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中 1 学年委員会

ここでは僕たち中学 1 年生が好

中

Welcome to

▲ きな場所、教科、人数が多い部活をランキ
Rikkyo Ikebukuro
Festival

● year junior high scho

ング TOP5 まで理由と共に書いてありま

は 2 度目の清里キャン

学芸部インフォメーション R.I.F. 特別号 2018.10.31 発行
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

様々な展示をしています

てあります！
！

場をお待ちしております
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中 3 学年委員会
いよいよ R.I.F. も明後日となりました。 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、
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ドキド

中 学 生 と し て の 最 後 の R.I.F.。

こんにちは。毎

まとめ、校外学習の報告をはじめとした、
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＞

キヘルは、様々な「驚き

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、
● 三年間の集大成となる今年は中学校生活の
● たドキドキヘルスチェッ

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

る前後で血圧を測り、ど

成しました。皆様の御来場を心よりお待ち

を体験するものです。さ

しております。
数理研究部

かりの内容を扱っているのでは思う方が多いと思いま

405
～ 408
409・41
す。
しかし、
そんなことは決してありません！実際には、

一生懸命作り上げたプレゼンテーションを、お

数学のみならず、情報工学や経済学などの多岐にわた

非お気軽にご覧ください！

数理研究部

今年もやってまいりました数理研

● 部、科学部、生物部、天

自作ゲームの展示はもちろんのこと、昨年
今年度の
R.I.F. では、4 部屋を使った展示を行います！展示内容
動の様子をポスターで、

だきます！初日は「ROBO」というロボットと

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、
14
2 日の展示：●→ 10：00 ～ 15：30、▲→ 10：00 ～

奴隷時代にタップと出会い勇気と希望の光が ... こちらは高校生キャ
ストの作品です。2 日目の午後は「AN OLD THING」という作品
を上演致します。ゲームの世界に連れてこまれたある少年は無事に

は、毎年恒例の算数クイズや数学研究はもちろんのこと、部員によ
プレゼンテーションで発
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
今年も 4 階の４つの部屋で皆様のご来場をお待ちしております。

生物部
15回RIFプログラム本文

物カレンダー」です。いろいろな行事やこんな行事

04.indd 14

を展示しています。興味のある方は４階生物実験室

取った作品です。どれも立教池袋演劇部のオリジナルで、タップダ

までいらしてください。

ンスを交えた作品です。ぜひ観に来てください！
私たち写真部の展示会場では、主に部員が

皆さんこんにちは。今年度の生物部の展示は「生
を生物的に紹介しています。他にガザミやゴンズイ

元の世界に戻ってこれるのか、
、こちらは中学生キャストで特別賞を

地歴研究部

ストショットであり、個性豊かな味のある作品
ばかりが展示されています。そのため、きっと
あなたの心を引きつける作品が１つは見つかるはずです。
また、写真のほかにも今年の写真部の活動を模造紙にまとめて展
示する予定です。これを見れば、まだ知られていない写真部の魅力
を知ってもらえると思います。
この展示は私たち写真部の今年１年の集大成です。個性豊かな写
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てくる！昨年度は吹奏楽部創立 20 周年で盛り上がっ
ていましたが、今年度は創立 21 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。
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てます。ジオラマも頑張ってます。ぜひぜひど

高 1 学年委員会

うぞ。# 地歴 # 視聴覚教室 # 仙台 # 伊達政宗 # 教頭先生と愉快な

仲間たち # コーチのいる地歴 # 少し学んだジオラマ # 終わらないジ
オラマ # 部長だけ書き終えられない原稿

天文部

414

EV

（高 1‒4）

415

4

地学実験室 生物

今年の天文部も明室・暗室の 2 部屋で豪華な展

示を行います！！暗室ではマニアックな解説付きプ

410・415

411

ラネタリウムや発光絵画など、歴代天文部員達の成
天 文 部

理科

果を総結集した展示を行います！明室でも実際に望
新作簡易自作高級驚異のドーム
中学生の選科
遠鏡を覗いてみたり、オーロラを発生させて天文学の神秘に触れる
● （段ボール製）を使い、プラネタリウムを
● 観察の展示発表をします
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
地学実験室の暗室で上映します。秘境の土
た自由研究の作品群も、
お越しください！
地からの星空をテーマにした蛍光星図をブ
年別に展示します。理科
ラックライトで、怪しく光らせて展示し
ま｠す。

の幅広いジャンルの曲を演奏することに変わりはありません！

が感じられると思います

412・416

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。では例年よりも曲数が多く、様々な曲を演奏するため、皆
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

407

高 2 学年委員会

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

様が聴いたことのある曲も多く存在する思います。

宗や東北でも名高い藩だった仙台藩。松島など、
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さまざまな魅力を部員が各自で調べ上げ、纏め
（高 2‒4） （高 2‒3）
（高 2‒2） （高 2‒1）
（高 1‒3） （高 1‒2） （高

真たちが皆さんをお待ちしています。ぜひ写真部へお越しください！
R.I.F の名物である吹奏楽部の演奏が今年もやっ

今年度のテーマは仙台。伊達政宗の作り

上げたその町は歴史の色濃く残る町でした。政

1 年間撮影した作品の集大成を展示しています。
それらの写真は部員それぞれが自身で選んだベ

待！

立教池袋の理系

る分野を研究しています。
● 究部です！！例年通り算数クイズの実施や

ンテニアルホールで 3 回の公演をやらせていた

こんにちは！演劇部です！今年も演劇部は 5F セ

は「TAP」という作品を上演致します。少年が

吹奏楽部

理系 4 ク

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
誇る理系クラブの活動
る自作の
3D ゲームや３D
レンダリング、例年よりさらに進化した
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。
ださい。

少年の友情の物語をやります。2 日目の午前中

写真部

数理研究という団体名を見ると、数学ば
く知りませんか ?!

