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主な表示
インフォメーション・
ポイント

お役立ち情報

人通りがピークの時には、
代わりのルートが使われる
場合があります。標識に従
ってください。

•

お手洗い

•

身障者のアクセス

•

身障者のお手洗い

9

身障者用エレベーター

10

ショップ

出口

•

2

CCTV

8

有線テレビによる監視が行われて
います。防犯や公安などの目的で
映像を記録しています。クライス
トチャーチによって制御されるス
キームの詳細については、01865
276151 にお問い合わせください。

•

5

•

4

アクセス

3

現在、クライストチャーチのすべ
ての場所が、車椅子でアクセス可
能な訳ではありませんが、カレッ
ジは、身障者をサポートするため
に数多くの措置を導入してきてお
り、さらなる改善が予定されてい
ます。
表紙 : 洪水になったクライストチ
ャーチ・メドウ越しのメドウ・ビ
ル前景

•

7

6

2
1
入口

N

個人的で、非営利の目的であ
れば、三脚なしで写真を撮っ
てもかまいません。
電子タバコも含めて、喫煙は
禁じられています。
乳母車も含めて、身の回り品
は、いついかなる時でも常に
身の回りに保持してくださ
い。不審物がある場合、直ち
に、スタッフにご報告くだ
さい。
くれぐれもご注意ください。
階段と敷石は平らではありま
せん。特に濡れている時は、
表面が滑りやすくなる場合が
あります。
クライストチャーチ内での飲
食は禁じられています。
すべての掲示に従い、プライ
ベートと表示されている場
所には立ち入らないでくだ
さい。
火事、またはその他の災害の
場合、火災警報もしくは警告
が聞こえたら、遅滞なくビル
から立ち退いてください。走
らないでください。安全に
そうできる場合は、最寄り
のゲートからカレッジを離れ
てください。いついかなる時
でも、守衛の指示に従ってく
ださい。守衛は、来場者を助
け、質問に答えるためにい
ます。

オクスフォード、クライストチャーチへようこそ
クライストチャーチへのご来訪を心より歓迎いたします。
ここは、オクスフォード大学のカレッジと、英国国教会の教会の両方が
ある、ユニークな場所です。この場所の興味の尽きない雰囲気をお楽し
み頂き、オクスフォードの最も象徴的なカレッジの一つをご堪能くださ
るよう願っています。クライストチャーチには、スリルに満ちた歴史、
豊かなカルチャー、およびすばらしい建物があります。過去によって形
成されたこの地区では、われわれの将来を支えてくれる、新しい世代の
学生たちを教育し続けます。クライストチャーチの首席司祭として、わ
たしは、カレッジのど真ん中にあるディーネリーに住んでおりますの
で、わたしたちのまわりで起こるすべてのことがよくわかります。ここ
にいらっしゃるすべての方々を歓迎し、また親しみやすい場所であるよ
う切望してやみません。貴方が、ここの訪問から多くのことを学び、ま
た、わたしたちとの時間をお楽しみ頂けるよう願っています。
首席司祭教授マーティン・パーシィ、クライストチャーチ学生監

ご質問、コメント、または気がかりなことがあ
る場合は、守衛チームのメンバーにお伝えくだ
さい。貴方のお役に立つためベストを尽くしま
す。または、tourism@chch.ox.ac.jkのメール
アドレス宛てで、ビジター・マネージャーにご
連絡ください。

B＆Bのご利用、および、近々のイベントについては、
クライストチャーチ・ウェブサイト
(www.chch.ox.ac.uk) をご覧ください。

年 表
c. 710

聖フリデスウィデがサクソン小
修道院を設立

727

聖フリデスウィデが死去

1122

アウグスティノ修道会の修道
士たちにより小修道院が再建
される

1524

ウルジー枢機卿の命令で小修道
院が閉鎖される

1525

カーディナル・カレッジの設
立。小修道院の教会は、カレッ
ジ・チャペルになる

1529

ウルジー枢機卿の失脚

1532

ウルジーの敷地にキング・ヘ
ンリーVIII世のカレッジが設
立される

1546

ヘンリーVIII世は、この組織を
クライストチャーチとして再
編し、カレッジと大聖堂を合
体させる

1682

サー・クリストファー・レンに
よりトムタワーが建設される

1713

ペックウォータークワドが完成

186265

メドウ・ビルの建設

1968

ピクチャー・ギャラリーの開設

1980

女性がカレッジのメンバーとし
て受け入れられる

2002

聖フリデスウィデ聖堂の再建
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ザ・タワー
毎年、何千人もの訪問客が訪れるクライストチャーチ
ですが、その目的は、依然として次の二つのこと、す
なわち、学問の探究と神への信仰です。この意味で、
クライストチャーチは、ウルジー枢機卿の元々のカー
ディナル・カレッジの、教育とスピチュアリティの双
方の復興を求めたエートスを堅持しています。

