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特集 立教新座の「生徒ホール」／カフェテリア
広さ５９７㎡、４５５席ものゆったりとした空間。清潔感あふれる窓ガラスの向こうには広大なグラウンドと木々が見えます。
テ−ブル席だけでなく窓に面したカウンタ−席もあり景色を見ながら食事ができます。価格はリ−ズナブルで、メニュ−はと
ても豊富。そんな立教新座の生徒ホール（生徒食堂）をご紹介します。

生徒ホールを利用している
中学生に直撃インタビュー

●立教新座の生徒ホールの特徴は、どういうと

●今後、メニューとして取り入れてもらいた

ころですか？

いものは何かありますか？

・光がよく入り明るくて快適。

・焼きおにぎり。

・全面がガラスばり。

・唐揚げ単品。

・いつも賑やかな雰囲気。

・ラ−メン餃子セットを取り入れてほしい。

・唐揚げがこってり感があっておいしい。

・席がいっぱいある。

・フライドポテト。

・とてもおいしい。ちょうどよい味付けで

・テーブルの配置がきれい。白いテーブルで

・現在もメニューが豊富なので、満足して

●生徒ホールの料理についてどう思います
か？

生徒向けに作ってくれている。
・おろしポン酢の唐揚げは、脂っこさがな
くさっぱりしていて大好き。
・焼きたてのパンがおいしい。特に、シュ
ガートーストとメロンパンは最高。シュ

清潔感がある。
・食堂で買ったお弁当の空き容器を持って行
くと、１０円もらえるので、ちょっと得した
気分。
・朝のＳＨＲ（ショートホームルーム）前に

ガートーストは、すごく人気があり２時

も、焼きたてパンが買える。

間目の休み時間に買いに行っても、売り

・売店があり文具類は２割引き。

切れの時がある。

・食堂のスタッフが笑顔で対応してくれる。

・冷やし中華がおいしい。特にピリ辛。

・週ごとに新メニューができる。

います。
・寿司定食。
・デザートをつけてほしい。
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メニューは、バリエーション豊富！ しかも週替り！ ● ● ●

学校での昼食は楽しみの１つ。１週間ごとにメニュ−が変わる本校の生徒ホ−ル。生徒にとっては、「今週のメニュ−は何かな？」と献立を
見るのも楽しみ。バリエ−ション豊富で、しかも、育ち盛りの生徒達の胃袋をささえ満たしてくれる、そんなメニュ−の一例と生徒人気メニ
ュ−ベスト３をご紹介します。又、メニュ−作りに一生懸命取り組んでくださっている、生徒食堂 加山智晃チ−フにもお話をうかがいました。

