
立命館慶祥中学校・高等学校　保護者会／教育振興会事務局
〒069-0832 江別市西野幌 640-1
TEL 011-381-8888（代表）　FAX 011-381-8892 https://www2.spc.ritsumei.ac.jp

全教室にWEBカメラ導入 自習エリア等に
飛沫防止アクリル
パーテーション設置

　オンライン授業用に黒板をほぼ全面映すことのできる外付
WEBカメラとケーブル・三脚の一式を全68教室に導入支援し
ました。コロナ対応と悪天候による交通障害で在宅オンライ
ン授業となった際に活用されています。

T O P I C S

　自習エリア・進路室・保健室などに、飛沫
防止アクリルパーテーションを設置。
　最新のT字足が採用されており、倒れに
くく省スペースでも使用が可能。
　安心・安全に利用できるようになりまし
た。

江別五校交流会
　2021年11月27日（土）江別高校小ホールにて開催されました。

立命館附属五校交流会
　2021年11月27日（土）立命館中学校・高等学校にて開催されました。

教育振興会 保護者会

　「子どもたちには、人生のいかなる時も、学ぶことを通じて、夢と生きがいを持ち、新たな自分へ
と挑戦し続けてほしい。そしてその挑戦を、自分や周囲、まだ見ぬ誰かのしあわせに繋げてほし
い。」田中賢介氏の小学校設立への道のりはこの思いから全てが始まり、学校法人立命館・立命館慶
祥中学高等学校の特別提携校として学校法人田中学園・田中学園立命館慶祥小学校がいよいよこ
の4月に開校を迎えます。
　「北の立命館」は、開学より掲げる「世界に通用する18歳」を育てるべく、先進的なグローバル教
育を四半世紀前からこの札幌で行ってきました。そして現在、立命館慶祥中学高等学校は、札幌、北
海道のみならず全国に広く認知され評価される国際教育・理数教育、そして多様で高度な進路実績
を実現しています。そのようなトップリーディングスクールの特別提携校として、建学の精神「学
ぶを、しあわせに。」のもと、世界に挑戦（challenge）し、協働（collaboration）し、明日の未来へと貢
献（contribution）する児童を育てる、田中学園立命館慶祥小学校がこの春誕生します。立命館慶
祥、京都の立命小学校の教育コンテンツを導入し、さらには国内・海外の先行事例を参考にし、田中
学園立命館慶祥小オリジナルの教育へと設置準備室の総力をあげて発展させてきました。
　「私学は家族」。「北の立命館」の新しい仲間として、皆様に歓迎され愛される学校を創ってまいり
ます。開校の際には、ぜひ皆様のご来校をお待ちしております。

　本校は、江別市に立地しております。昨年度から、学校として、江別市に働きかけてきたことがあります。
それは、江別市の「ふるさと納税」で寄付する際、「寄付金用途」に「立命館慶祥中・高」を選択できるようにし
てほしいというものです。このことが実現できれば、江別市在住以外の方が、江別市「ふるさと納税」サイト
から寄付をしていただく際、「寄付金用途」の中の「立命館慶祥中・高のために寄付する」という項目をクリッ
クしていただければ、ご自身が返礼品を受け取ることができるとともに、江別市から慶祥に寄付金の一部が
支払われます。
　今回、このことが実現できそうであるとの連絡を江別市から受け取りました。現段階でお知らせできるこ
とは、開始が今年の６月であることくらいですが、正式決定を待って詳細にお知らせしたく思います。

立命館慶祥中学校・高等学校
校長　江川  順一

学校法人田中学園　田中学園立命館慶祥小学校

2022年４月開校

江別市
「ふるさと納税」
で立命館慶祥に
寄付が可能に

学校法人立命館　立命館慶祥中学校・高等学校　主幹
田中学園立命館慶祥小学校設置準備室室長・同小学校初代学校長予定

吉田　恒
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「With コロナ」時代の立命館慶祥
立命館慶祥中学校・高等学校　校長　江川 順一