にて行います。優れた英語力と話術を活かし、
楽しみください。途中入退室可能ですので、是

演劇部

昨年、一昨年にも劣らない最高の展示を作

●

生

物

413

部

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

●

今年の科学部は

く発見されたニホニウム

表」というテーマで実験

と身近な生物の関係です。面白いので是非

な演示実験しているので

来て下さい！

てください！
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す。全世

子を
ので是非

ぜひ

房総の風景画や、普段の活動で製作した多くの
312
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RIKKYO
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ン・
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美術部の展示では、今年の夏合宿で描いた南

作品を展示しています。イラストや鉛筆画、工
（中 2‒3） （中 1‒4）
（中 1‒3）
作など、細部までこだわり抜かれた緻密なもの

3F

から大きなサイズのものまで、部員の熱意がこ

もった個性豊かな作品の数々をぜひご覧ください。
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★ 有志近代史の初展示です。当時の戦艦や戦
なっているかと思いますので、是非足をお運び下さい。お待ちして
ついにこの年がやってきました！
るスペースとなっています。美術に興味をもっていただける展示と
車を再現した模型、実物の勲章、写真、古
おります。
地図など、目玉展示が盛り沢山！景品有り
のクイズも行っていますので、ぜひ挑戦し

私達、文藝部は例年通りに文集『言葉の玉手箱』
文芸部
てみてくださいね！
の配布、俳句甲子園本大会出場を果たし一層、

J
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す。
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また、昨今の俳句ブームに乗じて皆さんにも

美術部は今年も R.I.F. に向けて活

俳句に親しんで戴けるような出展、中学受験生必見の文学クイズも

303・304
★ 動してきました。今年の夏合宿地の伊東の
用意致しました。無駄に広い部屋を確保してしまったので、是非、

RIKKYO GAME SHOW

休憩も兼ねて足をお運び下さい。
風景画の他、部員が各自制作したイラスト

や工作などを展示しています。個性あふれ
今年でついに 4 年目！今年もゲー

るムの魅力や歴史、体験プレイやクイズな
1 年間の成果をどうぞご覧下さい。
★放送研究部
R.I.F 中の BGM や落とし物、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
どといった盛り沢山の展示に加え、新企
313
ます！表舞台に立つことはありませんが、皆様が快
画である大会や、他団体との共同スタン
放送研究部
適な R.I.F を過ごせるよう、全力で放送します！！
プラリーを実施しています！ぜひ
RGS へ
「生麦生米生卵、東京特許許可局」
よろしくお願いします！！

早口で言えますか。展示内容は①熱海リ

GO！
！

ポート②無線機体験③放送室見学④早口言
こんにちは！鉄道研究同好会で
鉄道研究同好会
葉体験です。特別な機械を見学＆体験でき
は、鉄道模型の展示、体験運転や、運転シミュレー

ターを使った実在する路線の運転シミュレー
305
ションなど多彩な展示で皆様をお待ちしており
鉄道研究同好会

るのは放送部だけ！あなただけの特別なひ
と時を。

ラス

ます。今年は初めて 2 部屋を使用した大規模展

13

0
3 日の展示：全て 10：00
～ 15：30
メン
お願い、死なないで寝台特急！
示です。鉄道が好きだという方、そうでもない…という方、どなた

のが

業で

意し

★

でも歓迎いたします。ぜひ一度、足をお運びください！
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

成果

、古

ピー

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

から！次回、
「国鉄車両死す」
。デュエルス
今年は「学校では教わらない科学の実験」で演示

R.I.F. としては 17 回ですが、立教中学校時代から数えると 68 回

2016/10/18 9:16:29
験室Ｂで科学部の実験の展示を行います。

います。やるなと言われていることも今後の科学の発展のためしっ

好き

の紹介です。新たな発見をあなたに !! その発見は必ず、あなたの糧

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

験、奇実験、危実験など、さまざまな実験をして

作品

天文部が共同で展示をします。それぞれの部活が誇る研究、部活動

みなさんこんにちは、科学部です。今年も化学実
科学部
てる。顧客を得れば、新幹線に勝てるんだ

実験を行います。普段はできそうでできない珍実
タンバイ！

展

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、

有志近代史
また体験コーナーでは、より多くの方に美術の楽しさを共有でき

レベルの高くなった部員の俳句の展示を行いま

真

理系 4 クラブ共同展示

307 フィリピン薬品支援
ボランティアバザー

かりと実験しています。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、ぜひ化学実験室Ｂにお越しくだ
さい。

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
●クワイアー
日ごろ学内の礼拝にて奉仕活動として歌って
売られる商品は生活用品から高級品まで幅
います。RIF
ではコンサートとして演奏いたします。テーマを「神
広いものがあります。今年の目玉は現地の
への賛美」とし、典礼文をジャズ風にアレンジした曲を集めました。
皆さんの心に届くよう思いを込めて歌います。いつもと一味違うク
ドライマンゴーとアクセサリーです。ぜひ
ワイアーを、ぜひご覧ください。
ともご来場下さい。両日とも、13：30 開
場です。

あり、部報も同じ「いろり」です。
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。

