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山岳スキー部 今年度の重大 NEWS  
 

・新副顧問に高井祐紀先生が就任！合宿にてスキーを猛練習中です！ 

 

・中学 1月都大会で 中 1鈴木が全国大会出場決定！ 

 

・高校 1月都大会で 高 3相坂、柳川、高 1野口が関東大会出場決定！ 

本校としては創部以来 19年連続関東大会出場！ 

 

心技体揃った強い選手・強い人間を育成するべく、日々、努力を積み重ね

ています。 

第７９号  ～ 2018年度の10大・重大NEWS～  2019.2.20

お待たせしました！運動部通信、今年度第３号です。

今回は今年度の１０大・重大ニュース特集です。

今年度も試合や大会の結果だけでなく、各部色々なニュースを載せてくれていますので、

皆さんぜひ、隅々まで楽しんで読んで下さい！

ゴルフ部  ～2018年度 10大ニュース～ 

 

 

（高校） 

 

1. 東京都ジュニアゴルフ選手権で、高 2梅内が 2位入賞！関東ジュニアへ！ 

 

2. 高 2梅内、関東ジュニアを勝ち上がり日本ジュニアゴルフ選手権に出場！ 

 

3. 東京都高等学校ゴルフ選手権春季大会 A ブロック個人の部で、高 2 梅内が 5 位入

賞！高 3金森、高 1森山、戸上も好成績を収め、関東大会出場！ 

 

4. 関東大会個人の部で、高 2 梅内が上位の成績を収め、全国高等学校ゴルフ選手権

出場！ 

 

5. 東京都高等学校ゴルフ選手権春季大会 A ブロック団体の部（高 1 森山・戸上・高

畑・中島）で 4位入賞！関東大会出場！  

 

6. 東京都高等学校ゴルフ選手権秋季大会 B ブロック個人の部で、高 1 森山が好成績

を収め、冬季関東大会出場！ 

 

7. 第 73回国民体育大会ゴルフ競技に、高 2梅内が東京都代表として出場！ 

 

 

（中学） 

 

8. 東京都ジュニアゴルフ選手権で、中 3 星野が 4 位入賞！中 3 昌山、上村、中 2 阿

出川も好成績を収め、関東ジュニアへ！ 

 

9. 関東中学校ゴルフ選手権団体の部（中 3昌山・上村・橋口・中 2阿出川）で 4位！

11年連続の全国大会出場を決める！ 

 

10. 全国中学校ゴルフ選手権団体の部（中 3昌山・上村・橋口・中 2阿出川・村路）で

9位の成績を収める！入賞まであと一歩！ 

ゴルフ 

大好き 

1.  高 2 梶山、小山 南関東大会出場 

 インターハイに繋がる南関東大会に高 2 の梶山（110mH）、小山（棒高跳）が出場した。全国屈指の 

レベルである、南関東大会の壁を突破することは叶わなかったが、来年度の沖繩インターハイに向けて 

貴重な経験となった。 

2. 中３大野 都総体 5 位入賞 

中３の大野が 800m で都総体 5 位入賞を果たした。３年間着実に成長し、今シーズンのベスト記録 

は、2‘01’96 と東京都で 8 番目の記録であった。来年度、高校生の舞台でのさらなる飛躍に期待したい。 

3.  高 2梶山、小山 関東新人大会入賞 

南関東大会の出場を果たした上記二人は、秋の新人大会での活躍も目立った。9 月に行われた都新

人大会にて梶山が 110ｍH で 2 位（14“98）、小山が棒高跳で 2 位(4m60)と入賞を果たし、関東新人大

会へ進んだ。関東新人大会では、梶山が 4位（14”91）、小山が 5位（4ｍ50）と入賞を果たした。この

二人が軸となり 2019年のシーズンを引っ張ってくれるだろう。 

 

4.  高橋先生 骨折完治か？ 

  １年半前に骨折した高橋先生の肘・・・。ようやくつながったが骨をつなぐためのボルトは埋め

込んだままだとか。来年沖縄行きの飛行機には搭乗できるのだろうか。 

͊   

陸上競技部 2018 年度（重）大ニュース 

☆ 本年度も多くの方々からご声援、ご協力を頂きました。本当にありがとうございました。 

来年度も頑張りますので応援よろしくお願い致します。 
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次号はいよいよ今年度最終号。卒業特集です。