保護者会会長

髙橋 一之

　今年度は、学校教育がコロナ禍に翻弄された2年目でありました。北海道に
おいても、昨年4月から今年1月までに、3回の蔓延防止等重点措置、2回の緊
急事態宣言が発令されました。政府による宣言等の発令下、とりわけ学校教
育については、私立と公立との対応の差が一層顕著になりました。
　慶祥の「Withコロナ」の授業では、分散登校等を活用し、オンラインとリア
ルを併用した授業の定型がほぼ完成。学校行事では、中1北海道研修・中2京
都研修・中3九州研修・昨年度中3沖縄研修、そして高2海外研修の国内代替
研修を実施することができました。昨年度、すべての研修が中止になった苦
い経験から臥薪嘗胆を胸に秘め、「教育を止めない」という強い思いで対応し
た結果です。
　この間、コロナ禍に対応した環境整備のため、保護者会からは自習スペー
スに設置したアクリル板、教育振興会からは各HR教室等に用意したWebカ
メラ、ケーブル、三脚を70組寄贈していただきましたこと、感謝に堪えません。
　新型コロナウイルス対策として、18都道府県に適用されていたまん延防
止等重点処置は3月21日に解除されました。しかし、オミクロン変異株の流
行など予断を許しません。この状況に臨機応変に対応することが「Withコロ
ナ」時代の慶祥であると理解しています。「世界に通用する18歳」育成に向け、
ICT機器を活用しながら国の内外に対し、どのような活動ができるのかを追求
し、コロナを迎え撃ちたいと考えております。

　コロナ禍、昨年も
サンドイッチパー
ティー、立命祭保護
者会バザー、文化バ
スツアー、私学助成
署名活動等の活動
を中止せざるを得

ない1年となりました。昨秋以降、コロナ感
染者数が減少し、人々の生活や経済に活気が
少しずつ戻ってきたように感じますが、収
束の明かりはまだ見えておりません。With
コロナの中、これまで通りの保護者会活動
は難しく、Zoom を利用してのサンドイッチ
パーティーなど新しい活動を模索しており
ます。子供たちのために、また、保護者同
士の交流を深めるために何ができるかを考
え、活動をしていきたいと考えております。
引き続き、保護者会活動へのご理解・ご協
力をよろしくお願いいたします。　

教育振興会会長

小笠原 正浩
　新型コロナウィルスの感染拡
大が始まって２年あまり経過し
ましたが、本年度も定期総会、
立命祭お茶席や日本伝統文化体
験事業など、すべての行事を中
止せざるを得ない状況が続いて
います。また、生徒の皆さんの

課外活動も大幅に制限され、痛恨の念に堪えません。昨年、
秋から初冬に第５波が急速に収束し、一筋の光明が差し
たのもつかの間、オミクロン株の出現による第６波に突
入し、さらなる感染拡大が懸念されています。コロナ禍
は人と人のつながりを遮断し、分断化を引き起こすので
はないかと言われています。第５波が収束傾向になった
昨年 11 月に、何とか幹事会を行うことができ、久しぶ
りに対面で話し合う喜びを感じました。ネットを通した
コミュニケーションは可能ですが、やはり、対面での交
流は何倍も優れていると強く感じました。今後も不透明
な状況が続くと思われますが、一日も早くコロナウイル
スが終息し、再び以前のような活動ができることを切に
願っております。

立命館慶祥高等学校
第26回入学式

4月7日（水）、第26回入学式が行われました。
現在の社会状況を鑑み、感染予防を最優先にして開催されました。

江川校長が檀上でにこやかな笑顔と拍手で迎える中321名の新入生が入場しました。

立命館慶祥中学校
第22回入学式

高校の入学式と同日、第22回入学式が行われました。
204名の新入生が真新しい制服に身を包み、緊張した面持ちながら堂々と入場しました。
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　今年の立命祭は
コロナの影響で近年
最初の中学単独開催
となり、なにから手
を付ければいいのか
も分からず成功させ
ることができるのか
不安でした。ですが、
中学単独開催だから
できることを考え、
例年なら高校生の
陰で目立ちにくい中
学生が主役となり、
輝ける場を創ること
ができました。思い
出に残るものになって
いれば嬉しいです。