Weekly MENU
Lunch menu

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

日替わりランチ

富士宮焼きそば

ブリ照り焼き

辛口麻婆丼

和風きのこスパ

カキフライ丼

ちらし寿司

370円・420円

チキン竜田丼
ささみチーズかつ

Ａランチ
380円

Ｂランチ

チキンステーキ

480円

Ｃランチ

麺Ａ

粒マスタード風味

焼肉コチュジャン丼

焼き鳥丼

カルビクッパ

カレーライス 300円
コロッケカレー 360円

ミニカレー 210円
チキンカツカレー 420円

420円

カレーコーナー

カニと野菜のあんかけ丼
カニと野菜のあんかけ焼きそば

270円

とんこつラーメン

たぬきそば・うどん

380円

冷やし中華

冷やしたぬきとろろ
冷やしきつね温玉
冷やし中華ゴマ風味
うどん・そば
うどん・そば

麺Ｂ

甘酢

週替わりサラダ

塩ラーメン

きつねそば・うどん

しょうゆラーメン
冷やし中華

坦々風

山菜うどん・そば
冷やし唐揚げ
うどん・そば

マカロニサラダ

120円

生徒人気メニューベスト3
―第1位―

―第2位―

―第3位―

焼き鳥丼／420円

カルビクッパ／420円

チキンステーキ粒マスタード風味／480円

生徒食堂チーフ

加山智晃さんに聞きました

り人気がなく、丼メニューですと人気が
焼きたてパンが大人気
あります。理由としては、ボリューム感
手作りパンを始めた頃は６種類のパ
現在、私達スタッフが顔を合わせて があり短い休み時間に早く食べられるか
ンを焼くのにも大変苦労しましたが、
１年が経とうとしています。私が生徒 らだと思います。したがって６割位は丼
今ではスタッフの協力によりスムーズ
食堂に来てまず驚いた事は、生徒の食 メニューになってしまいます。
欲です。９：３０からの休み時間にお弁
また皆様に喜んでいただけるように、 に焼きたてパンを提供する事が出来て
当を食べ、１２：３５からの昼休みには生 毎月イベントメニューを考えています。 います。
今まで１
５種類以上のパンを焼いてき
徒ホールで食べ、やっぱり育ち盛りの 例えば季節に合った料理や赤字覚悟の料
ましたが、その中で不動の一番人気は
子供達だと思いました。その為私達ス 理などを考え生徒食堂を利用していただ
やはりシュガートーストです。中はモ
タッフは心を込めてメニューを考えて けるように考えております。
ッチリ外はサクサクで甘さが丁度良い
います。例えば食堂スタッフには、育
中学生、高校生、教職員と幅広い客層 食べ応えのあるパンです。生徒達が我
ち盛りの子供たちを持つ親が多いので、 のためメニュー構成には頭を抱えますが、 先にと買いに来るほど必ず毎日一番最
子供たちは何を喜ぶのか聞いて参考に 皆様の楽しそうな食事風景を見ているだ 初に売り切れてしまいます。焼いてい
したりもします。その話の中では、肉 けで、また工夫をこらし喜んでいただけ る私達でもオーブンから出す時甘い香
料理でボリュームがなければならない るメニューを考える事ができます。
りに誘われて食べたくなるほど美味し
という意見がやはり多かったです。そ
より一層皆様に喜んでいただける食堂 いパンです。
購入するには朝一番に来る事をお勧
の意見を取り入れ肉料理を提供します になるようスタッフ一同、がんばってい
めします。
が、お皿に盛り付けるメニューはあま きたいと思います。

メニュー選定について

（）
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売店紹介コーナー
休み時間や昼休みになると、食
堂に負けないくらいの混雑ぶりを
みせる売店ではパンやおにぎりな
どの軽食や、飲み物、文房具等を
売っています。
この売店で、生徒だけではなく
保護者や来校者にも大人気なのが
「立教グッズ」です。立教グッズ
とは、立教のロゴやマークが入っ
たオフィシャルグッズで、筆記用

具からタオルやバッグに至るま
で様々なものがあります。売店
の方にうかがうと、人気商品は
やはりノートやペンといった文
房具。校内でも使っている生徒
をたくさん見かけます。ブック
カバーや携帯ストラップなどは
保護者の方に大変人気があると
いうことでした。中には、こん
なものまで！？というような物も
あります。是非チェックしてみ
てください！

２００９年１
０月２
２日
（写真左）左から
・ゴルフマーカー（1,050円）
・グリーティングカード
（400円）
・ケシポン（個人情報保護スタンプ）
（400円）

（写真右）左から
・ノート（260円）
・シャーペン＆ボールペンセット
（180円）
・ノート（100円）
・クリアファイル（70円）

〈生徒食堂平面図〉広さ：597㎡

保護者の声
―生徒食堂について、
どう思われますか？―
・メニュ－が豊富でとてもおいしい。
・食べた後に、生徒がテ－ブルをふけ
るように、テ－ブルの上にふきんが
あったほうが良い。
・見晴らしがよく、ガラス張りなので
開放的で、景観が良い中で食事がで
きて良い。
・クラブの保護者会、又は、クラス保
護者会後など、昼食以外でも利用で
きるのでとても良い。
・クラブの朝練があり、お弁当を作る
のが大変なので、生徒食堂があるの
は親としてありがたい。
・子供は、麺類が好きなので、月・
水・金曜日のラ－メンメニュ－を楽
しみにしている。
・焼きたてのパンがおいしい。