卒業生の皆さんは特に、各部からのメッセージを

お楽しみに。　　　　　（編集担当）

中学サッカー部の 2018 年度 重大ニュース 

１． 3 年生が私学大会で 2 回戦進出  

～学習院中学校との試合では１点差で惜敗。最後まで戦う姿勢を見せ続けた。～ 

２． チームの主となる 2 年生から 3 役（西久保、山田、岡田、荒川）が決定  

～足元の技術に長けた、個性豊かな学年。一つにまとまって戦っていけるか。～ 

３． 新チームが区大会決勝トーナメント出場  

～勝利と敗北から学んだことを忘れずに。夏の大会では同じミスを繰り返さない。～ 

４． 1 年生が 15 人で活動  

～グラウンドではやや大人しい様子。様々な物事の｢継続｣が課題か。～ 

５． 1 月 13 日（日）に親子サッカー大会を開催 

～親睦を力に変え、夏の大会に向けて士気を高める。～ 

６． 中 1・中 2 から 1 名ずつ、都選抜に選出 

 ～選抜で得た力を、どれだけチームに還元できるか。～ 

◆水 泳 部◆ 

2018 年度の重大ニュース  
 

１．中１が 13 名入部 

今年度もたくさんの中 1 が入部してくれた．初心者～日本記録保持者(日本学童記録)まで泳力は様々．  

今後の成長がとても楽しみである． 

 

２．中高総勢 59 名．水泳部最高部員数を今年も更新． 

6 年程前は中高合わせて 30 名程しかいなかった部員も気が付けば 50 名を超えるチームに． 

今年も創部以来の最高人数を更新．  

 

３．インターハイ 400m 自由形 高 3 澤田夏樹 4 位入賞 

昨年度 5 位に入賞している種目．余力を残していざ決勝へ．序盤からレースを引っ張り 350ｍでは 1 位

でターン．ラスト 15ｍでかわされ 4 位でゴール．表彰台は近いようで遠かった．悔しい思いはしたも

のの，このときの記録によりワールドカップや世界短水路代表選考会に出場できた． 

 

４．全国中学 フリーリレー、メドレーリレーで出場 

中 3 浦澤，望月，中 2 栗原，中 1 桐山の 4 名が全国大会に出場をした． 

東京都予選会において，昨年度の引継ぎ違反の失格の悔しさを晴らす会心のレースで全国大会標準記

録を突破した．しかしながら，岡山で行われた本大会では全国の強豪と戦うとまではいかず，力の差を

見せつけられた．来年度は出場だけではなく戦いたい．  

 

５．関東高校 水泳部史上最多の 7 名が出場 

厳しい東京都予選会から関東高校へ 

200ｍ自由形，400ｍ自由形 高 3 澤田夏樹 

200ｍバタフライ  高 1 桐山心成 

400ｍメドレーリレー  高 2 米川，高 1 槇野，高 3 澤田，岡田 

400ｍリレー   高 3 岡田，澤田，内藤，高 2 宮地 

の 7 名が出場を果たした．残念ながらインターハイへは 1 名しか進めなかったものの価値ある結果と

なった． 

 

６．法明立付属校対抗戦において，中学生優勝・高校生第 2 位  

セントポールズ・アクアティックセンターで行われた「第 3 回法明立付属校対抗戦」において， 

中学生は立教新座との競り合いに勝ち優勝．高校生は法政二高校との競り合いに負け第 2 位となった． 

来年度こそ中高共に優勝し，立教池袋の強さを見せたい． 

 

心身共に鍛え上げ，速い水泳部ではなく，強い水泳部を作っていこう！ 

2018年度重大ニュース！ 

元気な中 1、5人が入部!! 

今年は何人、新入部員が入るかな…、と楽しみにしているのだが、今年は 5人の 1年生を

迎え入れることができた。キャラクターはそれぞれ違うが、無事にもうすぐ 1年が経つ。現

在 6学年で 20人ちょうど。みんなで力を合わせて頑張っていきたい。 

 

高校剣道部、個人戦に、団体戦に…。活躍を繰り返す!! 

