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新 し い 教 育 施 設 4 月 完 成 へ
２０１
０年４月、本校キャンパスに新たな施設が加わります。これまで、野球場のレフト後方にあった第１体育館と剣道場が、
立教大学教室棟建設のために取り壊され、プレイグラウンド横に、総床面積１,５０９.４１０㎡の剣道場、体操場をメインとした新
しい体育館として生まれ変わります。この他、多目的グラウンド、多目的コートや、東寮跡地周辺の緑地化など、生徒の教育・
研究活動や課外活動を支援する施設が整備されます。

新しく建設される体育館には、試合場２面分の剣
道場（３７４.２２㎡）と、さまざまな競技種目に対応で
きる体操場（６０９.３９㎡）が完備されます。剣道場では、
中学校必修科目「武道」と高校３年生の体育種目選
択。体操場では高校２・３年生の体育種目選択の授
業が行われるほか、剣道部と体操部の練習場所とし
て使用されます。また、中央の教室部分（２０４.８９㎡）
には卓球台が最大７台設置することができ、中高卓
球部の練習場としても利用可能。
また、１階と２階には中高クラブの部室が８部屋
用意されるとともに、男女のシャワー室も完備され、
多くのクラブが新しい体育館を利用することになり
ます。
この新しい体育館の名称は、生徒たちから長く親
しまれる施設となることを願い、在校生から名称を
募集しました。４月には新しい体育館で、総合体育
館や各種専用グラウンドと同様、一生懸命汗を流
し、競技に熱中している生徒の姿が見られることで
しょう。
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東寮跡地には緑地地域を設けます
４月に完成する教育施設には、体育館、 それらの木々、花々に集う鳥や昆虫がたく 伐採する花木を最小限にとどめ、移植で
多目的グラウンド、コートのほかに、緑地地 さんいます。それらは、私たちの目や耳を きるものは緑地地域に移しました。また、
域があります。これは、本紙前号でお伝え 楽しませるだけではなく、生徒たちにと 自然林、草地、池と湿地など、自然のさ
した、東寮の跡地をメインに整備されるも って格好の教材にもなっているのです。 まざまな姿を緑地地域に作り、動植物の
のです。
理科では、自然のあり様、動植物すがた 生態を大切にしています。
本校キャンパスには、古くから自生、 形を観察する教材として、また、美術で
理科の教員と施設担当職員が、設計業
もしくは植えられた花木が多くあります。 は写生の題材として。
者と打合せを重ねてきた緑地地域に、多
春には早咲きの川津桜をはじめ数種類の
多目的グラウンド、コートの整備にあ くの鳥や昆虫が集い、私たちを楽しませ
桜や四季折々の花々が、生徒だけでなく、 たっては、この自然の姿をできる限り残 てくれることでしょう。
道行く人の目も楽しませています。また、 すことが最大のコンセプトとなりました。

剣 道 場 、 50 年 の 歴 史 に 感 謝
昨年１
２月１
９日に剣道場の感謝礼拝を行 中に柔道場が移動し、剣道場は今の広さ
いました。昭和３
５年（１
９６０年）に池袋か になりました。中央の柱はそのなごりで
ら新座に移転した際につくられた道場で す。
この道場で、代々の剣道部員がずっと
す。私は３
７年から剣道部員として道場で
練習をしていたわけです。暑かったり寒
稽古をしましたが、その時から既に古び
た建物でした。後で分かったことですが、 かったり、苦しかったり楽しかったり、
この建物は横須賀で兵舎として使われて 嬉しかったり悔しかったり……一人一人
いたものを移築したそうです。道理で古 の部員の様々な思いが剣道場の床板や羽
いわけです。当時は左側が剣道場、右側 目板、柱の一本一本に刻まれているよう
が柔道場とそれぞれ半分の広さで稽古し に思います。
形あるものはいつか形が変わったり、
ていました。その後体育館が建ち、その

第一体育館 外観

剣道場の様子

（）

無くなったりするものです。理屈ではわ
かっていても、ずっとあった建物が無く
なることは、まだ実感が湧いてきません。
先輩諸兄、そして現役部員の思いが詰ま
った剣道場が消えることはとても悲しく
思います。そして多くの剣道部員を育ん
だ道場に感謝の気持ちで一杯です。
この思いは新しい道場に引き継がれ、
そしてまた新たな歴史が刻まれることで
しょう。
教頭 澁谷 壽

剣道場 感謝礼拝の様子
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1/立教新座

（りっきょうにいざぶんのいち）

Vol .３
今回の１／立教新座は、２００９年プ
ロ野球ドラフト会議で、東北楽天ゴー
ルデンイーグルスから１位指名を受けた
本校卒業生で立教大学４年の戸村健次
さんにインタビューをしました。