席数：455席

売店エリア

いかがだったでしょうか。今回の生徒ホ−ル特集。取材をとおして、利用者に喜んでもらえるような、
よりよい生徒ホ−ルにするため、食堂や売店の方々の様々な工夫や想いがあることがあらためてわかり
ました。生徒ホ−ルでの時間を皆が快適に楽しくすごせるように、私達も利用したいものですね。

キャンパストピックス
中学運動会

が見られました。
また、今年初めて実施された「ムカデ
競争」では、両足を繋いだ５人一組が
「イチニ！イチニ！」という掛け声に
合わせて１００ｍを駆け抜けました。息
の合った素晴らしいチームワークで進
む組や、なかなか息が合わずに少し進
んでは止まる組もあり、応援に駆けつ
けた大勢の保護者の方々からも大きな
歓声があがりました。
今年も見所の多い運動会でした。

９月１９日
（土）
に、中学校運動会が
開催されました。
３学年を通してのクラス対抗で点
数を競い合うため、当日は、クラス
毎に色分けされた運動会用のＴシャ
ツがユニフォームになります。生徒
は、それぞれの種目を一生懸命に競
技し、また、学年は違えども同じ色
のＴシャツを着て競技している先
輩・後輩を一生懸命応援しました。
１年生の大縄跳び、２年生の綱取
り、３年生の騎馬戦は、各学年での
競技になります。各クラスが団結し
て作戦を練り、競技に挑みました。
クラス対抗リレーや障害物競走では、
３学年が競技に参加するため、学年
を超えて自分のクラスを応援する姿

（）

（2009年度運動会プログラム）
１．開会式
２．クラス対抗リレー予選
３．１
００ｍ走
４．大縄跳び（１年生）
５．綱取り（２年生）
６．騎馬戦（３年生）
７．ムカデ競争
８．障害物走
９．長距離走
１
０．ピンポン運び競争
（保護者参加競技）
１
１．クラブ対抗リレー
Ⅰ部：クラブ紹介走
Ⅱ部：タイムトライアル
１
２．綱引き
１
３．スウェーデン・リレー
１
４．クラス対抗リレー決勝
１
５．閉会式
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〃ミニ特集として、夏から秋にかけてのクラブを取り上げました
〃
高校アメリカンフットボール部関東大会準優勝

高校ソフトテニス部

― 26年振りの決勝進出！
！―

県大会出場

― １つ１つの積み重ね ―

今年の６月２１日、駒沢第二球技場にて、自分たちにとって

ソフトテニス部って、あんまり知らない、ちゃんと活動し

忘れられない試合がありました。その試合とは、２６年振りと

ているの？と思う人もいるかもしれません。そんな僕たちが

なる関東大会決勝戦、日本大学第三高等学校との試合です。

ついに県大会出場という結果を出すことが出来ました。
  今まで届きそうで届かなかった県大会へ出場することができ

試合内容は、第２クォーターで６点を先制したものの、前半
では６－７とリードされてしまい、結果としては１２－２８で負

たのも、部員のみんなが真面目に、そして、一生懸命に練習

けてしまいました。勝てない試合ではなかっただけに非常に

に取り組んできた結果だと思います。

悔しい思いをし、秋季こそは、という思いが強くなりました。
関東大会決勝戦までには、地区大会での試合を含め計５試

まず第一に、長い間行われていなかった朝練を始めました。
部員の多くは、学校から離れたところに住んでいるので、み
んな早く起きて参加しています。八～九割の人が来ているの

合を戦いました。特に関東大会に入ってからは、２回戦では
佼成学園高等学校を相手に１４－７、準決勝では駒場学園高等
学校を相手に１６－１０と切迫した試合が続きましたが、何とか
勝利を収めてきました。