春の関東大会予選では高 3豊田が都ベスト 32に進出、夏の全国大会予選では高 3伊東と

高 1岡本が都大会本戦に駒を進めた。冬の東京都新人大会では、団体戦で都ベスト 32入り

を果たすことに。 

そして 8 月の東京都秋季剣道大会ではトーナメント戦で 7 連勝、二部優勝という結果を

納めた。 

来たる 2019年度、ベスト 16、ベスト 8の壁を突き破るために、質・量ともに充実した稽

古をどれだけ積み上げられるかがカギである。 

 

中学剣道部、今年度も都大会ベスト 32に進出!! 

ブロック大会を勝ち抜いた剣道部は秋の都大会に出場。しっかりと練習の成果を出し、都

ベスト 32という結果を納めた。部員たちがマジメに剣道に向き合った結果であると言える

だろう。 

 

五大学附属剣道大会、安定した成績を!! 

高校 11チーム、中学 8チームで争う伝統の大会。今年度は吉祥寺の法政大学中高で実施

された。チームとしての厚みが増しつつある高校生はリーグを 2 位で通過して決勝トーナ

メントを戦い 4位に。中学生は様々なチームと戦いながら 5位入賞を果たした。 

 

これからの 1ヶ月…!! 

実はこの先の 3月いっぱいまでが面白い時期。2月末には中学の私学大会、3月中旬には

高校の立教杯剣道大会、3 月末に高校は秋田遠征を実施し魁星旗争奪剣道大会に出場する。

新年度になれば中高とも関東予選、全国予選が始まる。全力を出し、自分の器を、チームの

器を、大きくしていきたい。 

 

 

中高剣道部 
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中学サッカー部の 2018 年度 重大ニュース 

１． 3 年生が私学大会で 2 回戦進出  

～学習院中学校との試合では１点差で惜敗。最後まで戦う姿勢を見せ続けた。～ 

２． チームの主となる 2 年生から 3 役（西久保、山田、岡田、荒川）が決定  

～足元の技術に長けた、個性豊かな学年。一つにまとまって戦っていけるか。～ 

３． 新チームが区大会決勝トーナメント出場  

～勝利と敗北から学んだことを忘れずに。夏の大会では同じミスを繰り返さない。～ 

４． 1 年生が 15 人で活動  

～グラウンドではやや大人しい様子。様々な物事の｢継続｣が課題か。～ 

５． 1 月 13 日（日）に親子サッカー大会を開催 

～親睦を力に変え、夏の大会に向けて士気を高める。～ 

６． 中 1・中 2 から 1 名ずつ、都選抜に選出 

 ～選抜で得た力を、どれだけチームに還元できるか。～ 

中学バスケ部 重大ニュース 

○ 都大会を目指す姿勢を示した 3年生 

  17 名の部員がそれぞれの役割を意識し、チーム一丸となって目指した都大会。5 年 

ぶりに豊島区を制して東京都新人大会に進出。キャプテン川本、副キャプテン稲垣、 

マネージャー高島を中心に、後輩たちにプレーでも言葉でもあるべき姿を示してくれた。 

  春季・夏季大会はブロック大会、豊島区決勝で敗退し、都大会出場はならなかったが、 

常に都大会を目指す、その姿勢に後輩たちに大きな刺激を与えてくれた。特に、夏の 

豊島区決勝は 3 年生にとって忘れられない試合になっただろう。その悔しさを糧に、 

9 月の第十支部大会では見事優勝を果たし、有終の美を飾ることができた。 

 

○ 新チーム始動。迷いもある中で、チームをひとつに 

  新キャプテンに荒井が就任し、副キャプテンに加来、マネージャーに山田が就き、 

新チームがスタートした。バスケットでは背が高い方が当然有利であるが、その面では、 

周囲と比較して決して大きなチームとはいえない。しかし、それを補うスピードを生かし 

て、上位チームを食いたい。しかし、スピードを生かすには、ドリブル・パス・シュート 

の精度を高めることはもちろん、連携面の成熟が求められる。時間は当然かかるが、1 回 

の練習で 1 を吸収するのではなく、意識をより高め、1.2、1.5 の吸収にしていきたい。 

夏休み終盤に行われた私立大会、秋の豊島区新人大会では、ともに悔しい思いをした。 

春に向けての準備として、日々の練習を大切に、前を向いてがんばろう。 

 

○ 豊島区選抜チームに池田が選出!! 