戸村

健次

っています。当時の大野道夫監督にはよ
く面倒を見てもらいました。今の僕があ
るのも監督の指導あってのことだと思い、
大変感謝しています。

当時から期待されていましたがプレッ
戸村さんがプロ野球選手を目指した シャーは？
のはいつごろからですか？
はい。高校の時からマスコミに何度か
高校生の時は考えていなかったんで 取り上げていただいたことはあったので
す。まずは大学で実力をつけたい、六 すが、高校時代は正直、結果を出せずに
大学リーグで投げてみたいと思ってい 終わってしまいました。それで、大学に
たんです。大学を出てからも社会人野 入った頃は自分の野球にそれほど自信を
球は続けていきたいとは思っていたの 持っていなかったんです。ですが、入学
ですが、小さい頃からプロになること 当初から予想以上に周囲の期待が大きく
は漠然とした夢でした。現実的には大 てびっくりし、そのことがプレッシャー
学３年生の秋のシーズンが終わってか になっていた部分もあります。期待はさ
らくらいですかね。自分で思うような れるが、なかなか結果が出せず、悩み、
ピッチングができるようになってきて、 苦しんだ時期が大学に入ってから長く続
自信もついてきた頃からです。
きました。
立教新座高等学校時代の野球部での
思い出などありますか？
僕が本格的にピッチャーを始めたの
が高校からなので、ピッチャーとして
の基礎や土台は高校の時に培ったと思

その時期をどう乗り越えたのですか？
そうですねえ、僕はどんなに苦しい状
況でも野球が楽しくて、好きだという気
持ちが消えなかったんです。動けなくな
るまでやりたいと思っていたくらい好き
なんです。今がダメでもこの先にチャン
スがあるなら、諦めないで頑張ろうとい
う気持ちでいました。
そこまで打ち込めることがあって、夢
も叶えられたなんてとても幸せなことで
すね。
はい。本当にそう思います。

プロになるにあたっての抱負などあ
りますか？
これからは、まず登板させてもらえ
るということが大事だと思っています。
まずは一軍でしっかり投げることので
きる選手になることが目標です。
では最後に後輩たちに何かアドバイ
スをお願いします。
まだ自分自身がスタート地点に立っ
ただけなので・・・（照）
僕自身のことで言えば、僕はどんな
時も自分の気持ちを大切にしていまま
でやってきました。やるのは自分。苦
しいことを乗り越えるのも自分です。
周囲はもちろん大切にしなくてはいけ
ませんが、最終的に一番大切なのは自
分の気持ちだと思います。
この日、久しぶりに母校に帰ってき
た戸村選手は、中・高野球部の後輩た
ちの前で話をし、部員たちと記念写真
を撮ってくれました。後輩たちの眩し
そうに彼を見つめる眼差しに照れくさ
そうにしている姿が印象的でした。
これからどんな選手として活躍してく
れるのでしょうか。早く球場やテレビ
で、戸村選手の勇姿を見たいものです。
応援しています。

芸 術 鑑 賞 会 に 行 っ て き ま し た。
１年Ｃ組 根岸 舜介
芸術鑑賞会の内容が落語（寄席）と分かった時は、正直難しそうだなあと思っていまし
１・２年生の芸術鑑賞会が、
た。でも、実際に落語、紙切り、太神楽を見て、想像していたよりもおもしろく、すごい
成増地域センター アクト
ものだと感じました。落語では笑点でオレンジ色の着物を着て出演している林家たい平さ
ホールで行われました。今
んがお話をしてくれました。落語のツボが分からないかと思って少し心配していましたが、
年の演目は、落語、紙切り、 とても分かりやすくておもしろい落語でした。一人の平凡な男性と、ものすごく美人な人
との結婚話に賛成しない男性の友人たちで、この結婚話をなかったことにしようとしてい
太神楽です。中学生にとっ
く話で、十人くらいの登場人物をたった一人で表現しているとは思えませんでした。
ては普段あまり馴染みのな
紙切りでは、話しながら軽快に切っていき、とても似ていて驚きました。またその場で
い演目ですが、だからこそ
言われたリクエストにも動揺することなくすぐに切ってしまい、とても驚きました。
なのか、皆食い入るように
太神楽は、そんなこと普通はできないだろうと思うような芸をやっていて、とても練習
真剣に鑑賞していました。
しているんだなというのがものすごく伝わってきました、傘回しや皿回しなど、棒に色々
教室では学ぶことができな
なものを乗せて回していました。中には、瀬戸物や包丁を使った芸もあり、落としたらケ
い、生の芸術を肌に感じる
ガをしてしまうんじゃないかとヒヤヒヤしました。
有意義な一日となりました。
今度はもっと大きな落語（寄席）に行ってみたいです！
昨年の１２月１６日、中学