で、みんなの真剣さが感じられます。
また、放課後に練習のある日は、部活のできる時間ギリギ
リまで練習を行い、少しでも多く練習が出来るよう頑張って

常に苦しかったのですが、それ以上に楽しいことが多く、今

こうして今までの試合を振り返ってみると、どの試合も非

います。
     このようにして、地道にコツコツと練習をしてきたおかげ

でも鮮明に覚えていることばかりです。自分たちにとって、

で県大会に出られたのだ

この春季シーズンはとても良い経験となりました。

と思います。まだ、県大

春季関東大会での思いや反省な

会出場というスタ−トラ

どを胸に抱きながら、秋季関東大
会での優勝、そしてクリスマスボ

インに立ったばかりです
が、この先どんどん良い

ウルで勝つことを目標とし、頑張

成績を残せるよう、これ

っていきたいと思います。

からも頑張ります。

２年８組

呉

龍之介

２年４組

竹島

諒

高校山岳部副顧問1年目

中学サッカー部埼玉県私学大会優勝

― 槍ヶ岳に挑む ―

― 死闘制す ―

だいております。山岳部は現在１年生４名が在籍しており、

今年度の４月から､ 高校山岳部の副顧問を務めさせていた

僕たちサッカ−部は、埼玉県私立中学校サッカ−大会で優
勝しました。 これは、先生方やコ−チの温かく熱い指導はも

顧問の大城先生のもと、副顧問・部員と、総勢６名で登山を

ちろんのこと、保護者の方の熱い声援のおかげでもありました。

行っています。山行は原則としてテント泊まりで行われ、生
徒たちは装備や食糧で重さ十数kgにもなるキスリング（帆布

僕たちは、日頃から厳しい練習に積極的に取り組み、着実
に力をつけてきました。 しかし学校総体朝霞地区大会では、

製ザック）を背負って山に挑みます。

優勝できず涙をのみました。そして、いよいよ僕たち３年生

今年の夏合宿は７月２８日から８月４日まで、北アルプスの

にとって最後になる私学大会がやってきました。その大会で

槍ヶ岳から薬師岳までの縦走にトライしました。合宿前半は

は、序盤から苦しい試合を強いられました。準決勝は、激し

連日雨中の行動となり、状況としては大変過酷なものでした

い雨の中での試合で心身共にとても苦しいものでした。決勝

が、その中でも弱音を吐かずに歩き通す生徒たちの姿を見て、

戦の相手は、県大会にも出場した強豪チ−ムでした。試合は、

とても頼もしく感じていました。晴天に恵まれた日の朝、生

開始１０分間で３点を取りましたが、その後１点を取り返され

徒たちが山々の景色を心から楽しんでいる様子や、日々手際

ました。これ以上の失点はしないと皆で話し、もっと得点し

よくこなせるようになっていく夕食準備の様子など、生徒た

ようとがんばりましたが、試合はそのまま終了しました。そ

ちが喜ぶ姿と成長していく姿とを目の当たりにできることが、

して優勝し、首都圏チ

引率者として何より嬉しかったです。

ャンピオンシップ出場

今後の活動を通じて、山岳

の切符を手にしました。

部に集う生徒たちの絆が一層

その大会も優勝できる

深まること、一人一人が自分

よう頑張りますので、

なりの山の楽しみを発見しな

応援よろしくお願いし

がら、心身共にさらに成長し

ます。

ていくことに期待しています。

３年Ｄ組

社会科教諭

石和田

京子

（）

山崎

明彦
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（りっきょうにいざぶんのいち）

Vol .２

ロシア

高校３年

高野

陽年

サンクトペテルブルグのバレエ学校へ

今回、このコーナーでご紹介する生
徒は、１０月の終わりから３月まで、
ロシアのサンクトペテルブルクにある
「ワガノワバレエアカデミー」で、同
校公演の主役候補としてレッスンに励
むことになった、高校３年生の高野陽
年（たかの ようねん）君です。
－どういう経緯でロシアでのレッスン
が受けられることに？
「去年の８月に、奈良で行われた
『第４回バレエコンペティションｉ
ｎ
奈良』で、第３位と特別賞になりま
した。特別賞になると、ロシアのワ
ガノワバレエアカデミーでの研修が
許可されるので、９月から１０月に