  現 3 年生に続いて、豊島区選抜チームに池田が選出された。持ち前のガッツと粘りで 

豊島区チームで暴れてもらいたい。普段とは異なる練習メニューや雰囲気など、選抜 

チームで得たものをチームに還元してもらいたい。 

 

○ 国際試合!?中学 3年生の有志を含む立教バスケ部が ASIJ訪問＆親善試合 

  数年前より吹奏楽部が交流を持っていた ASIJ（American School in Japan）より、スポーツ 

部門でも交流をというお話をいただき、中 3 有志と高校生で、1 月 31 日に調布にある ASIJ 

を訪問した。正門をくぐると、そこは The Americaの世界。学校見学でその設備に圧倒され、 

先生方や生徒さんのフレンドリーさに、最初は気後れするも、交流戦では Good Game を 

展開。よき国際交流の場となった。今後も、部員への良き経験の場として、また異文化 

を知ることで自分たちを見つめなおす機会として、親善を深めていきたい。 

 

次年度も St. Paul’s を背負い、がんばります。皆様の応援よろしくお願いいたします。 

中学卓球 10大ニュース 

  

●4 月，新入部員 12 人、全体で 30 人。目指すは団体で都大会ベスト 8。 

●6 月，春季区大会（団体・ダブルス）優勝。都大会団体は海城に 1-3 で敗退。 

●7 月，夏季区大会（団体・シングルス）優勝。都大会は小田がベスト 32(関東まであと 1 勝)。 

●8 月，私学大会団体はベスト 64、個人は小田がベスト 16、小田・松井ペアが 32。 

●9 月，新チームの部長に滝澤、副部長に新井、マネージャーに鈴木・原島に決定。 

●11 月，秋季区大会は団体・個人とも優勝はできなかったものの、都大会に出場。 

●12 月，都新人大会、レベルの高さを痛感。これをばねに来年に期待！ 

●1 月，団体・個人戦ともに出場選手はよく奮闘した。3 回戦以上を目標にさらなる飛躍を。 

●1 月，都大会団体はベスト 32（双葉中に 2－3 で惜敗）。あと１勝…2 勝したい！ 

●全体を通して，3 年生はさすがといった好成績。もちろん満足いかなかった試合もあったが、そ

れを乗り越えてこれからも強くなっていってほしい。新チームは際どいところで優勝を逃した場

面もあったが、これから巻き返していけばいいと思う。都大会では個人ベスト 8 は厳しい壁だが、

団体なら届かない目標ではない。まずは区大会のトロフィーを取り戻そう！ 

                                               中学庭球部 

☆☆今年度の重大ニュース☆☆ 

 一、第 2シード高島二を選手・応援が皆一体となり制し手中に収めたブロック団体準優勝！ 

一、シード校青学相手に 2ポイント差まで詰め寄る勢いを見せ進出した都総体団体ベスト 24！ 

一、上位シード選手を倒し、関東にあと一勝まで駒を進めた我らが主将の都個人ベスト 24！ 

 一、ひよっこチームが全力で取り組み、敗退まで全勝でベスト 32に勝ち進んだ都新人団体戦！ 

 一、協力の心と元気の良さで練習に励み、力をつけランキング戦で勝ち上がる 1年部員！ 

 

  ※来年度も目標を高く持って練習に励みます！次の春夏も関東・全中を目指すぞ！！ 

 

 

  重大ニュース 

 

１，都大会で優勝！  

実に 20 年振りに春季東京都大会で優勝を果たした。 

次の世代も先輩たちに負けじと頑張っている。 

都大会の常連から常勝へ。そして悲願の夏の優勝と関東大会出場に向かって頑張りたい。 

 

２，1 年生が 20 名入部  

  今年は 20 名の 1 年生が入部。2 年生が 15 名、3 年生が 13 名、大所帯へ。 

 少子化、野球人口の減少にあって、本当に感謝。 

 

３，副顧問に田部達弥先生が着任  

  陸上競技が専門の保健体育科の田部先生が 4 月より中学野球部の副顧問に。 

 走力向上に向けて指導を継続中。ノックもかなり上達。 

 

４，今年のファミリーデーは BBQ！！  

  １月 27 日(日)、大島小松川公園の BBQ 場にて総勢 100 名近くで盛大に楽しんだ。 

 趣旨は、選手から感謝と新年の決意を保護者に伝えることと、チーム全員で親睦を深め 1 年間

戦う絆を深めること。選手の兄弟姉妹や顧問の子供なども参加。BBQ 以外にも凧揚げやサッ

カーなども楽しんだ。 

 

 

※現チーム(7 月～2 月まで)の戦績（公式戦・練習試合） 

54 試合 29 勝 21 敗  4 分  
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高校卓球部 2018 年度 重大ニュース!! 
 
