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　英語部　　今年の英語部では昨年に引き続き、英語でのプ
レゼンテーションを５階、センテニアルホール
にて行います。優れた英語力と話術を活かし、
一生懸命作り上げたプレゼンテーションを、お
楽しみください。途中入退室可能ですので、是

非お気軽にご覧ください！

　演劇部  　こんにちは！演劇部です！今年も演劇部は 5F
センテニアルホールで 3 回の公演をやらせてい

ただきます！初日には中学生高校生合同で演じ

る「BROTHERS」を上演します。優れた兄と

それを妬む弟の関係を描いた作品です。２日目

の午前の公演では「汚れたカネとたっぷ」を上演します。脚本演出

出演全てを中学生のみで作り上げた劇です！立教池袋演劇部恒例の

タップダンスも盛りだくさんです！午後の公演では高校生が演じる

「MYLIFE」を上演します。10 年前に死んだはずの主人公が 1 日だ

け蘇り…どの作品も立教池袋演劇部のオリジナル作品で個性もさま

ざまです！ぜひご覧ください！

　写真部　　　こんにちは。私たち写真部の展示教室では、
部員たちが今年度に撮影したベストショットを
展示しております。R.I.F. は，私たち部員にとっ
て唯一の自分たちが撮影した写真を多くの人に
みてもらえるチャンスですので、どの写真も部

員たちの力作です。きっとあなたの心を惹きつける作品も見つかる
はずです。ぜひ写真部の展示へお越しください。

吹奏楽部　 R.I.F の名物である吹奏楽部の演奏が今年もやっ
てくる ! 今年度は創立 22 周年となりました。その
ため、センテニアルホールで行われるメインステー
ジでは、心機一転して新しい曲を多く取り入れま
した。とはいえ、例年通りクラシックをはじめに、
ジャズやポップスなどの幅広いジャンルの曲を演

奏します。
　また、例年通り地下一階の音楽教室ではアンサンブルステージを
行います。例年よりも曲数が多く、様々な曲を演奏するため、皆様
が聴いたことのある曲も多く存在する思います。 
 どちらのステージも華麗な立池サウンドをお届けするので乞うご期
待！

　数理研究部　数理研究という団体名を見ると、数学ば
かりの内容を扱っているのでは思う方が多いと思いま
す。しかし、数理研究部の部活内容は数学だけではあ
りません。実際には、数学以外にも情報工学や経済学
など幅広い分野を研究しています。

　今年度の R.I.F. では、5 部屋を使った展示を行います。展示内容は、
毎年恒例の算数クイズや数学・経済研究はもちろんのこと、部員に
よる自作ゲームや 3D モデリング、AI 技術を用いた曲の作成、高校
生による VR（バーチャルリアリティ）のアトラクションといった
最先端のコンテンツが体験できます。例年大人気で満員御礼の数理
研究部は、今年も 4 階の 5 つの部屋で皆様の来場をお待ちしており
ます。

　生物部　　皆さんこんにちは。今年度もウミホタルの発光
実験を行う予定です。ウミホタルが発する幻想的な
光を見に来てください。他にもガザミやゴンズイな
どの生き物たちが 4 階生物実験室で待っています。
生き物好きの方はぜひ。

　地歴研究部　　今年の研究旅行は金沢周辺を訪れまし

た。金沢は加賀百万石と言われたころのように

今も栄えていました。地歴研究部では、加賀藩・

兼六園・金沢城などの歴史や石川県の自然・農

林水産業などの地理について各部員がテーマを掲げ、まとめたもの

を展示しています。ジオラマも製作中です。ぜひ、気軽にお立ち寄

りください。

　天文部　今年の天文部４階を入って右の地学実験室で

展示を行います！！そこは部員ごとに異なるはマニ

アックな解説付きプラネタリウムや発光絵画など、歴

代天文部員達の成果を総結集した展示を行います！

さらにオーロラを発生させて天文学の神秘に触れることができます

よ！展示大賞受賞の実績もあるのでこの機会に是非お越しくださ

い！
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RIKKYO展示案内（屋内）
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化学実験室 B