中学生徒会副会長
（立命祭統括）

3年 5組　中島 莉央

　新型コロナウイル

スの影響で、僕たちの

行動には多くのしば

りがありました。しか

し、そのような中で

も、先生方や保護者の

方々からの手厚いサ

ポートがあったから

こそ、僕たちも立命祭

に全力で取り組むこ

とができました。その

結果、前夜祭を実施す

るなど、これまでにな

い立命祭を作り上げ

ることができたと自

信を持って言えます。

高校生徒会長
３年Ｆ組　町田 一郎
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⑧「最南端の市」へ 八重山コース
⑦「東日本大震災から10年　人と出会い人から学ぶ」旅 東北コース
⑥「歴史とアートの街金沢と奥能登伝統文化」の旅 石川コース
⑤「平和・文学・人権」を学ぶ旅 瀬戸内コース
④「世界が恋する座間味の海」へ 座間味コース
③「歴史と温泉」の旅 九州コース
②「“ものづくり”から“モノづくり”を知る旅へ」 関西コース
①「縄文杉と苔むす森」 屋久島コース

全8コース
③④⑤⑥⑧
は生徒起案

高２
研修

2021年
10/31～11/5
5泊6日
※新型コロナウイルス
感染症を配慮し、海外
8コースを国内研修に
切り替え、研修希望者
のみ全員PCR検査を
受け安心安全を確認
の上、自由参加で実施
されました。

R

10/31～11/1　平和学習（広島県広島市）→尾道にバス移動
→しまなみ海道サイクリング
11/2～3　文学研修（愛媛県松山市）→道後温泉
11/4～5　人権学習（香川県高松市大島）昼食は讃岐うどん　  
→フェリーで国立ハンセン病療養所大島青松園訪問
　香川県立保険医療大学と岡山大学の学生からハンセン病に
ついての発表を聞き、本校生徒は「アイヌ文化と差別」につい
て発表しました。

⑤「平和・文学・人権」を学ぶ旅
瀬戸内コース

　「世界に負けないものづくり」の現場を視察し、実際に体験する
ことで《プロフェッショナルの生きざま》を大いに学びました。
訪問企業（訪問順・敬称略）
デザインポケット大阪本店、野田金属工業（株）、マツダ紙工業（株）、ワショ
ウ金属工芸、長谷川金網（株）、京セラ（株）、ヤンマーホールディングス（株）、
オムロン（株）、（株）冨金原義肢、（株）ジェイエア

②「“ものづくり”から“モノづくり”を知る旅へ」
関西コース

　東日本大震災により甚大な被害を受け、今なお復興に取り
組む宮城と福島をまわるコースです。被災者の方々や復興に
携わった方々との交流を中心に、防災について次世代への教
訓を引き継ぐことの重要性や福島第一原発の被災に関わる原
子力災害の問題について学び、東京電力の社員の方に直接質
問をしたり、NPO 法人のボランティア活動の在り方について
や、東北大学を見学し学ぶことについてなど、多くのことを
考えた旅でした。

⑦「東日本大震災から10年　人と出会い人から学ぶ」旅
東北コース

札幌→金沢→和倉温泉→能登島→輪島→珠洲
　「加賀百万石の栄華を誇る金沢の歴史と伝統文化、奥能登の伝
統に触れる」がテーマです。戦災をほとんど受けていない金沢。
加賀城跡と兼六園を中心に茶屋街、武家屋敷、寺社の地区など
城下町の美しい街並みが残る場所で、その中に培われた古今の
アートに触れるノスタルジックでアーティステックな旅。

⑥「歴史とアートの街金沢と奥能登伝統文化」の旅
石川コース

　座間味島での 3 泊（フェリー乗り継ぎのため那覇で 2 泊）。
珊瑚や魚、ウミガメを身近に感じ、海と空の美しさを実感した
翌日には、海洋プラスチック汚染の現場を目の当たりにして、
ビーチのゴミ拾いをしました。また第二次世界大戦時の痛まし
い爪痕を実際に見て聞いて感じ、言葉も出ない体験をしました。

④「世界が恋する座間味の海」へ
座間味コース　《東洋のガラパゴスへ行く！》小笠原諸島コースとして起案

されましたが、COVID-19 の感染拡大により、入島制限が緩和
されず、当初の予定を断念し石垣島を中心とした「八重山諸島
コース」としてリニューアルされた研修です。札幌とは 1 時間
10 分程度の時差があり、気候帯も異なる八重山諸島との《自然》
と、大陸との距離の近さと気候風土からもたらされる《文化》
の違いを体感しました。

