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早稲田大学本庄高等学院長

半田 亨
　一昨年、私が学院長になることが決まって以来､｢自
分にできるのだろうか？｣｢普通の教員のままの方が良
かったのに…」と思っていました（今でもこの気持ち
はありますが…）。昨年の4月から実際にその立場に
立ってみると、初めてで自分の知らないことが多く、
といっても仕事を進めないと学校の運営ができないの
で、試行錯誤でこなしています。試行錯誤といっても
学校の責任を背負っているので間違いがあるといけな
いのですが、その点職員の皆様､教務の４名の先生(影
森・坂井・ジョージ・太田先生）には毎日本当にご面
倒をおかけしています。普段、照れくさくて面と向か
って言えないので、この場を借りて心から感謝申し上
げます。また、教科の先生方にもよくアドバイスやご
意見を伺います。教務室でいろいろアドバイスしてい
ただけるのは本当にありがたいです。それでは足りず
に高等学院の本杉学院長・教務の先生方､大学理事の
先生方・職員の方々にもアドバイスをいただいていま
す。本庄高等学院は早稲田大学の一箇所なので高校の
運営と同時に大学の中での関係を常に意識しなくては
ならず、そこが一般の高校と異なって箇所長としての
仕事が複雑なのかもしれません。
　実際に学院長として動くようになってみると、今更
「自分にできるのだろうか？」と思ってみてもどうに
もならないからか、少し意識が変わってきました。春
から初夏にかけては「（前任の）吉田先生ならどうお
考えになっただろうか？」と意識することが多くあり
ました。入学式や始業式、学校説明会の挨拶では、
「自分には吉田先生のような文学的素養がないから、
含蓄のある挨拶が言えない」と少々コンプレックスを
抱いていました。今でも、このような場ではPPTや
映像が使えると少しは言いたいことが伝えられるのに、
と思っています。
　その気持ちはまた、夏を過ぎるあたりで少し変わっ
てきました。文学的素養などと今更ないものねだりを
してもしょうがありません。自分のできる範囲でや
れることをやるしかないなと考えるようになりまし
た。とはいえ、集会での学院生への挨拶の場面ではど
う振舞い、どのような事を伝えるべきなのか？（この
『杜』の文章を含め）文章を求められたときに何を書
けばいいのか？箇所長として判断を求められた時には

どう答えるべきか？などなど、どれも責任ある仕事に
対し、自分という箪笥の引き出しが足りなくて困るこ
ともたびたびです。
　資格や役職などといったポジションは人間が作った
ものですが、逆にポジションは人間を作ります。学院
長の立場になってみて、今更ながらこのことを実感し
ています。生徒諸君にとって、保護者の皆さんにとっ
て、本庄高等学院の教職員にとって、私は学院長とし
て「ふさわしい」人間でなくてはいけません。今、そ
うあろうと努力しています。私は臆病でかなりいい加
減な人間です。加えて失言の多い人間です。「こんな
ことをしてしまった｣「あんなことを言ってしまった｣
と後悔すること、今まで度々でした。今まではそれで
も許されたのでしょうが、今は許されません。常に冷
静・温厚・上品で失言もしないようセルフコントロー
ルしなくてはならないのだと自戒しています。時には、
自分には乏しい勇気を振り絞って踏ん張らなくてはな
らない場面もあるでしょう。その前提の元、学院長・
校長という職業は、ひょっとしたら学校を安定して運
営することが第一で目立ってはいけない職種なのかも
しれません。
　そんな中にも、学院長として自分のあるべき姿を考
えたとき、ちょっとだけ自分の「味」を出したいと思
っています。生徒や受験生に向けての挨拶では半田な
りの言葉を一言かけてあげたい、生徒指導の場面では
半田なりのアドバイスをしてあげたい、保護者の方へ
は半田なりの感謝を伝えたい、そんな風に思います。
　自分が担当する情報の授業では本庄高等学院教育に
おいて、私なりの足跡を残してきたつもりです。私の
教師人生のゴールが見え始めてきたこれから、学院長
として本庄高等学院の歴史の上でも、ちょっとだけ半
田なりの味を残せればと思っています。

半田なりの「味」

2006年から毎年引率している小笠原研修、母島に
到着したときの歓迎の様子です。参加した学院生や
母島の皆さんに、何か残せていたら嬉しいです。
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生徒会長

