる箱に過ぎません。
はじめに人ありき！これが学校でも
教会でもわたしたちが一番に考えるべ
きことです。建造物が人に勝るようで
あってはならないのです。あくまでも
主体は人なのです。このことを心にと
めて、諸施設を大いに利用しましょう。
チャプレン

西海雅彦

入 学 式

行 事 予 定 〜中学校〜
５／９
（月） 創立記念礼拝、生徒総会
１３
（金） 授業公開（～１４）
１６
（月） ３年校外研修旅行（〜２０）
１
７
（火） ２年校外学習（理社）
１
９
（木） ２年校外学習（理社）
２１
（土） ３年自宅学習
６／１
（水） 中間試験（〜２）
１３
（月） １年理科校外学習
２２
（水） 朝霞地区大会（〜２４）
７／４
（月） 期末試験
（〜６）
７
（木） １年美術特別授業
８
（金） スポーツ大会
１
３
（水） 音楽鑑賞会
２０
（水） １学期終業礼拝、保護者学級会

行 事 予 定 〜高校〜
５／９
（月） 創立記念礼拝、生徒総会
１３
（金） 授業公開（～１４）
１６
（月） ２年校外研修旅行（〜２０）
２１
（土）２年自宅学習
６／１
（水） 中間試験（〜２）
１１
（土） ２年学部学科説明会（池袋）
１８
（土） ２年学部学科説明会（新座）
７／４
（月） 期末試験（〜８）
９
（土） 体育祭・高１、高２年人権学習（〜１２）
２０
（水） １学期終業式

４月８日に中学校と高等学校の入学式が
行われました。
今年は桜の開花が例年に比べて遅く、ち
ょうどこの日に合わせたかのような満開の
日が入学式になりました。今年の新入生は、
中学生２
０
５名、高校生３１９名になります。
新入生は、新たな生活へ期待と不安のた
めか、少し緊張した面持ちで、入学者点呼
に応えました。
早く学校生活に慣れ、いろいろなものに
チャレンジし、活躍してくれることを期待
しています。

編集後記
３月１
１日におきた東日本大震災…。価値観が変わったり生きることや大切なも
のについて見直した方も多かったのではないでしょうか。青春時代に人生につ
いて深く考えられること
は大変に貴重なことだと Campus News Rikkyo Niiza 第５
３号
思います。この自然と歴
編 集：立教新座中学校・高等学校 教務・入試広報課
史あふれる学び舎で友と
発 行：立教新座中学校・高等学校
語り青春を謳歌していた
〒３５２‐８５２３ 埼玉県新座市北野１‐２‐２５

だくことを願っています。

（）

０４８‐４７１‐２３２３
（代表）