　　　　今年もやってまいりました数理研
究部です！！例年通り算数クイズの実施や
自作ゲームの展示はもちろんのこと、昨年
に引き続き 3D プリンターや VR（バーチャ
ルリアリティ）を体験することもできま
す！！全 4 部屋をもってお届けする数理研
45 周年の展示を是非お楽しみください。

405 ～ 408 
数理研究部

　　　　ここでは僕たち中学 1 年生が好
きな場所、教科、人数が多い部活をランキ
ング TOP5 まで理由と共に書いてありま
す。他にもキャンプやクラスでの生活など
皆さんが気になる事についてたくさん書い
てあります！！

401 
中 1 学年委員会

　　　　 中 学 生 と し て の 最 後 の R.I.F.。
三年間の集大成となる今年は中学校生活の
まとめ、校外学習の報告をはじめとした、
昨年、一昨年にも劣らない最高の展示を作
成しました。皆様の御来場を心よりお待ち
しております。

403 
中 3 学年委員会

　　　　立教池袋の理系クラブ（数理研究
部、科学部、生物部、天文部）が普段の活
動の様子をポスターで、研究活動の成果を
プレゼンテーションで発表します。立教が
誇る理系クラブの活動をぜひ見に来てく
ださい。

409・414 
理系 4 クラブ共同展示

　　　　Welcome to R.I.F. We are 2nd 

year junior high school students.  今年

は 2 度目の清里キャンプの感想に加えて

様々な展示をしています。みなさまの御来

場をお待ちしております！！

402 
中 2 学年委員会

　　　　こんにちは。毎年恒例となってき
たドキドキヘルスチェックです。略してド
キヘルは、様々な「驚き」がある部屋に入
る前後で血圧を測り、どれだけ変化するか
を体験するものです。さあ自分の血圧を深
く知りませんか ?!

404 
ドキドキヘルスチェック

401
 

402
（高 3‒3）

2 日の展示：●→ 10：00 ～ 15：30、▲→ 10：00 ～ 16：00
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　いよいよ R.I.F. が間近になりました。 R.I.F. 実行委員会はより多くの方に楽しんでいただけるようにと様々な企画を立案し、実行委員会、

打ち合わせ会を通して、実行しています。一方、学芸部はその内容はすべて部活に一任されていています。「一任」という言葉のから、

内容に関する責任の重さを感じます。 学芸部の成果を R.II.F. にて皆さんも楽しんでください。 　　　　　　＜編集子＞

RIKKYO
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生物実験室

415
地学実験室414

（高 1‒4）
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高 1 学年委員会高 2 学年委員会

412

　　　　高校 2年生では、5月に行った郊

外学習の報告をポスター展示しています。

それぞれ特長のある 4コースをまとめま

した。ぜひご覧下さい。

4 階  廊下 
高 2 学年委員会

　　　　皆さんこんにちは！今回のテーマ
は…なんだと思いますか？正解は実際に来
てのお楽しみと言いたいところですが、今
回は特別に教えます！ずばり食べている物
と身近な生物の関係です。面白いので是非
来て下さい！

412・416 
生　物　部

　　　　今年の科学部は、最近話題の新し

く発見されたニホニウムに関連して「周期

表」というテーマで実験を行います。様々

な演示実験しているのでよかったら見に来

てください！

413 
科　学　部

　　　　新作簡易自作高級驚異のドーム
（段ボール製）を使い、プラネタリウムを
地学実験室の暗室で上映します。秘境の土
地からの星空をテーマにした蛍光星図をブ
ラックライトで、怪しく光らせて展示し
ま｠す。

