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70周年感謝礼拝

2022 年 6月発行

「日々の活躍に
2021年6月12日（土）立教学院諸聖徒礼拝堂において、
真心を持って感謝し、賛美を捧げ、同窓会設立70周年を祝う為の祝福礼
拝」
を同窓会役員、来賓をお招きし、司式をマーク・シュタール
（立教池袋
中学校・高等学校チャプレン）
にお願いし、行いました。
なお、立教池袋中
による奉唱『たたえよ主の
学校・高等学校クワイヤー（指揮 西澤先生）
御名』
がありました。
ご来賓：
戸井田和彦 立教学院 理事長
広田勝一 立教学院 学院長
豊田由貴夫 池袋中学校・高等学校 校長（同窓会名誉会長）
佐藤忠博 新座中学校・高等学校 校長（同窓会名誉会長）
高橋宏幸 日本聖公会 東京教区 主教今回の礼拝につきましては、
ホームページに、
ダイジェスト版の動画をリンクして
おりますので、
ぜひご覧ください。

https://www.rikkyo-hs-ob.com

ご挨拶
立教学院 学院長

広田勝一

昨年度は｢設立70周年記念礼拝｣が6月に諸聖徒礼拝堂で開催され､式後ご挨拶する機会を与えられまし
た｡また、本誌への投稿も6 年ぶりとなりました｡ 6 年前には､学院の学び舎が大きく変わったことに触れまし
た。
しかしこの数年間､大規模な建設工事はありませんでしたが､中学校･高等学校においては教育内容の充
実化が進められています｡特にICTを活用した教育の充実は両校に共通します｡
現在､立教では学院全体の｢一貫連携教育｣が展開されています｡各校はキリスト教教育に基づく人間形成
を教育目標としています｡その具体的目標が､｢テーマをもって真理を探究する力｣を育てること､｢共に生き
る力｣を育てる､この二つに要約されます｡制度面では2000年度から､新座の高等学校と池袋の中学校の両
校がそれぞれ一貫制の中学･高等学校となり､21年が経ちました｡
昨今の本学院を取り巻く状況の変化もあり､昨年度は｢一貫連携教育｣に係る諸課題の整理と､課題解決の
ための推進体制を検討しました｡学院ではこうした検討結果を基に､来たる創立150周年に向けた教学発展
のテーマとして｢一貫連携教育の進化｣を掲げています｡小学校､中学校･高等学校､大学に繋がる一貫（連
携）
した教育体制の中で､各学校の特色を活かしつつ､世界中の人々と協力･協働し未来を拓ける人材の育成
を目指します｡
皆さま同窓生がこれからも学院への理解とご支援を賜れば幸いであります｡

立教池袋

2021年度 主な学友会活動

立教新座

2021年度 主な学友会活動

■山岳スキー部
（高）

■水泳部
（高）

■フェンシング部（中高）

■サッカー部
（高）

大回転 男子 第70位 鈴木麻生さん（高1）、第72位 濱野弘大さん（高1）

200m自由形 第3位 400m自由形 第4位 桐山真葵さん（高1）

個人戦男子サーブル 第5位 河原資起さん
（中3）

■スキー部
（高）

全国高等学校スキー大会

回転 男子 第22位 鈴木麻生さん
（高1）
、第35位 濱野弘大さん
（高1）

■陸上競技部
（高）

JOCジュニアオリンピックカップ U18陸上競技大会

800ｍ 第5位 大竹爾喜さん（高2）

全国高等学校総合体育大会水泳競技大会

全国中学生フェンシング選手権大会

■サッカー部
（中高）

全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会

全国高等学校サッカー選手権大会東京都大会 2次予選進出

個人対抗男子フルーレ 第3位 橋本祥英さん
（高3）

大回転 男子 第1位 田村柊陽さん
（高1）

JOCジュニアオリンピックカップ フェンシング大会ジュニア
男子エペ 第8位 髙橋未楽さん
（高3）
カデ男子フルーレ 第6位 橋本雄偉さん
（高1）
カデ男子サーブル 第2位 河原資起さん
（中3）

■陸上競技部
（高）

東京都中学校サッカー選手権大会 ベスト8

■バスケットボール部
（中）

東京都夏季選手権大会 ベスト16

■野球部
（中）

夏季新人ブロック対抗東京都大会 ベスト4

学校対抗男子フルーレ 第1位

個人対抗男子エペ 第3位 髙橋未楽さん
（高3）

学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会県予選会
学校対抗男子 第1位

回転 男子 第1位 田村柊陽さん
（高1）、第5位 鍋山颯斗さん
（高2）

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会

優秀賞 初田全彦さん 三上玲鳳さん
（中3）

200m出場 塩味奏来さん（高2）
4×100mリレー準決勝進出 宮﨑 暉さん（高3）澤田悠斗さん（高2）
塩味奏来さん
（高2）西田晃誠さん
（高3）
4×400mリレー出場 宮﨑 暉さん（高3）塩味奏来さん（高2）戸梶 凌
さん
（高2）三笠雄大さん
（高2）