⑧「最南端の市」へ
八重山コース

　参加人数最多 72 名の大人気コース！長崎県端島（通称：軍艦
島）等の明治日本の産業革命遺産群をめぐり日本の近代化の歩
みを、また被爆地長崎市と神風特攻隊の出撃基地として知られ
る南九州市知覧町を訪問し、平和の大切さを学びました。一転、
嬉野・指宿の温泉にも訪れ、九州を全身で堪能しました。

③「歴史と温泉」の旅
九州コース

　手付かずの自然が残る、屋久島と種子島を巡
りました。圧倒的スケールの屋久杉など、島の
固有種の動植物にふれたり、もののけ姫の舞台
といわれる幻想的な白谷雲水峡の景観の中をト
レッキングする体力勝負の大自然満喫の旅です！

①「縄文杉と苔むす森」
屋久島コース
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　曾祖母が酪農家だったこ
ともあり、私にとって牛は結
構身近な存在です。理解不足
で、機械に頼るべきだと感じ
たこともありましたが、実際
に話を聞いてみると、牛は繊
細で、だからこそ “人間の目”
が大切だということに気付
きました。そして、後継者が
いないという深刻な問題が
あることもわかりました。
様々なことに目を向けるこ
とができ、とても有意義な時
間を過ごせました。

酪農コース
1年5組　千葉 綾音

　感染対策を行った、初めての
京都研修。例年とは違うプログ
ラムで実施しましたが、日本を
知るための貴重な機会となり
ました。コースによって行った
体験は異なりますが、全員が一
体となり取り組みました。3泊4
日を通して21期生の絆を深め、
結束力も高まりました。私たち
の研修を支えてくださった全
ての方に感謝いたします。

第21期生　第２学年常任委員長
茶木 もね

　勉強や部活、行事に積極的に参加し充実した学
校生活にしたいという思いで慶祥に入学し、あっ
という間に卒業を迎えます。思い出深いのは盛大
な学祭や合唱コンクールとそれに向っての練習で
す。ZOOMでの授業もいい思い出、経験になりまし
た。中学校生活残り僅かですが、この状況を悲観せ
ず希望を胸に笑顔で卒業したいと思います。

3年2組　服部 結衣

　北海道研修で得たものは2つあります。まずは仲間を持つ大切さです。 1人
では楽しくなかったと思うし、新たな仲間と一緒に学ベました。次に時間の有
効活用です。 待ち時間にどこで誰と滑るかを話し合い、ゲレンデで話し合わ
ずに済みました。反省点は、楽しみすぎて周囲が見えずスピードの出しすぎで
迷惑になっていたので、周りへの配慮する力をつけたいです。 

スキーコース　1年2組　諸原 義仁 

北海道研修
in ニセコ

1月21日（金）

中1

校内レク
10月13日（水）

中3

ニセコ
Niseko

青雲之志

※新型コロナウイルス感染症の影響を配慮し、3週間の
ニュージーランド研修を2月の九州研修に切り替える予定
でしたが、まん延防止等重点措置の適用に伴い3月24～
28日に延期になりました。

自主自立 びわこくさつCP1日目 衣笠CP、嵐山、狂言2日目

コース別研修3･4
日目

京都研修 10月12日（火）～15日（金）中2 ２年ぶりの実施

今年度も載せきれないほどの生徒たちの活躍が
ありました。詳しくは学校HPをご参照ください。

高 

校

テニス部 ・全日本ジュニア選手権大会出場　高1 押切 優吾
野球部 ・全国高校野球選手権南北海道大会出場（11年ぶり）
陸上競技部 ・第74回北海道高等学校陸上競技選手権大会出場　　　　　　　　

　男女1年生100M優勝等、25名が全国高校総体出場
水泳 ・第74回北海道高等学校選手権水泳競技大会　兼　第89回日本高等学校選手権水泳競技大会

北海道予選会　高3 清藤 心彩、自由型　400M 800M出場、勝ち進み全国大会出場
吹奏楽部 ・第66回全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会　金賞受賞
自然科学部 ・SRC北海道予選　プレゼン部門・クラシック部門W優勝　全国大会出場　　　　　　　　　

　高2 駒野 和音・中2 生光姉妹
囲碁・将棋部 ・第57回全道高等学校将棋選手権大会　女子団体戦優勝　4連覇で全国大会出場
競技かるた部 ・北海道高等学校対抗競技かるた選手権大会優勝にて、小倉百人一首競技かるた第43回全国