保護者の会会長 林　之成

杉本 りな子

　卒業生の皆さん、保護者の皆様、ご卒業おめでとう
ございます。
　また、半田学院長をはじめとする先生方・スタッフ
の皆様におかれましては、日頃子供たちの成長に大き
な情熱を傾けていただき本当にありがとうございます。
　先日､ある先生がこんなことをおっしゃっていました。
　「私は早本生と二人三脚で学べて、本当に楽しい。
生徒と対面していくことで、実は教えている分野が自
分の中で進化していくのです」
　この言葉をきいて、私は四国のお遍路さんを思い起
こしました。同行二人といって、一人では歩かない。
経験者といっしょに歩く。たとえ一人で歩いたとして
も弘法大師空海と二人連れだと思って歩きます。
　もちろん、それは未経験者のため。しかし、実は、
経験者のためなのです。経験者にも必ず盲点がありま
す。それが、ワクワクした未経験者と歩くことで発見
が生まれ、新たなゲシュタルトが形成されるのです。
　私の家には、1960年代の機器を使ったオーディオシ
ステムがあります。ソ連時代の宇宙船ソユーズの配線
も使われています。その道50年というオーディオマニ
アが組んだのですが、本人も驚く技が盛り込まれてい
ます。それは、日本の絹糸をつかったレコードプレー
ヤーです。ターンテーブルが、細い日本の絹糸でモー

ターとこすれながらつながり回っている。これが、驚
きの響き、倍音を奏でるのです。　　
　この絹糸プレーヤーは、私の家で生まれました。私
は楽器は演奏するものの、オーディオはズブの素人。
相手は、オーディオ歴50年のマニア。その二人が意気
投合して毎晩試聴した結果、常識外れなプレーヤーが
経験者の頭に閃いたのです。
　ＡＩが真似できない進化発明の源が、この素人新人
と玄人経験者による同行二人のゲシュタルト構築力で
す。一流といわれる人は、このことを深く理解してい
ます。フレッシュな存在は不可欠なのです。ですから、
新たな道に進んでも臆することなく、何の遠慮せずに、
知識のある人々、先生、先輩、友人と同行二人を歩ん
でいいのです。
　その際不可欠な要素がひとつあります。
　それは、ワクワクした志。絹糸レコードプレーヤー
は「今は亡き演奏家の息吹をききたい！」という心か
ら望むゴールが生み出しました。新たな道に進むとき、
今胸に秘めている本当に実現したい自らのゴールが本
当に大切なのです！
　ゴールを胸に、さらなる出会いを求めて突き進む皆
さんの活躍を、保護者一同楽しみにしております。

　一瞬だった。
　私の高校生活もあと２か月ほど、そんな時期に私は
この文章を書いています。入学前は“大学受験が無い
からのんびり遊んで過ごせる”と生ぬるい期待を抱い
ていましたが、高校生活が始まるとそんな期待は一気
に潰されました。迫りくる課題や定期試験や行事、そ
して研修プログラム。本庄高等学院の現実は“毎日が
慌ただしく過ぎていく”でした。これは決して悪い意
味ではなく、私はこの慌ただしい日々の中でたくさん
のことを学び、成長しました。
　しかし忙しい日々が続くとどこかで疲労がたまりま
す。恐らく多くの人は疲れを感じつつ生活していると
思います。そんな時よく聞こえてくるのが“やっても
意味無いじゃん”という言葉です。学院生は合理的な
人が多いためか、直接成績に響かないこと（講演会や
課題）勉強のコストパフォーマンスが悪いこと（勉強
量のわりに点数が取れない）となると手を抜いてしま
いがちです。ここで私が問いたいのは“本当に意味の
ないことなのか”ということです。完全に意味のない
ことなどあるのでしょうか。あなたのその眼にかかっ
た合理的思考と称すフィルターが、価値あるものを価

値のないものと錯覚させているだけではないでしょう
か。諦める前に一度立ち止まり、あなたが手を抜こう
としているものの真の価値を見定めてください。真の
価値を見出し、それと前向きに向き合ったならばきっ
とあなたは大きな成長を遂げられるはずです。
　なんて偉そうなことを言ってしまいましたが、実際
私もすべてと全力で向き合って生きているわけではあ
りません。ただ食わず嫌いはしないと決めています。
何に対してもまずは先入観を持たずに取り組んでみる、
うまくいかなければやり方を変えてみる。一見面倒そ
うに見えたものが案外楽しかったり、自分の知らなか
った知識を取り入れることができたり。時には徒労に
終わることもありますが、その時した努力が役立つ瞬
間が突然訪れることもあります。自分を成長させるツ
ールは手の届くところにたくさん落ちていて、忙しい
日常の中でそれをどう拾い、どう自分に取り込むか。
全ての可能性は己の中にある。そう信じて駆け抜けた
３年間でした。
　最後になりましたが、今年度も生徒会執行部の活動
にご協力いただきありがとうございました。今後とも
温かいご支援をよろしくお願いいたします。

同行二人で大切な新人という存在

可能性の取捨選択
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入学式入学式 4月7日(日 )4月7日(日 )
早稲田キャンパス大隈講堂早稲田キャンパス大隈講堂

