
Rikkyo Ikebukuro Festival

学芸部インフォメーション　R.I.F. 特別号
2016.10.24 発行

　英語部　　英語部では今年も例年に引き続き英語劇を５
階のセンテニアルホールで行います。今年は童
話の「白雪姫」を題材にした劇を行います。今
年は初の試みとして、スクリーンに背景を映し
出す予定です。ぜひ足を運んでみてください！

　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！初日は「ROBO」というロボット
と少年の友情の物語をやります。2 日目の午前
中は「エンディング」という中 3 の夏休み仲間

とキャンプに出かけた少年が言い出せなかった事とは、、、！こちら
は中学生キャストの作品です。2 日目の午後は「家出の言い分」と
いう親に不満をかかえた少年が家出をして仲間と出会う物語です。
これは高校大会で奨励賞を獲った作品です。そして ROBO と家出の
言い分はタップを交えた劇です。どれも立教池袋演劇部のオリジナ
ルの作品です。ぜひ観に来てください！

　科学部　 こんにちはみなさん、こんにちは、科学部です。
今年も化学実験室 B での科学部の実験の展示を行
います。今年度は「元素周期表」というテーマで
演示実験を行います。元素周期表というのは似た
性質を持つ元素同士が並ぶようにしたものです。

　今年は発見された新元素の命名権が日本の理化学研究所に与えら
れて「ニホニウム」という名前で周期表の中の元素に加えられました。
その報道などで元素周期表のことを思いだした人もいるかもしれま
せん。ということで元素周期表に関係する演示実験を行います。
　科学が好きな人も、あまり好きでない方も楽しめる内容になって
います。ぜひ、お越しください。化学実験室 B で展示実験をしてい
ます！

　写真部　　写真部の展示会場では、主に部活動で撮影し
た写真を中心に、部員の魂のこもった作品を多
数展示しております。今年度は毎年行われる合
宿にくわえ、写真の勉強会、モデル撮影会と例
年に比べて活動的な１年だったので、レベルアッ

プした部員たちの作品を皆様にお届けします。
　さらに、個性豊かな部員たちが１年間撮りためた中の選りすぐり
の作品を展示しており、それぞれのセンスで撮られたバラエティ豊
かな写真たちが皆様をお待ちしております。写真部へぜひお越しく
ださい！

　吹奏楽部　RIF の名物・吹奏楽部の演奏が今年もやっ
てきた！
　今年のテーマは「LEGEND」！。５階センテニア
ルホールでの演奏は、部員全員によるポップス界の
レジェンドであるスティービー・ワンダーやマイケ
ル・ジャクソンなどの迫力のメドレーをお楽しみ下

さい。他にもジャズやクラシックといった幅広い音楽をお送りいた
します。
　そして、地下１階音楽室 A では少人数編成のアンサンブルステー
ジをお送りします。センテニアルホールとは一味違う、個性豊かな
演奏を間近で体感できるので、是非聴きに来て下さい。
　立教池袋ならではのこの吹奏楽部を見逃すな！

　数理研究部　数理研究部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と思う方が多いか
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、情報工学や経済学などの多
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 4 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 2D/3D ゲームや 3D モデリング・3D プリンター、
そして昨年度よりさらに進化した 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 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　皆さんこんにちは !! 1 年ぶりですね。今回のテー
マは食品と生物です。普段、皆さんが口にしてい
るあんな食べ物やこんな食べ物には生物が大きく
関わっています。知って楽しくなるような食品と
生物の関係性の知識を学ぶことも出来れば、我々

は 1 つの命をいただいていることを考えさせられるような展示も
行っております。来て、見て楽しい展示です。

　地歴研究部　今年は明石・姫路へ行ってきました。

部員も多く入部したので展示も豪華になり、恒
例の模型もパワーアップしたかも……？

　 ああ ^~ しろまるひめ可愛ええんじゃ ^~
 # 地 歴  # 視 聴 覚 教 室  # ガ シ ャ  # 原 先 生 と 愉 快 な 部
員 た ち  # 明 石・ 姫 路  # コ ー チ の い る 部 活  # 姫 路 城  
# 研究旅行部
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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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　各クラブのアイコンは、いしずゑ、R.I.F. のプログラムから引用しました。かつては部員章として上着の襟につけている部員も数多く

いましたが、最近はごく少数に。このアイコンを知らないという現役部員もいるようですが…。まだないクラブは、今回をきっかけにク

ラブのアイコンを作ってみてはいかがでしょうか。運動部の各部にもありますね。いしずゑを見てみましょう。　　　　　　＜編集子＞



　天文部　今年も新星天文部をお見せします。暗室ではパ
ワーアップしたプラネタリウムの解説やＢＧＭ，
明室ではオーロラ実験や新たな催しも魅力です。
リラックスしたい人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。

　美術部　　美術部の展示では、今年の夏合宿で描いた静

岡県伊東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
わりぬ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、来ていただいた方が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
味を持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　　私たち文藝部は、例年通りに部誌「言葉の玉
手箱」の配布、普段の部活動で作られた俳句の
展示等を行います。部員によって作られた力作
を多くの方に見ていただければ、と思います。
　また、昨今の俳句ブームに乗じて皆さんにも

俳句に親しんでいただけるような出展も行っています。今年は毎年、
人が全く来ないというのに大きな部屋を取ってしまいました。どう
か、休憩所とでも思っていらしてください。

　放送研究部『次は、熱海～お忘れ物にご注意くださ
い。』この夏、私達は熱海で合宿を行いました。

　 2016 年の R.I.F. では例年の BGM、落とし物や宣
伝の放送を行うだけでなく、展示も行います。場
所は中学 1-3 ！

　展示内容は主に４つ！①早口ことば体験②トランシーバー体験③
放送室見学④熱海のレポートおよび紹介です。特に、熱海の紹介に
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。
I want to see you!!!!!

　クワイアー　普段礼拝等で奉仕活動をしているクワ
イアーですが、RIF では普段礼拝等で歌っている曲を、コンサート
形式で発表します。今年のテーマは「著名な作曲家」ということで、
普段皆さんが歌っている聖歌の中から、バッハ、モーツァルト、ベー
トーヴェン、メンデルスゾーンなどの著名な作曲家が作曲した曲を
集めました。普段とは一味違うクワイヤーをお楽しみください。

　鉄道研究同好会　今有志展示から発展した当鉄
道研究同好会の活動も、遂に 2 年目となりまし
た。昨年とはまた違う、一回り大きく成長した
部員・部活は今までよりも一味違う展示で皆さ
んをお迎えすることでしょう。模型展示やクイ

ズなどの恒例イベントに加え、本年度は見所満載の企画が盛りだく
さん！鉄道好きな方、そうでない方、最近鉄分不足だな…という方、
過足気味！という方、どなたでも大歓迎です！是非足をお運び下さ
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、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。1996 年のことである。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」、発表大賞は「吹奏楽部」
が受賞した。
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（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

● ●

● ●
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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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速報 ! 学芸部ニュース	

日本学生科学賞東京都審査結果発表
今年度も入賞を果たしました！ 地道な研究成果です。

科学部
優秀賞（中学）　「カメレオンエマルションの謎」　藤田寛興
奨励賞（高校）「CaS 蛍光体の実用化を図る」　古池悠大