1．高校 1 年生が 11 人入部 総勢 28 人 

今年度も中学卓球部から継続して多くの生徒が入部してくれました。熱

意と実力を兼ね備えた 1 年生の活躍を期待しています。 

 

2．地区別学校対抗戦 3 回戦、私立中高卓球大会 4 回戦進出 

   団体戦は 2 つの大会でベスト 64 の記録を残すことができました。来年

度はシード校の壁を突破し、ベスト 32 に残れるよう努力を重ねてほしい

と思います。 

 

3．第 4 回立教杯開催 

立教池袋中学校・高等学校Ｎｏ．１決定戦であるトーナメントを夏休み

に開催し、中 3 小田圭将が見事に優勝を飾りました。緊張感のある雰囲気

の中で素晴らしい試合が数多くみられました。 

 

4．中学 3 年生の練習参加 

   夏休み以降、中学 3 年生が 13 人練習に参加してくれています。やる気

もあり、技術レベルが高く、高校生も刺激を受けています。 

 

5．筋力トレーニングスタート 

   火曜日、木曜日にスクワットを中心に筋力トレーニングを取り入れ始め

ました。6 ヵ月以上が経過し少しずつボールスピード、パワーに変化が出

てきています。 

 

６．卓球部公式アカウントを開設 

   Twitter の公式アカウントを作り、主に練習試合のマッチメイクに活用

しています。今後、大会結果も発信していきたいと考えていますので興味

のある人は是非チェックしてください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校庭球部 10 大ニュース 

１ 関東選抜東京都予選(１６校戦 秋・団体) ３年連続出場 

２ 春インターハイ予選東京都ベスト３２（団体） 

３ 新人大会（個）で学校ポイント獲得（2５ point；小泉光生） 

４ 小泉光生 新人大会（個）Ｓ本選２回戦進出 

５ 春の都大会（個） Ｄ齋藤・神田 本選２回戦進出 

６ 高三１１名 最後の公式戦（5/19の団体戦をもって引退） 

７ 高一新入部員１７名がチームに合流 

８ 都私立中高テニス選手権大会（団体）Ｃチームベスト１６ 

９ 2017年度卒業生１名が立大体育会テニス部へ（三林亮太） 

10 新高校一年？名が入部予定（コーチ練には 11名参加中） 

16校戦に連続出場できているよい流れはあるが、個人の力に頼る場面が

多い現状がある。集団としての厚みが、今のチームに必要。一年を総括

し、強い「個」を練り上げ、その結果としての高みを共に見たい。 (顧問) 

高校庭球部 

                                               中学庭球部 

☆☆今年度の重大ニュース☆☆ 

 一、第 2シード高島二を選手・応援が皆一体となり制し手中に収めたブロック団体準優勝！ 

一、シード校青学相手に 2ポイント差まで詰め寄る勢いを見せ進出した都総体団体ベスト 24！ 

一、上位シード選手を倒し、関東にあと一勝まで駒を進めた我らが主将の都個人ベスト 24！ 

 一、ひよっこチームが全力で取り組み、敗退まで全勝でベスト 32に勝ち進んだ都新人団体戦！ 

 一、協力の心と元気の良さで練習に励み、力をつけランキング戦で勝ち上がる 1年部員！ 

 

  ※来年度も目標を高く持って練習に励みます！次の春夏も関東・全中を目指すぞ！！ 

 

 