4

「ハウス」とホーム
(「ザ・ハウス」としても知ら
れている) クライストチャーチ
は、わたしたちの学生たちがオ
クスフォードにいる間のホーム
です。ここで、彼らは学び、生
活し、食べます。従って、訪問
者たちには、できる限り静かに
して、指定された順路を保つよ
う求められます。また、学生た
ちは、図書館、ラボ、および大
学の他の学部でも勉強します。
そこでは、すべてのカレッジの
メンバーのために、施設が提供
されています。

メドウとメドウ・ビル (1)
敷地全体の入口になっているメドウ・ビルは、19世紀に
学部学生たちのために建てられたもので、数多くの快適
な住まいがあります。今でも依然として、学生やスタッ
フが部屋を使っており、クライストチャーチ・メドウを
見渡せます。ここは、チャーウェル川とテムズ川が両側
を流れる、牧草地と街路樹の小道のある静かなエリアで
す。そのヴェネチア・ゴシック様式は、有名なクライス
トチャーチ美術史家のジョン・ラスキンが、たびたび好
みを口にしたものです。
ラスキンは、1837年から1842年まで、カレッジの学部学
生で、ヴェネチアの景色とよく似ていて、しばしば洪水
になるメドウを目にしたことでしょう(表紙を参照)。
ホールの階段 (2)
代々の学生たちは、ホールへと続く、壮麗な階段を上
ってきました。階段は幅が広いので、一度に多くのグ
ループが登ってゆくことができ、高い縦仕切りの窓が
行く手と扇状ボールトの天井を照らしています。
階段の下のドアには、「ノー・ピール」の文字が飾り
びょうで打たれています。これは、1829年にカソリッ
クにより大きな自由を与えることを提唱した、内務大
臣サー・ロバート・ピール (クライストチャーチの人
!) への抗議でした。
ザ・グレート・ホール (3)
Tカレッジ・ライフの中心であるホール。アカデミック
なコミュニティは、毎日、夕食を取るためここに集ま
り、特別な機会には宴会も開かれています。これらの
イベント時、ホールには訪問客は入れません。朝食、
昼食 (週末はブランチ)、および夕食は、すべてホール
でとります。

ホールの階段上の、洗練された扇状ボールトの天井
は、1638年に設置されました。
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文学と映画の撮影

クライストチャーチの1年間

1

クライストチャーチの建築、人々、生
活様式は、多くの作家や映画監督にイ
ンスピレーションを与えてきました。ク
ライストチャーチの最も強力な文学的
リンクは、『不思議の国のアリス』に
おいて、チャールズ・ドッジソン — ル
イス・キャロル — によって築き上げら
れました。
ドッジソンは、47年間もの間、クライ
ストチャーチで学び、教え、生活しま
した。 その頃の学生監の娘だったアリ
ス・リデルが、彼の物語の中で不滅の命
を与えられました。 ダイニング・ホー
ルには、キャロルのおとぎ話にゆかり
の、多くのものがあります。 左側の壁
の上部、入口から5番目の窓には、アリ
スの肖像画 (以下を参照) と本の中に出
てくる生き物たちが描かれています。
クワド (中庭)、回廊、およびホールの
階段は、「ザ・ゴールデン・コンパス」
、「ハリー・ポッター」を含めて、数
多くの映画で使われてきました。 マク
ゴナガル教授は、ハリーとそのクラス
メートを、ホールの階段の上にあるホ
グワーツに迎え入れます。また、回廊
で、ハリーは、彼の父親がシーカーだ
った時に獲得したクィディッチのトロ
フィーを見せられます。
このホールは、ホグワーツ・ホールの
外観のヒントとなり、映画撮影用に、
スタジオ内で再現されました。