410・415 
天　文　部

　　　　中学生の選科 Bにおける実験・

観察の展示発表をします。夏休みに行われ

た自由研究の作品群も、高校生を含めて学

年別に展示します。理科好きの生徒の意欲

が感じられると思います。

411 
理科選科自由研究

　　　　皆さんこんにちは。高 1学年委
員会です。5月に学年をいくつかのグルー
プにわけ、興味のある職業を学ぶ機会があ
り、その仕事について取材をすることがで
きました。高 1教室前の廊下にポスター
を展示しています。

4 階  廊下 
高 1 学年委員会

★→ 10：00 ～ 16：30　3 日の展示：全て 10：00 ～ 15：30

● ●
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　美術部　　 今年の美術部は普段の活動で製作した作品の展
示に加え、「和」というテーマで教室の装飾やオ

ブジェ、共同作品に部員全員で取り組んでいま

す。また、今年の体験コーナーは自分だけのキー

ホルダーを作ることができます。小さなお子様

でも簡単に作ることができるので是非足をお運びください。

　文芸部　　   我々文藝部は文集『言葉の玉手箱』の配布。
　初の２チーム出場を果たした俳句甲子園での

作品の展示、短歌甲子園出場についての展示を

行います。

　また、昨今の俳句ブームに便乗し、文藝に生き、

文藝を守り、文藝を往く部員による俳句アンケート『ハイクスール・

フリート』を行います。部員の句を見ることができる機会です。ぜ

ひ、ご参加ください。無駄に広い部屋を確保してしまったので、是非、

休憩も兼ねて足をお運びください。

　放送研究部 R.I.F. 期間中の BGM や落し物、各団体の

発表や宣伝のお知らせを私たち放送研究部が担当

します。そして今年度は、2 年ぶりに展示も行いま

す。普段あまり表舞台に立つことがない私たちの展

示にぜひお越しください！もちろん、裏舞台での放送も全力で行い

ます！

　鉄道研究同好会　こんにちは！鉄道研究同好会で
す。当団体は，昨年度より２教室を利用し，皆
様により多くの「鉄分」を補給していただける
よう，充実した展示を目指して参りました。今
年度も同様，２教室での大規模な展開で，鉄道

模型や，その体験運転，部員が所有する鉄道グッズが皆様をお待ち
しております。鉄道に関するクイズや，来場記念のオリジナル切符（硬
券）の配布等，鉄道の知識の有無に拘わらず楽しんでいただける展
示もたくさんありますので，どうぞお気軽にお越しください。

 科学部　 みなさんこんにちは、科学部です。今年も化学実
験室Ｂで科学部の実験の展示を行います。

       　　 今年は「いろんな colour」というテーマで演示
実験を行います。今回は名前からわかる通り「色」
をテーマに夏の風物詩である花火で作られる反応

や、BTB 液などの指示薬を使った実験をしています。科学に興味の
ある人も、あまりない人も楽しめる内容となっておりますので、ぜ
ひ科学実験 B におこしください。

　クワイアー　日ごろ学内の礼拝にて奉仕活動の一環として

奉唱しています。R.I.F. ではコンサートとして演奏致します。J.G. ラ

インベルガーのミサ曲のほかに、美しく情緒のあるメロディーと心

に響く曲ばかりです。礼拝堂以外で歌うのは年に一度だけなので部

員一同張り切っています。いつもと一味違うクワイアーをぜひご覧

ください。

　理系 4 クラブ共同展示
　立教のブレインこと、理系 4 クラブの科学部、数理研究部、生物部、
天文部が来校者向けに共同でスタンプラリーをします。それぞれの
部活が誇る研究、部活動を体験してください。新たな発見をあなた
に !! その発見は必ず、あなたの糧となるはず。

