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　英語部　　今年の英語部では例年と少し趣向を変え、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。スポーツやテクノロ
ジー、社会制度といった多岐にわたるテーマに
ついて、各々の考えを発信していきたいと思っ

ています。途中入退出可能ですので、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！初日と 2 日目の午後は「ANOTHER 
WORLD 」という劇を上演いたします。ある
一人の少年が抱えていた事とは、、こちらは中

学生キャストの作品で大会で特別賞を取った作品です。そして 2 日
目の午前は高校生キャストによる「月光」という劇を上演いたします。
こちらの作品は捨てられた少年達が目指すものとは、、どれも立教池
袋演劇部のオリジナルのタップダンスを交えた劇です。ぜひ観に来
てください！

　写真部　　　　私たち写真部の展示会場では、主に部員が
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
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
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！

吹奏楽部　R.I.F. の名物、吹奏楽部の演奏が今年もやってく
る！今年は吹奏楽部創立 20 周年！ということで部員
一同頑張っております‼︎今年の曲はクラシック、ジャ
ズ、ポップスの誰もが知っているあんな曲やこんな曲
まで、例年以上に幅広く演奏します。
また、地下一階の音楽教室でも、毎年恒例、少人数編

成のアンサンブルステージをお送りします！楽器とは不思議なもの
で、同じ楽器で同じくらいの上手さの人が演奏しても音色が違うこ
とがあります。なので、少人数編成はそれぞれの個性溢れる演奏を
聴くことが出来ます。是非聞きにきてください！立池吹奏楽部なら
ではの演奏を聴き逃すな‼︎

　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、そんなことは決してありません！実際には、
数学のみならず、情報工学や経済額などの多岐にわた
る分野を研究しています。

　今年度の R.I.F. では、史上初の 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研究はもちろんのこと、
部員による自作の 3D ゲームや体験型プロジェクションマッピング、
そして例年よりさらに楽しさを増して進化した 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
部屋で皆様のご来場をお待ちしております。

　生物部　　皆さんこんにちは。今年度の生物部の展示は「集
団をつくる生物」（例：魚類、イソギンチャク、キノコ、
ヒト等）です。日常生活では見る機会が無い生き物
の生体展示も行っていますので、興味のある方は４
階生物実験室までいらしてください。（興味がなく

てもいらしてくださると嬉しいです。）

　地歴研究部　今年度は福岡へ行きましたよ！教科書に

出てくる元寇防塁跡や縄文時代の伊都国の関連、
そして今年世界遺産に登録されたばかりの宗像
大社など、さまざまな場所を巡り、調べてきま
した。その成果をみなさんもぜひご覧下さい！

そして今年もジオラマはありますからね！ # 地歴 # 視聴覚教室 # 福
岡 # 教頭先生と愉快な仲間たち # 学ばないジオラマ # 終わらない展
示製作 # ここは数研ではありません。

　天文部　今年の天文部も明室・暗室の 2 部屋で見せ・観せ・
魅せます！！暗室では新技法を用いて手作りしたプ
ラネタリウム Mk.2 や天文ファンならではの濃い解
説、明室では実際に部活動で使用している多種多様
な望遠鏡の展示や発光ダイオードによる星雲の再現

も ...? リラックスしたい方や静かな場所でゆっくり過ごしたい人も
是非お越しください！
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RIKKYO展示案内（屋内）
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413
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. も来週となりました。 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、

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＞
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406
（高 2‒3）

405
（高 2‒4）

407
（高 2‒2）

408
（高 2‒1）

410
（高 1‒2）

409
（高 1‒3）

411
（高 1‒1）

416
生物実験室

415
地学実験室414

（高 1‒4）
EV

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

● ●

● ●

15回RIFプログラム本文　04.indd   15 2016/10/18   9:16:30



　美術部　　 美術部の展示では、今年の夏合宿で描いた埼玉
県秩父市の風景画を展示します。また、普段の
活動で制作した多くの作品も展示しています。
模写やイラスト、工作など、細部までこだわり
抜かれた緻密なもの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、是非ご覧ください。
そして、今年は展示の一環として装飾にも力を入れ、より美術部の
展示を楽しんでいただけると思います、
 また、来ていただいた方々参加可能なコーナーでは、より多くの方
に美術の楽しさを共有でき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。お待ちしております。

　文芸部　　私達、文藝部は例年通りに文集『言葉の玉手箱』
の配布、俳句甲子園本大会出場を果たし一層、
レベルの高くなった部員の俳句の展示を行いま
す。
　また、昨今の俳句ブームに乗じて皆さんにも