年間のクライストチャーチの学
生生活は

3
つの学期に分けられます
ミカエルマス
10月から12月
ヒラリー
1月から3月
トリニティ
4月から6月
ディナーは、給仕される二つ、または三つのコース料理からなります。ディナーの開始
時間には二つあり、インフォーマル・ホールが午後6時20分、フォーマル・ホールが午後7
時20分になります。フォーマル・ホールでは、ガウンが着用され、演台で学部学生により
ラテン語の祈りが唱えられ、演壇上では教授陣が食事をとります。ディナーの前に、ワイ
ン、ビール、およびその他の飲み物が、隣接する食堂から運び込まれます。

このホールは、オクスフォード、またはケンブリッジにある、ヴィクトリア
朝以前のカレッジでは最も大きくて、最大300席を配置できます。この食堂
には、壮麗な「ハンマービーム (短い片持ち梁)」の天井があり、壁には、
クライストチャーチの数多くの著名なメンバーの肖像画を見ることができ、
その中には、カレッジで学んだ13人の首相のうちの何人かが含まれます。
Tクライストチャーチは、王立の財団です。在位している英国の君主が、創
設者の代表を務め、「ビジター」として知られています。エリザベスII世の
胸像を、演壇の後ろに見ることができ、カレッジの創設者であるヘンリー
VIII世の胸像も見れます。

それぞれの学期は

10
週間 (第0週から第9週) からなり

100
人の教員

240
人の大学院生

430
人の学部学生
=

トム・クワド – 南側の中庭 (4)
ホールの階段を降りてくると、トム・クワドに出ます。元々、その規模のた
め、「ザ・グレート・クワドラングル」として知られている、このクワド
は、オクスフォードで最大のクワド (中庭) で、79.5 × 80.5 メートルあり
ます。17世紀に、6トンの重さの鐘「グレート・トム」が、サー・クリストフ
ァー・レンの新しい塔に設置されたことから、トム・クワドとして知られる
ようになりました。

合計で年間

80,000

食が作られ、クライストチャーチ
のコミュニティに、このホールで
給仕されます。
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大聖堂
開館時間
日曜日
午前8時 - ホーリー・コミュニオン
(聖体拝領)
午前9時45分 – 朝のお祈りと説教
午前11時 – 聖餐式
午後6時 - 唱詠晩祷 (夕べのお祈り)
平日
午前7時15分 -朝のお祈り
午前7時35分 - ホーリー・コミュニ
オン (聖体拝領)
(水曜日は午後1時)
午後6時 - 唱詠晩祷 (夕べのお祈り)
– 学期外は毎月曜に唱えられる

6 わたしたちの礼拝にはどなたでも参
加できます。
.................................
大聖堂で行われる礼拝とイベントに
関する情報については、
www.chch.ox.ac.uk/cathedralで、お
確かめください。
大聖堂へのグループ見学、またはガイ
ド付きツアーを手配するためには、以
下の大聖堂ビジター・オフィサー宛て
にご連絡ください :
01865 286165
cathedral@chch.ox.ac.uk

大聖堂 (5)
この古くからある小修道院の教会の大部分は、1170
年から1190年の間に、再建されました。大聖堂は、
以前には、現在トム・クワドがあるスペースに向け
て広がっていました。ウルジーは、その大きなカ
レッジの建設を進めるため、身廊の三つのベイ (柱
間) を壊しました。
ありがたいことに、12世紀建造の古い教会の残りの
部分は、解体を免れました。それは、主教管区の
大聖堂であるだけでなく、クライストチャーチの
ためのカレッジ・チャペルであるという意味でユ
ニークです。

北袖廊にある聖ミカエルの窓 (b)(クレイトン&ベル、1870)
は、大聖堂で最大の窓です。この窓にはヴィクトリア朝のガ
ラスが嵌め込まれていて、大天使ミカエルが、天使たちの軍
団を率いて、聖ミカエルの足下にドラゴンとして描かれてい
る悪魔をやっつける様子が示されています。この窓は、聖書
の最後の章の「黙示録」の一場面を説明しています。

g
f

d e

i
h

c
ラテ
ン・チ
ャペル

j

内陣

南袖廊

北袖廊

b

大聖堂への教育目的の訪問について
は、以下の大聖堂・教育オフィサー
宛てにご連絡ください :
01865 286003
educationchch.ox.ac.uk
本日の訪問中に、大聖堂について何
かご質問がある場合は、飾り帯で見
分けがつく大聖堂ガイドにお尋ねく
ださい。