かけてと、今年の３月にロシアでバ
レエを学んできました。その時に、
師事していた先生から本格的な留学
を勧められました。」
－高野君がバレエを始めたきっかけ
は？
「小学校１年生の時、テレビで熊川
哲也さんのバレエを見て、衝撃を受
けました。それからバレエを始めた
のですが、もともと体を動かすのが
好きだったこともあり、高くジャン
プすること、音楽に合わせ体を動か
すバレエの魅力にはまった感じで
す。」
－小学生の時はどんな生活を？
「週に４日から５日バレエのレッス
ンでした。その頃住んでいた千葉県
の市川市から、１時間半かけて横浜
のバレエ教室に通っていました。」

－高野君は中学校から本校に入学してい
ますよね？ 受験勉強との両立は大
変ではなかったですか？
「塾に通ったのは小学校６年生からで
す。１年間は、バレエのレッスンを減
らして、受験勉強中心でした。毎日、
塾から帰宅して１２時過ぎまで、ある
ときは気付くと２時すぎまで勉強して
いたときもあります。」
－がんばりましたね。本校受験の動機
は？
「バレエを続けたかったので、大学受
験がない付属校であることと、自分の
好きなことに打ち込めそうな雰囲気が
あったので志望しました。
今は、学校が終わってから週５日か
ら６日、新松戸の教室と、表参道の教
室にレッスンに通っています。電車で
移動しているときや、レッスンが始ま
るまでの間に、宿題や卒業研究論文の
課題をこなしています。１
１時頃大宮の
自宅に戻る毎日です。」
－まさにバレエ中心の生活ですね。勉強
との両立は大丈夫？
「正直大変でしたけど、試験前はレッ
スンを減らして、試験のための勉強中
心の生活に切り替えています。」
－自由選択科目で「ロシア語」を選択し
ていますよね？
「いずれはロシア留学を考えていまし
たから、ちょうどいいなあと。以前の
留学でも、現地でロシア語は習いまし
たが、簡単な日常会話とレッスンに必
要な言葉だけでした。「ロシア語」の

授業は、受講者が僕一人だったので、
僕のレベルに合わせて進めてくれま
す。今では、普通の会話には困らな
いくらいにはなっています。語学の
他に、オペラ、映画、音楽などのビ
デオを観ながら、ロシアの芸術作品
について教えてくれました。」
－充実した学校生活のようですね。
「立教新座は、やるべきことをしっ
かりやっていれば、あれこれ束縛さ
れない学校です。僕の周りにも、ピ
アノやエレクトーンを続けていて、
いずれは海外で活躍したいと思って
いる友人がいたり、いろんなことに
熱中している生徒がたくさんいます。
そんな環境なので、僕もバレエに打
ち込めたと思います。とにかく、や
りたいことが出来るところがこの学
校の魅力です。」
－最後に高野君の夢を聞かせてくださ
い。
「やっぱりバレエを続けていきたい。
オーディションにもどんどん挑戦し
て、海外のバレエ団で活躍できるよ
うになるのが夢です。」
－がんばってください。

キャンパストピックス
寄宿寮閉寮記念式

   寄宿寮閉寮記念式典当日は、約２５０名
の寄宿寮ＯＢが集まり、昔の思い出を語
９月１２日
（土）
立教高等学校寄宿寮の り合いながら、懐かしい寮（東寮）内を
閉寮記念式が行われました。
見学して回りました。２階建ての寮は、
寄宿寮は、１９６０年、立教高等学校の新 ２人部屋が全２６室あり、その他教師室、
座市移転に伴い、緑豊かな校地北側の 自習室、談話室、洗濯室など、ほとんど
一角に木造２階建てで建設されました。 当時の姿のまま。当時の高校生の生活が
それから、約３０年にわたり、多くの 目に浮かびます。見学の際、バックグラ
生徒が寮生活をしながら本校（当時は、 ウンドミュ−ジュックに「太陽がくれた
立教高等学校）に通い、１
９９０年１月３
１ 季節」などが流れていて、懐かしさをよ
日に最後の卒寮生３名を送りだしまし り一層ひき立てていました。ＯＢの方々
た。
にとっては、どの部屋にも数多くの思い
   その後は休寮し部活動の合宿等で利 出があるらしく「ここで先生に正座させ
用されてきましたが、長年の歳月と共 られたなぁ・
・
・」などと、高校生時代に
に建物の老朽化が進み、残念ながら、 タイムスリップしていました。
この度閉寮することが決定されました。    その後、チャペルにて厳かに閉寮式が