（）
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チャペルだより
人を大切にするとは
先日、自己所有のパソコンが突然起
動しなくなった。いろいろと対応をと
ってみたがなおすことはできず、メー
カーのサービスステーションに電話を
したところ、あちらに送って調べても
らうことになった。パソコンのデータ
は毎日バックアップを取っているので
困ることはなかったが、いつも便利に
使っているものが手元にないのは、短
期間であっても不自由を感じるものだ。
パソコンは５日後に、修理が完了し
たとのことで送り返されてきた。故障
の原因はメインボードの不良であり、
そっくり交換したとのことであった。
ハードディスクの故障ではなかったた
め入っていたデータはすべて無事で、
今日までまた便利に使うことが出来て
いる。
パソコンに限ったことではなく、電
気製品の修理は最近、総取り替えが多

行 事 予 定 〜中学校〜
１／２５
（月） 中学入試第１回・帰国児童入試
２６
（火）
２８
（木）

中学入試第１回・帰国児童入試合格
発表
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い。今回のパソコン修理で取り替えたメ にとどまらず、集団生活にもあてはめ
インボードには数多くの部品がとりつけ ることができる。人間だから苦手な相
られていたはずだが、すべてが壊れてい 手もいるが、そういう存在を排除して
たわけではないのに、全取り替えの修理 いては、集団生活は成り立たない。ク
であった。あるメーカーのＩＣレコーダー ラスにしても部活動にしても、今のメ
は、電池が老朽化しているだけなのに、 ンバーでしかなしえない、今のメンバー
修理に出すと電池の老朽化を確認後、製 でしか構成できない集団であることを
品ごと取り替えてしまうという。具合が 大事にしながら、私たちは互いに関わ
悪い部分だけを取り替えるのではなく、 り合い、力を合わせて生きていくので
すべて取り替えるわけだ。今の社会にお ある。それぞれの人間が力を合わせる
いて使い捨てに対する批判は根強いが、 ことによって、苦手な部分や弱い部分
一方でそれとは逆行する常識があふれて を克服することが出来る。
いると言える。
学校生活の中で、十分このことを実
しかし人間はそうはいかない。身体の 感してほしいと思う。
チャプレン 鈴木 伸明
中で具合が悪い部分が出てきても、総取
り替えしてしまうことはできない。医学
の進歩によって内臓移植も行われる機会
が増えているが、身体全部を取り替えて
しまうのは不可能だ。普段は身体が具合
悪くならないように気をつけ、もし悪い
部分を抱えてしまったら、病気とうまく
付き合っていかねばならないわけである。
皆さんは若いが、若いからといって油断
は禁物である。
そしてこのことは単に自分自身の身体
昨年１２/１のイルミネーション点灯式の様子

行 事 予 定 〜高校〜

２／２
（火） 高校入試

中学入試第１回・帰国児童入学手続き
（～２／３）

２／３
（水） 中学入試第２回願書窓口出願

３
（水） 高校入試合格発表
８
（月） 入学手続き

４
（木） 中学入試第２回
５
（金） 中学入試第２回合格発表・入学手続き
１
１
（木・祝） 入学予定者・保護者登校日
１２
（金） マラソン大会

世界の舞台へ

１／２７
（水） 立教大学推薦入試合格発表

１
２
（金） マラソン大会
２３
（火） １・２年学年末試験（～２７）
３／６
（土） 入学予定者教科書販売日

１月２１日からシンガポールで開催さ
れる、シンガポール・カデ・ワールドカ
ップ２０１０（第１回ユースオリンピック・
プレ大会）に本校１年フェンシング部の
中島昂也君が、日本代表として派遣され
ることになりました。ＩＯＣが開催する
ユース五輪のプレ大会という名誉ある試
合への参加です。
自分の力を信じて、是非頑張ってきて
ください！

２０
（土） 入学予定者心電図検査
１３
（土） 卒業式
２５
（木） ３年期末試験（～２７）
３／４
（木） １・２年期末試験（～６）
１５
（月） 卒業式
１９
（金） 終業礼拝

１８
（木） １・２年英語スピーチコンテスト
１９
（金） 終業式
２０
（土） 春季休業（〜４/７）

２０
（土） 春季休業（〜４/７）
４／８
（木） 入学式
９
（金） 始業式

４／８
（木） 入学式
９
（金） 始業式

編集後記
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現在建設中の新体育館。４月の完成がとても楽しみです。今回は
編 集：立教新座中学校・高等学校 教務・入試広報課
イメージ写真でしたが、完成した建物や生徒が利用する様子なども、
発 行：立教新座中学校・高等学校
このキャンパスニュースの中でまたご紹介できることと思います。
〒３５２‐８５２３ 埼玉県新座市北野１‐２‐２５ ０４８‐４７１‐２３２３
（代表）

（）