ヨナの窓 (a) (アブラハム・ファン・リンゲ、1630年代)
は、大変、興味深いものです。なぜなら、ヨナの姿だけが、
ステンドグラスでできているからです。 窓の残りの部分は、
塗装ガラスの小さなパネルでできており、ニネヴェの町を細
部にわたって表現しています。

身廊

N

a

出口
入口

聖フリデスウィデ聖堂 (1289)
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1500年代に遡る「ウォッチング・ロフト (見学用ロフト)」(e)は、寄進を受け
た礼拝堂、またはウォッチング・ロフトであると考えられており、中世の木造
建築の優雅な例です。
聖堂から遠くないところに、ベル・チャペル (f)があります。
その祭壇と、土台部分から彫刻されている独立した十字架は、1942年に、ドイ
ツの諸都市の爆撃に抗議した主教ジョージ・ベルを記念したものです。
高い祭壇 (g)の近くに、主教の席があるのがわかります。これはオクスフォー
ド主教管区の母教会である印です。  

大聖堂の北東のコーナーのラテ
ン・チャャペル (c)には、聖フリ
デスウィデ聖堂 (左) がありま
す。大聖堂で最も古いモニュメン
トである、この聖堂は、植物と人
の顔の精緻な彫刻で装飾がされて
います。かつて、この聖堂には、
オクスフォードの守護神だった聖
フリデスウィデの遺品が保持さ
れていましたが、国王のヘンリー
VIII世が1538年に修道院を破壊し
た際に、粉砕されました。
その後、聖フリデスウィデは、近
くに、埋葬し直されました。
350年後に、聖堂の断片が発見さ
れ、つなぎ合わせて再建されま
した。
聖フリデスウィデの物語を説明し
ている、明るい色の東窓 (d)(左)
は、エドワード・バーン＝ジョー
ンズ (1858) によるものです。大
聖堂の東側のその他の窓は、バー
ン＝ジョーンズの後年の全く異な
る作品を展示しています (上)。

T皆さんの上にあるボールト天井 (h)は、大聖堂の建築上の栄誉の最たるもの
です。その美しいリブは、12の石の天窓から広がっており、中空に奇跡的にぶ
ら下がっているように見えます。ドームの中心部には、小さくて、お互いをつ
なぎ合わせる「リエルヌ」リブが、八角形の星形になっており、大聖堂の上、
遙か高くにある天国のイメージを形成しています。
思い出のチャペル (i) にある窓は、バーン＝ジョーンズのもう一つの作品
(1878) です。中央の像、アレキサンドリアの聖キャサリンの顔は、エディッ
ト・リデル (アリス・リデルの妹) の顔です。
南袖廊には、ベケットの窓 (j) (c.1320) があります。この中世の窓は、本大
聖堂で最古のもので、カンタベリー大聖堂で1170年に亡くなった大主教トマ
ス・ベケットの殉教を示す珍しいパネルが含まれています。ベケットは、修道
士と、彼を殺害した四人の騎士たちの間で跪いています。このパネルは、ヘン
リーVIII世による、トマス・ベケットのすべての像を破壊する命令から守るた
め、16世紀に表面に細工がされました。

クライストチャーチの12世紀の大
聖堂は、その親しみやすい音響効
果により、スティーブン・ダーリ
ングトンが指揮するクライストチ 7
ャーチ大聖堂聖歌隊の本拠地にな
っています。聖歌隊は、英国、お
よび国際的に最も著名なホールで
コンサートを行ってきました。
エキサイティングな音楽的伝統を
今の時代に体現している聖歌隊員
たちは、クライストチャーチ・カ
テドラル・スクールで教育を受け
ています。聖歌隊は、通常の礼拝
の他に、一年を通じて主要な行事
で歌います。数多くの賞を受賞し
たCDを、チャプター・ハウス・シ
ョップで購入できます。
チャプター・ハウス (6) は、元
々、小修道院の修道士たちの会合
の場所として建てられました。
それは、クライストチャーチで最
も古い部分の一つです。
現在、ここには、ショップがあ
り、また、銀と金のプレートが展
示されています。大聖堂の聖歌隊
員たちは、学期中、毎朝、隣接す
るロビーで練習しています。
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回廊 (7)
大聖堂と同様に、回廊は、元々の聖フリデスウィデ小修道院の一部で、
カレッジが建設される前に、ここに建っていました。聖フリデスウィ
デの時代 (紀元後8世紀) の遺体が、中央の区画で見つかりました。今
日、オリーブの木 (伝統的な平和の象徴) および噴水が、回廊に付け加
えられていて、大聖堂の聖なるスペースの玄関口の印となっています。