（）

行われました。記念写真の撮影後、食
堂で懇親会も行われ寮友同士肩を組み、
ギタ−演奏に合わせて寮歌を歌う姿が
とても印象的でした。   寮が取り壊さ
れこのキャンパスから姿を消しても、
当時の思い出は、心の中に生き続ける
ことでしょう。
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本校にも、図書館、礼拝堂、生徒ホー けです。オックスフォードやケンブリ
ルがあり、それぞれの目的に応じて活用 ッジには、学寮でありながらカレッジ
されています。本校の生徒ホールは、も とは言わず、ホールと呼ばれるものも
ちろん食事をする場所です。今あげた三 いくつか残っていますが、それは、そ
たかが食事、されど食事
つの中では、皆さんが一番リラックスで の学寮がホールから始まったことの名
映画『ハリー・ポッター』の中に出 きる場所ではないかと思います。昼休み 残です。いかにホールが重んじられて
てくるホグワーツ魔法学校のダイニン のひとときを自由に楽しく過ごしている きたかをうかがい知ることができます。
グ・ホールを覚えているでしょうか？ と思います。オックスフォードやケンブ 食事は胃袋を満たすためだけのもので
あれは英国のオックスフォード大学の リッジの学生たちも同じだと思います。 はありません。会話をしながら情報を
クライスト・チャーチ学寮のグレート・ しかし、私たちの生徒ホールと一つ違う 交換したりして交わりを深める時でも
ホールがモデルであると言われていま のは、学生たちは、時折なされるディナ あります。お腹と同時に心を満たす時
す。あの由緒ある立派な空間は、架空 ーに正装して出席しなければならないと でもあり、図書館での勉強や礼拝堂で
のものではなく、今でも実際に学寮の いう点です。まさにホグワーツ魔法学校 の祈りと同じくらい大切な時なのです。
学生たちに使われているのです。オッ で見るような光景です。ディナーでは、 私たちの学校では、当然英国のような
クスフォードやケンブリッジにはいく 教授たちは前方の一段高いひな壇に座り、 わけにはいかないでしょうが…ちょっ
つもの学寮（カレッジ）があり、それ 食前の祈りがラテン語でなされ、学寮長 と心の片隅にでもおいていただければ
ぞれホール（食堂）を持っています。 の訓辞があり…という具合に、大変形式 と思います。
チャプレン 西海 雅彦
学寮は、学生たちが生活をする場です。 的なものです。でもこれが彼らの伝統な
のです。ホールは食事をする場でありな
そこには、公共の場として、勉学のた
めの図書館、祈りのための礼拝堂、そ がら、時には単なる食事を越えた大切な
〈２０１
０年度 入試日程〉
して食事のための食堂（ホール）が三 コミュニケーションの場となり、彼らは、
学生の時からそれを体で教え込まれるわ 〈立教新座中学校〉
本柱として必ず設置されています。