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
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、
休憩も兼ねて足をお運び下さい。

　放送研究部『次は、箱根湯本～お忘れ物にご注意くだ
さい。』この夏、私達は箱根で合宿を行いました。2017 年の RIF

では例年の BGM や宣伝の放送だ
けではなく、昨年のトロッコのような楽しい展示
も行います。場所は中学 3-3 ！
展示内容は主に４つ！①早口言葉体験②トラン

シーバー体験③放送室見学④箱根のレポートとゲームです。特に箱
根の紹介には力を入れており、皆様に『最高』をお届けしたい。いや、
お届けします。
もちろん、本来の仕事である放送も全力で行います。特別な機材を
体験・見学できるのは放送研究部だけ！！是非いらしてください

　鉄道研究同好会　有志展示から発展した当団体も
発足から 5 年が経過しました。今までにも増し
て成長した展示で皆
様をお出迎えいたします。鉄道模型の展示、体験
運転や運転シミュレータの体験など定番展示の

ほかにも、様々な展示をご用意しております。鉄道が好きだという方、
そうでもない…という方、どなたでも歓迎です！ぜひ一度、足をお
運びください！

 科学部　 みなさんこんにちは、科学部です。今年も科学実
験室 B での科学部の実験の展示を行います。今年度
は「メイキングメタル」というテーマで演示実験を
行います。メイキングメタルというテーマでは様々
な金属を作ることを目的とした実験を行います。今

回は今年の夏休みに行った合宿先で行った実験「灰吹き法」なども
演示実験を行います。科学が好きな人もあまり好きではない人も楽
しめる内容となっております。ぜひ化学実験室 B にお越しください。

　クワイアー　普段礼拝などで奉仕活動をしている私たちで
すが、RIF ではコンサート形式で発表します。今回は「大いなる地
球を賛美」と題し、美しい地球をイメージした壮大な合唱曲を集め
て演奏いたします。いつもとは一味違うクワイアーをお楽しみくだ
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、
天文部が共同でプレゼンテーション・展示をします。それぞれの部
活が誇る研究、部活動の紹介です。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
なった。1990 年のことである。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、展示大賞を創設した。展示大賞の盾は、そのまま現在も引
き継がれている。
　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いた。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ない。
　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る。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、友人である。
　ちなみに、昨年、展示大賞は「数理研究部」が受賞した。
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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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　　　　今年初の団体です！様々なアニメ
を扱い、原画集やグッズ、セル画などを展
示して紹介します。アニメのOP放映や、
景品が貰えるクイズも行っています。全世
代が楽しめる内容となっていますので是非
お立ち寄り下さい！

308 
立教アニメフェア

　　　　私達、写真部は部員各々がそれぞ
れのテーマを持って撮影しており、その集
大成を展示します。お声をかけて頂ければ
部員が写真について説明させて頂きます。
皆さまのご来場を心からお待ちしており
ま｠す。

310 
写　真　部

　　　　今年も中学校、高等学校の美術の

授業で制作した作品を展示します。絵画、

デッサン、墨絵、版画、工作などの作品で

す。中学校美術選科での作品も展示してい

ます。是非ご覧下さい。

312 
美　術　展

　　　　美術部は今年もR.I.F. に向けて活

動してきました。今年の夏合宿地の伊東の

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

る 1年間の成果をどうぞご覧下さい。

311 
美　術　部

　　　　「生麦生米生卵、東京特許許可局」
早口で言えますか。展示内容は①熱海リ
ポート②無線機体験③放送室見学④早口言
葉体験です。特別な機械を見学＆体験でき
るのは放送部だけ！あなただけの特別なひ
と時を。

313 
放送研究部

　　　　ついにこの年がやってきました！
有志近代史の初展示です。当時の戦艦や戦
車を再現した模型、実物の勲章、写真、古
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
てみてくださいね！

309 
有志近代史

306
（中 1‒2）

305
（中 2‒1）

307
（中 1‒1）

310
（中 2‒4）

309
（中 3‒3）

308
（中 3‒4）

304
（中 2‒2）

303
（中 3‒1）

総合
3B

313
（中 1‒3）

311
（中 2‒3）

312
（中 1‒4）

EV

中学自由研究パネル展示

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

★ ★

● ★

★ ●
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14

RIKKYO展示案内（屋内）

4F
404

（高 3‒1）
403

（高 3‒2）

413
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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