ピクチャー・ギャラリー

トム・クワド – 北側の中庭 (8)
このグレート・クワドラングル周辺のちょっと高くなった遊歩道に屋
根が有り、巨大な回廊を形成しているとご想像ください。これが、ウ
ルジー枢機卿の計画でしたが、それが完成することはついにありませ
んでした。壁の周辺のアーチ型と、突き出た土台が、残っているもの
のすべてです。また、ウルジーは、クワドラングルの北側沿いに、彼
のカレッジのための新しいチャペルを建設しようとしましたが、これ
も実現することはついぞありませんでした。100年の間、北側は、町の
人々に完全に開かれたままで、泥だらけの道を牛が通っていました。

6月(火曜日定休)
月曜、水曜 – 土曜 : 午前10時半 – 午
後5時
日曜 : 午後2時 - 5時

開館時間
10月 – 5月 (火曜日定休)
月曜、水曜 – 土曜 : 午前10時半 – 午後1
時&午後2時 - 4時
日曜 : 午後2時 - 4時

元々の小修道院の時代から続く回廊

7月 – 9月 (毎日開館)
月曜 – 土曜 : 午前10時半 – 午後5時
日曜 : 午後2時 - 5時
クリスマスと新年 (1月1日) は休館.
.................................

ペックウォーター・クワド (9)
トム・クワドのゴシック様式の壮麗さと対照的に、ペックウォータ
ー・クワドは洗練された古典派の様式を示しています。これらの優美
な18世紀の建物は、ペックウォーター家が営んでいた、中世の宿屋の
場所に建っています。学部学生の住居が、クワドの三方を占有する均
衡のとれた建物の中に提供されています。4つ目の翼には、すばらしい
図書館があります。学生たちがここで生活し、勉強しているので、見
学者は、できるだけ静かにして、建物の中に入らないようにしてくだ
さい。
ピクチャー・ギャラリー (10) (別途、入場料がかかります)
ここにおいでになられたら、忘れずに、クライストチャーチ・ピクチ
ャー・ギャラリーを訪れてください。英国の大画家達の絵画、デッサン
の、最も重要なプライベート・コレクションの一つです。このコレクシ
ョンは、賞を受賞した近代的な建物 (パウエル&モヤ, 1968) の中にあ
り、この建物は、オクスフォードにある20世紀の建築物のうち、最もエ
キサイティングなスペースだと、多くの人が考えています。
この建物と、そのコンテンツ (ヴァン・ダイク、ティントレット、ヴェ
ロネーゼ、カラッチ、リッピ、およびその他数多くの画家たち) は、あ
る意味、隠されていて、『不思議の国のアリス』(その庭の中にギャラ
リーはあります) のように、内側から、その姿を顕わにするだけです。
ギャラリーに入ることは、ウサギの穴に落ちてゆくようなもので、まっ
たく異なる世界、芸術と光と静けさの世界に躍り出るために、ジョージ
王朝様式の建物の下の廊下を通り抜けていかなければなりません。

入場料
4ポンド (割引料金2ポンド)
クライストチャーチの見学者は、一人2ポ
ンドの一式料金で、ピクチャー・ギャラリ
ーのチケットを購入することができます。
チケットは、ピクチャー・ギャラリー入口
でお求め頂けます。
グループ見学は、ギャラリーに直接、事前
予約する必要があり、最大15人までの制限
があります。
.................................
さらに詳細については、以下にご連絡く
ださい。
Christ Church Picture Gallery
Christ Church
St Aldates
Oxford OX1 1DP
01865 276172
picturegallery@chch.ox.ac.uk
サー・アンソニー・ヴァン・ダイク
「スキピオの自制 (ディテール)」
(c. 1620)

随時、入れ替わる特別展のプログラムにつ
いては、www.chch.ox.ac.uk/galleryをご
覧頂くか、フェイスブック、もしくは、
ツイッター @ChChGalleryでフォローして
ください。