チャペルだより

行 事 予 定 〜中学校〜

１
１／１
（日） 秋季休業（〜５）
６
（金） ３年卒業論文提出日

募集定員 男子 約１００名 男子 若干名 男子 約４０名
出願

７
（土） ３年英語標準学力試験
１
２
（木） ３年収穫感謝礼拝

郵送 １月５日
（火）
〜１月１８日
（月）消印有効
窓口

２２
（日） 学校説明会（１３：３０〜）
２５
（水） ３年学年末試験（〜３０）

１
２／１
（火） イルミネーション点灯式

合格発表

１月２６日（火） ２月５日
（金）
掲示・郵送
掲示のみ
１月２８日（木）

入学手続

５
（土） １・２年期末試験（〜１０）

２月５日
（金）

〈立教新座高等学校〉

１
６
（水） ２年クリスマス礼拝
２１
（月） ２学期終業式・３年クリスマス礼拝

募集定員 男子

２２
（火） 冬季休業（〜１／７）

出

１／８
（金） ３学期始業式・宿題試験

２月３日
（水）

２月３日（水）

１
５
（火） １年クリスマス礼拝

２５
（金） スキー学校（〜２９）

し

１月２５日（月） ２月４日
（木）

２６
（木） ２年収穫感謝礼拝
２８
（土） １年他大学進学クラス説明会

な

入学試験

１
９
（木） 学友会会長選挙・１年収穫感謝礼拝

約８０名

願 １月１８日
（月）〜２５日
（月）消印有効（郵送のみ）

入学試験 ２月２日
（火）

１４
（木） ２年聖パウロ回心日礼拝

合格発表 ２月３日
（水）掲示・郵送

２１
（木） ３年聖パウロ回心日礼拝

入学手続 ２月８日
（月）

２８
（木） １年聖パウロ回心日礼拝

〈２０
１
０年度入試要項（願書）の配布について〉
販

一般 第１回 帰国児童 一般 第２回

〜

１
１／１
（日） 秋季休業（〜５）
１
２
（木） ３年収穫感謝礼拝
１
４
（土） １年社会科校外学習
１
８
（水） １年収穫感謝礼拝
１
９
（木） ２年収穫感謝礼拝
２１
（土） １・２年音楽祭
２２
（日） 学校説明会（①９：３０〜 ②１１：３０〜）
１
２／１
（火） イルミネーション点灯式
５
（土） 期末試験（〜８）
９
（水） スポーツ大会
１
０
（木） １年美術特別授業・２年人権学習
１１
（金） クリスマス礼拝
１２
（土） セントポール会クリスマス礼拝
１６
（水） １・２年芸術鑑賞会
１９
（土） 英語スピーチコンテスト
２１
（月） ２学期終業礼拝・保護者学級会
２２
（火） 冬季休業（〜１／７）
２３
（水） １年社会科校外学習
２５
（金） スキー学校（〜２９）
１／８
（金） ３学期始業礼拝・宿題試験・英語実力試験
９
（土） １・２年学力テスト・３年 GTEC
１４
（木） ２年聖パウロ回心日礼拝
２０
（水） １年聖パウロ回心日礼拝
２１
（木） ３年聖パウロ回心日礼拝
２５
（月） 一般入試第１回・帰国児童入試
２６
（火） 一般入試第１回・帰国児童入試合格発表

行 事 予 定 〜高校〜

立 教 新 座 中 学 校
立 教 新 座 高 等 学 校
立教新座中学校・高等学校正門右手（門衛所）にて販売しております。
売
販売時間：８：００〜２０：００（土、日、祝日も販売）入試要項：１部１,０００円
入試要項：１部 １,０００円
入試要項：１部 １,０００円
送
料：１部 ３９０円（切手） 送
料：１部 ２４０円（切手）
２部 ５８０円（ 〃 ）
２部 ３９０円（ 〃 ）
３部 ５８０円（ 〃 ）
３部 ５８０円（ 〃 ）

郵送申込 封筒に「中学校入試要項請求」と明記し、 封筒に「高校入試要項請求」と明記し、
現金書留で下記に請求してください。 現金書留で下記に請求してください。
〒３
５
２
‐
８
５
２
３ 埼玉県新座市北野１−２−２５
立教新座中学校・高等学校 教務・入試広報課
TEL（直通）０４８−４７１−６６４８
外国在住の方 海外への送付方法につきましては、入試・広報課までお問い合せ下さい。

（）

〈学校説明会日程〉
１
１月２２日（日）
〈中学校〉 ①９：３０〜 ②１１：３０〜
〈高 校〉 １３：３０〜
＊参加申し込み不要。上履き不要。
＊本校および周辺に駐車場はありませんので、
お車での来校はお断りします。
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