高等学校選手権出場
弁論部 ・第65回全道高等学校弁論大会　課題の部・自由の部最優秀賞　創部以来初の2冠
●文科省「留学JAPANせかい部　NZとの起業アイデアコンテスト」
　　高3 竹村 萌香在籍チームが全国優勝
●朝日新聞社主催「第19回高校生福祉文化賞エッセイコンテスト」　　　　　　　
　　優秀賞受賞　高2 水内 結菜
●「第4回忘れられない中国滞在エピソード」　1等賞受賞　高2 林 鈴果
●全道高校文芸コンクール優秀賞および全国高校総合文化祭（文芸部門）出場
　　高2 清水綾乃

中
学

サッカー部 ・第60回北海道中学校サッカー大会（中体連全道大会）初出場　ベスト8
野球部 ・全日本少年軟式野球選手権石狩支部大会優勝　全道大会出場
ラグビー部 ・第12回全国中学生ラグビーフットボール大会　北海道・東北地区予選出場　3位
演劇部 ・第21回全国中学校総合文化祭岩手大会出場

部活動・生徒の活躍

※新型コロナウイルス感染症の影響を配慮し、2泊3日
北海道研修を日帰り研修に切り替えました。

知青空
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ご 卒 業 お め で と う ご ざ い ま す

CONGRAT ULATIONS
on your graduation!

RITSUMEI KAN KEISHO

卒業おめでとう！
　Ａ組のみんなの、毎日楽しそうにしている姿や、困っていると手伝ってくれる姿が
印象的でした。担任を助けてくれる優しく、素直でしっかり者のみんなは自慢の生徒
です！24期生は私にとって、初めて担任として3年間担当した学年です。大変な3年
間ではありましたが、みんなのお陰で本当に楽しい3年間でした。どうもありがとう。
　みんなは春から大学生として新しい環境で、新しいことに挑戦していくと思います。
私もみんなに負けずに頑張るので、お互いに頑張りましょう！
　たまには元気な顔を見せに来てください(^-^)

　高校生活最後の１年に担任として関わることができて、とても幸せでした。一番の
思い出は何かと問われるなら、「何気ない毎日」と私は答えます。毎朝、クラスに行っ
て教卓から見る風景が一番のお気に入りです。“クラス”という組織は高校で終わりと
なります。これからは何に帰属するかどうか自分次第です。それでも「“個”としての自
分」だけではなく、「“●●の一員”としての自分」をたくさん作ってください。誰かとの
繋がりを持つことはきっと皆さんの助けになります。もちろん「“慶
祥卒業生”としての自分」はずっと続きますよ！

C組のみんなへ
　これだけは皆に伝えたい。C組の担任をすることができて本当に幸せでした。そし
て最高のクラスでした。担任が不在だらけでちゃんとやっているか心配なこともあ
りましたが、本当に皆しっかりしていて、何も問題のないクラスでした。1年間皆に
伝えたかったことは、きちんとルールを守り、2度とこない最後の高校生活を楽し
むこと。だから、怒ることよりも伝えることを考えて話していました。伝わったかな？
　コロナに苦しみ制限ばかりの3年間でしたが、いつか一緒に
バカ騒ぎできる日を楽しみにしているよ。卒業おめでとう！そして
ありがとう。

　卒業おめでとう！本当に楽しい一年間でした。（本当に疲れました！）立命祭の最
後のラストスパートがやはり印象に残っています。人は時に無茶して頑張らなきゃ
いけない時があります。その先には絶対に充実感と楽しい時間が待っています。D
組は、いつも仲良しこよし大騒ぎ。だけど大人になるにつれて、普段一緒に楽しめ
る仲間よりも、一番苦しい時に助けてくれる親友が大事になります。人の縁を深く
していってください。皆さんの人生の豊かさは、ここからの一歩
一歩で決まります。どこでもドアは、自分の手で開きなさい。い
つでも遊びに戻っておいで。岩倉先生より