　中１の皆さん必読

展示大賞・発表大賞・出店大賞について

　立教中学校時代、名称を文化祭からすずかけ展へと変更し、１年
間の活動の成果を展示・発表する趣旨をより前面に押し出すことに
なりました。1990 年のことです。そして、1996 年立教中学創立
100 年時の実行委員長は、最優秀と思われる展示・発表に対して大
賞とし表彰することにより、展示・発表団体に励みになればという
ことで、展示大賞を創設しました。展示大賞の盾は、そのまま現在
も引き継がれています。
　初回は展示大賞のみで、すべての団体の中から選ばれ、ボーイス
カウト部が栄光に輝きました。２年目からは展示部門と発表部門と
に分かれ、新たに発表大賞が創設された。そして、栄えある第 1 回
展示大賞は天文部が、発表大賞はボーイスカウト部が受賞しました。
その盾は、現在も使われている。
　その後、展示大賞、発表大賞とも学友会が受賞していることは特
筆すべきことかもしれません。
　大賞への投票権は、創設時から変わらず、すずかけ展・R.I.F. と変
わっても、来校者のみに与えられています。生徒・教職員には投票
権がなく、知り合い関係では、投票権をもつのは保護者の方々及び
立教新座中 ･ 高の生徒や皆さんの知人、友人になります。
　ちなみに、昨年、展示大賞は「数理研究部」が受賞しました。

クラブのロゴについて
　ロゴの中にも歴史があります。つまり、このロゴは、各クラブの
象徴でもあります。
　このロゴの歴史をひも解くと、いろいろなことが分かります。
　たとえば地歴研究部のロゴは、昭和 30 年代のいしずゑに記録が
あります。立教新座高校にも地歴研究部がありますが、同じロゴで
あり、部報も同じ「いろり」です。
　R.I.F. としては 18 回ですが、立教中学校時代から数えると 69 回
目となります。
　皆さんが思っている以上に、歴史と伝統のある文化祭ですので、
自分には関係ないやではなく、楽しんでください。
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　　　　中 1は、クラス代表の優秀作品
を展示します。中 2選科は、自分の好き
な言葉を作品化し中 3では、授業の成果
を硬筆作品で発表します。高 3では、古
典学習を踏まえ自分の“座右の銘”をアピー
ルします。

306 
書　道　展

　　　　私たちアメリカキャンプ参加者は
ヒューストン（シアトル）とスティーブン
ス（カリフォルニア）に分かれてプログラ
ムに参加しました。文化祭ではその様子を
展示します。在校生、ご来場の皆様、ぜひ
ご覧ください。

301 キャンプヒューストン・
キャンプスティーブンス

　　　　今年でついに4年目！今年もゲー
ムの魅力や歴史、体験プレイやクイズな
どといった盛り沢山の展示に加え、新企
画である大会や、他団体との共同スタン
プラリーを実施しています！ぜひRGSへ
GO！！

303・304 
RIKKYO GAME SHOW

　　　　今年もフィリピン薬品支援ボラン
ティアの季節がやって来ました。バザーで
売られる商品は生活用品から高級品まで幅
広いものがあります。今年の目玉は現地の
ドライマンゴーとアクセサリーです。ぜひ
ともご来場下さい。両日とも、13：30 開
場です。

307 フィリピン薬品支援
ボランティアバザー

　　　　お願い、死なないで寝台特急！
あんたが今ここで廃止されたら、鉄道オタ
クはどうなっちゃうの？ライフはまだ残っ
てる。顧客を得れば、新幹線に勝てるんだ
から！次回、「国鉄車両死す」。デュエルス
タンバイ！

305 
鉄道研究同好会

　　　　7月 20日から 2泊 3日でグルー

プホーム高山の家で実施したワークキャン

プのビデオを放映します。納涼祭のお手伝

いをし、利用者の方々と楽しい時を過ごし

ました。

302 
ワークキャンプ

3F

I

301
BCD

302
A

EFGHJ

　　　　立教池袋には帰国生が主なメン

バーである英語の Sクラスというものが

あります。いったいどんなことを授業で

やっているのか、英語での展示物を用意し

ていますので、ぜひご覧ください。

英語教室壁面 
中学英語 S クラス

2 日の展示：●→ 10：00 ～ 15：30、▲→ 10：00 ～ 16：00
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