高校サッカー部

今年度の重大ニュース ① やる気のある中３部員が９月から１１名練習に参加

② 地区リーグ戦にて今年も１部残留決定

③ 新人戦地区予選にて、まさかのPK負け（気持ちに隙があったのでは）

④ 総体地区予選にて敗退。都大会に進出できず

⑤ フィジカルトレーニングを開始して、

部員の体格が逞しくなった

⑥ 新キャプテンのもと伝統を引き継いで、

いい雰囲気で練習をしている

今後の大会日程 3/23～25 筑波・土浦で行われるサッカーフェスティバルに参加

＜ 各大会の結果より ＞

▼ 都春季大会　～ 関東予選～
　　　２回戦でシード校・都野津田に敗れる
 春の関東予選では、２回戦でシード校の都野津田と対戦。

 強豪相手に対策を立てて臨んだものの、やはりまだ力の差があり、

 徐々に差が広がってそのまま負けてしまった。

▼ 都夏季大会　～ インターハイ予選～
　　　都３位の日本学園にまたも敗れる
 ３年生の引退がかかった夏のインターハイ予選。２回戦の明大中野

 戦では膝のケガで長く出場が叶わなかったキャプテンの前本が

 ラスト５０秒のところで出場、見事に３Ｐシュートを決め感動を呼んだ。

 その後４回戦まで勝ち進み、都ベスト３２をかけてこれまで何度か

 当たったことのある日本学園と対戦したが、都３位チームの

 大きさとパワーの前に歯が立たず、３年生はここで引退となった。

▼ 秋季新人戦　 ～新人戦 第四支部大会～
  　　 支部優勝校の早実に敗れ、本大会進出ならず
 新チームとして初めての都大会。今年こそ本大会出場をと臨んだ

 支部大会であったが、２回戦で早くもシード校の早大早実に当たって

 しまい、残念ながら支部ベスト８に残ることはできなかった。
 
▼ 支部選抜大会
  　　 キャプテン佐々木が出場、最上先生もスタッフに
 新人戦の１～４の各支部より代表が選ばれ対戦する選抜大会に、

 第４支部の選手としてキャプテンの佐々木が選ばれ出場した。

 また、スタッフとして最上先生も参加。４支部の優勝に貢献した。

＜ チーム近況 ＞

◆ 新チーム・新体制
  キャプテン：佐々木／副キャプテン：石原／マネージャー：岡本

　コーチ・副顧問：最上先生／顧問：広瀬
 新人戦より１年７名・２年６名、計１３名の新チームで戦っている。

 スタッフでは、今年度の４月より最上先生がヘッドコーチとして就任。

 都の上位に進むのは大変なことであるが、かつてインターハイに出場

 した最上先生のもと、チームは少しずつ強くなっている。

高校バスケ部　★重大ニュース★
高校野球部 2018年度の重大ニュース 

 

1. 残念ながら、勝負弱さ継続中 

2018年度の春、夏、秋の公式戦全てにおいて 1点差負けという悔しい負け方。夏、秋は共に延長戦での

敗戦。こんな負け方は過去にはあまり無かったような。いい試合はするんだけどなあ・・・でも負けたら

いい試合ではありません。この負の連鎖。この春に必ずや断ち切ってくれることでしょう。 

 

2. 創部以来初？中途入部 

  3年生が引退して新チームがスタートした 9月から、新たに 2年生の新入部員が加わりました。夏休み中は

久々に 20名を切る 19名で活動していました。ここ数年 20名を切ることがなかったので少なく感じましたが、

これで 20 名に。わずか 1 名ですが、なんか違います。昨年の今頃も同じようなことを言っていましたが、量

より質。少数精鋭部隊を目指します。 

 

3. 久々に OB が神宮のマウンドに立つ 

  東京六大学野球、春と秋のフレッシュリーグ（新人戦）において、本校卒業生の小幡圭輔君(1年)が神宮の

マウンドに立ちました。計 4試合に登板。うち春の法政戦は先発するなど、今後の活躍が期待されます。 

新人戦とは言え、全国から集まる精鋭たちの中から競争を勝ち抜き、ベンチ入り、そして試合に出場すること

は本当に立派なこと。この 4月からも 2人が大学野球部に入ります。後に続いてくれることを願います。 

 

4. コーチも卒業、再会は甲子園か？ 

  創部以来初の OB 学生コーチとして指導に携わってくれた原コーチが大学卒業、そして就職に伴い、コーチ

も卒業します。経営学部の勉強で忙しい合間を縫って、時には K監督のように優しく、そして時には F部長の

ように厳しく、選手たちの良き兄貴分として指導に当たってくれました。4月からは教員としての生活がスター

トします。身体に気をつけて、赴任した学校で立教池袋魂を発揮して、活躍してくれることを願っています。

本当にお疲れ様でした。心より感謝。ありがとうございました。 