山本先生より

江口先生より 日裏先生より 福田先生より

　卒業おめでとうございます！中学校から6年間で本当に見違えるようになりました
ね！いよいよ自分で選んだ道を進み始めます。楽しいことばかりではない、苦しいこ
ともあるでしょう。そんなときは慶祥で過ごした日々を思い出してください。1つ1つ
に立ち向かったこと、友達と協力して乗り越えたこと。この6年間で学んだこと、
一緒に過ごした仲間がみんなにとって一番の財産です。３Gの
みんなならば、それぞれの道で活躍できると信じています！これ
からも応援しています！！

「旅を楽しもう」
　よく人生は旅にたとえられ
ます。ただし物見遊山の旅で
はありません。喜びや希望が
ある反面、時には苦しみや悲
しみに遭遇します。しかし決
して一人旅ではありません。旅
を始めた時から家族が皆の道
程を見守り続けています。ま
た、みなさんはこの三年間で
様々な素晴らしい同行者に出
会いました。ここで出会った
同行者たちは一生の宝となる
でしょう。そして心を開いてい
れば、これからもたくさんの
同行者と出会うことでしょう。
良き同行者を持つ努力、良き
同行者となる努力をし、旅を
楽しみましょう。
　卒業おめでとうございます。

　３年F組の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　受験という大きな目標を見据えながらも、最後の高校生活を満喫している姿が印
象的でした。周りのことを思いやって動ける心の優しい生徒たちと一緒に過ごせる時
間を日々楽しみに感じていました。ジャネーの法則より、「人生のある時期に感じる時
間の長さは年齢の逆数に比例する」そうです。一年の長さはここから急激に短く感じ
るようになります。若いうちにできることを躊躇せずにどんどん挑
戦していってください！たくさんの楽しい報告を待っています。

　精神一到学年3年I組の皆さん、卒業おめでとうございます。コロナ禍により、
楽しみだった海外研修や様々な行事ができず、オンライン授業への切り替えなど、
激動の、そして不安いっぱいの3年間でした。それを乗り越えた君たちは、齋藤伸
先生がいつも言う「臨機応変」に対応する能力が養われたと思います。ここからの
人生で最も大切な能力です。自由と責任は表裏一体、誇りある
社会人として羽ばたいてください。「愛・信・尊」、人に愛される人、
人に信頼される人、人に尊敬される人になろう！岩城先生より 嶋田先生より 高橋先生より 河本先生より

　高校生活の集大成として、みなさんは大きく成長できたと思っています。特に立命
祭では、それぞれの持ち場で、できる限りの力を尽くしてくれました。今、あらためて
振り返ってみて、グランプリを獲得できたのも当然のことであったと思います。その
後の、進路に対する取り組みでも、非常にひたむきな姿をみせてくれました。１年間、
最高のクラスの担任ができて非常に嬉しく思っています。そして、今年発揮したみな
さんの力はまだまだ伸びていくと確信しています。将来のみなさ
んの立派な姿をみることが、今からとても楽しみです。

　精神一到学年のみなさん、卒業おめでとうございます！
同じ時代に、同じ場所で時を過ごした君たちを、とっても
愛おしく感じています。
　高校入学後、宿泊研修で夕張を訪れ、様々なフィールド
ワークを通して友情がスタートしました。学校祭で盛り上が
り、いよいよ青春真っただ中の高校2年生へ、というときに
新型コロナウイルスの世界的感染拡大が発生。これまでに
経験したことのない社会情勢に飲み込まれ、各種行事の中
止や延期が相次ぎ、また、オンライン授業を経験すること
になりました。そんな大変な状況の中でも、君たちが中心
となって高2の秋に学校祭を実施。逆境に負けずに立ち向
かった貴重な経験をしましたね。
　部活動では、高校最後の大会を経験することができずに引退していった先輩た
ちの思いを引き継ぎ、厳しい制約の下でも再び開催され始めた各大会で、君たちは
躍進しました。
　できなくなったことの多かった高校時代、しかしながら、これまでに生きてきた
人たちが味わったことのない経験や初めて味わう感情を通して、試練を乗り越える
べく新たな行動を積み重ねることができた高校時代であったとも言えます。それが
人生です。
　だからこそ、“Where there's a will, there's a way.”
　この先どんなに難しい状況下に置かれても、しっかりとした意志を持ち、道を切
り拓いて歩んでいってほしいと願っています。
　君たちには「感謝」しかありません。3年間、ありがとう。

高校3年学年主任
齋藤 伸幸先生
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