努力賞 奈尾颯大さん
（高3）

埼玉県高等学校軽音楽新人大会 決勝ライブ奨励賞

東京都中学校野球秋季大会 出場

■科学部
（中高）

日本学生科学賞東京都大会
奨励賞 東 拓優さん
（高1）

■音楽部
（高）

■生物部
（中高）

■化学部
（高）

神奈川大学 全国高校生理科・科学論文大賞 優秀賞 安田大介さん
（高3）

日本学生科学賞東京都大会

■庭球部
（中）

全国高校サッカー選手権大会埼玉県大会 ベスト4

奨励賞 平田光佑さん
（高3）生井陽行さん
（中3）

■観測部
（高）

中谷財団 科学教育振興助成成果報告会 来賓特別賞

■吹奏楽部
（高）

全国中学生テニス選手権大会

個人戦ダブルス 第3位 林 陸人さん 金子正人さん
（中3）

団体戦 2回戦進出

■テニス部
（中高）

埼玉県学校総合体育大会 団体戦の部 優勝
（中）

東日本学校吹奏楽大会 高等学校Bの部 金賞

日本管楽合奏コンテスト全国大会 高等学校Ａ部門 録画審査 優秀賞

関東高校テニス選手権埼玉県予選会

男子シングル 第3位 時岡宏斗さん
（高3）

■数理研究部
（中）

World Robot Summit Jr. Category 入賞（世界大会出場）
■文芸部
（高）

センバツ！全国高校生即吟俳句選手権
第6位 辻村卓多さん
（高1）

■鉄道研究会
（高）

俳句甲子園 全国高等学校俳句選手権大会

優秀賞
（神野紗希選）三宅爽太さん
（高1）

■ゴルフ部
（中高）

全国高等学校ゴルフ選手権大会

個人の部 第125位 昌山大暉さん
（高3）

団体の部 第31位 昌山大暉さん 上村侑輝さん（高3）阿出川宗哉さん
（高1）
（高2）榎本聖大さん 諏訪貴皇さん

全国高等学校鉄道模型コンテスト全国大会 モジュール部門

理事長特別賞、
ベストリアル情景賞

入選 丹羽隆樹さん
（高3）赤松 優さん
（高1）

■アメリカンフットボール部
（高）

東京都高等学校吹奏楽コンクール 東日本組 金賞
（決勝大会に進出）

全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会 出場

全国高等学校鉄道模型コンテスト全国大会 モジュール部門

関東高等学校空手道大会 男子団体形の部 出場

■吹奏楽部
（高）

■鉄道研究部
（高）

ベストクリエイティブ賞、
ベストムービー賞

秋季埼玉・千葉・茨城・新潟地区大会 同率1位

■空手道部
（高）

JOCジュニアオリンピックカップ 男子団体形の部出場予定（大会中止）
■剣道部
（高）

全国中学校ゴルフ選手権大会

個人の部 第34位 中山真尋さん
（中3）

全国高等学校剣道大会県予選会 男子団体の部 第3位

■サイクル部
（中高）

JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会U15
3ｋｍ個人パーシュート 第5位 應本 憲さん（中2）
1ｋｍタイム・トライアル 第5位

2021年4月1日から2022年3月31日まで

逝去者

坂西公一（元音楽科）清水孝郎
（元事務長）

福山大学人間文化学部 高校生CMコンテスト 映像作品の部
（高3）岡田健大さん
（高3）
最終審査選出 山口隼輝さん

全国高等学校総合体育大会自転車競技大会

■ゴルフ
（中）

4km速度競走 決勝進出（10名）大久保稜さん（高2）
チーム・パーシュート 第12位 大久保稜さん
（高2）三根蔵呂人さん
（高2）
西海 龍さん
（高2）大澤悠介さん
（高1）

関東中学校ゴルフ選手権秋季大会全国大会 出場 中山怜音さん
（中1）

ポイントレース 第11位 大澤悠介さん
（高1）

2021年度 立教池袋 教職員退職者・就任者・逝去者（敬称略）

（高）
■自由選択科目「メディア・リテラシー」

■馬術部
（高）

全日本高等学校馬術競技大会 ベスト12

■野球部
（高）

全国高等学校野球選手権埼玉大会 第5位

関東中学校ゴルフ選手権大会全国大会 出場

2021年度 立教新座 教職員退職者・就任者・逝去者（敬称略）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

退職者 萩原雄一
（英語科） 逝去者 松平信久
（元校長） 引田 脩
（元職員）
（英語科）
浅香良平
（元校長） 陸田忠孝
（元職員）
就任者 池田 圭
伊東 肇
（元国語科）