　春風が心地好い季節の中、早稲田大学大隈講堂に於いて
2019年度入学式が執り行われました。今年度は、344名
の新入生を新たに迎え入れました。
　開式前に恒例となっているブラスバンド部とグリークラ
ブによる校歌の歌唱指導のもと、新入生・保護者が校歌を
斉唱し会場全体で早稲田の一員となった歓びを分かち合い
ました。
　式中、半田亨学院長からの祝辞では、新しい時代を生き
る若者達に求められる事として「多様性に寛容であれ！」
「多様性を目指す柔軟性をもて！」とのお言葉をいただき
ました。続けて田中愛治総長より「将来、世界中の答えの
無い問題に対し時間をかけて解決策を探す事のできる人材
となれる様、準備段階として基礎学力をつけて欲しい」と
のお言葉をいただきました。
　式後には青空の元、講堂前にてクラス毎の記念撮影が行
われ、緊張のほぐれた笑顔には希望が満ち溢れている様子
でした。
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体育祭体育祭
　晴れ渡る紺碧の空の下、第38回体育祭が開催されました。
気温の上昇と同様に学院生の熱気も上昇し、すべての競技で
熱戦が繰り広げられました。

３-Ｇ　３Ｇは理系クラスで運動神経が高い訳でもないの
　　 　で、優勝できると思っていませんでした。
　 　　でも今回全員で団結して優勝できてよかったです。
　　　 特に綱引きの連覇が嬉しかったです。

３-Ｄ　練習の成果が実りました。２連覇です！

２-Ａ　想いをバトンに､勝因は三人四脚やリレーが速かっ
　　　 たこと。
　　　 リレーのバトン練習で団結力を高めました。

１-Ｃ　初めてクラスがまとまってすごく嬉しい。
　　 　この団結力を活かし今後につなげたい。

各学年優勝クラス

　第３８回体育祭の実行委員長を努めさせていただきました､富木 良です。
私は実行委員長として、今まで３８回の中で一番熱く、そして、学院生の一生の思い出に
なるような体育祭を目指して、準備を進めてきました。そのお陰か、過去３年間の中で各
クラスの団結力を一番感じた体育祭となりました。特に、クラスで４人しか出場できない
本庄スペシャルリレーでは、クラスメイト全員で並走しながら必死で応援する姿などが印
象的でした。また、コスプレなどで、学院の自由な校風が存分に現れていたと思います。
この早大本庄の素晴らしい体育祭を、後輩たちには来年以降もっともっと盛り上げて行っ
てほしいです。

実行委員長
３年Ｄ組 富木　良

第38回第38回

５月30日(木)５月30日(木)

２クラス同時優勝！！
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男子400M

パン食い競争

３年全員リレー

１年全員リレー

走り高跳び

綱引き

本庄スペシャルリレー

應援部　紺碧の空 部活紹介リレー

砲丸投げ 走り幅跳び 借り物競走

２年全員リレー

三人四脚

女子200M 男女100M

男子1500M

閉会式

大縄跳び
学年新記録　400Ｍ(男子)
2Ｂ　若林　樹 　51.83秒

体育祭
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２年Ｅ組

２年Ｂ組

３年Ａ組 ３年Ｂ組

３年Ｃ組 ３年Ｅ組

３年Ｆ組 ３年Ｈ組

２年Ｃ組

２年Ｄ組

クラスTシャツ写真
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１年Ｇ組

１年Ｆ組１年Ｆ組

２年Ｆ組２年Ｆ組

２年Ｈ組

２年Ｇ組

１年Ａ組

１年D組１年Ｂ組

１年Ｅ組

１年Ｈ組

体育祭
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秋のキャリアデザインウィーク

キャリアデザインウィークとは 早稲田大学本庄高等学院長　半田 亨

講師の方から学院生へ

開 催 日 講 義 名 所 属 氏 名

９月11日（水）

「ミクロ経済学」とは何だろうか 政治経済学部　経済学科 田中 久稔　　  准教授
かくれた次元とイブコミ（異文化コミュニケーション） 文学部　文学科 楊 達　  　　　教授
アメリカを「読む」 教育学部　英語英文学科 和氣 一成  　　准教授
企業経営について 商学部　 小沢 和彦  　　講師
理系教養数学と曲面の幾何と相対性理論 基幹理工学部 米田 元  　　　教授
司法制度の現代的課題と展望 法学部 石田　京子　　准教授
Language and Dialect - Focus on Taboo 文化構想学部　文化構想学科 TANIA Hossian 教授
葉の形と光合成 教育学部　理学科生粒学専修 園池 公毅  　　教授
ヒトと野生動物のつながりを断ち切らないための科学 人間科学部　人間環境科学科 風間 健太郎  　准教授

９月18日（水）

思想史的方法への招待 政治経済学部　政治学科 梅森 直之　　  教授
みるスポーツのマネジメント：固有価値論からの検討 スポーツ科学部　スポーツ科学科 作野 誠一　　  教授
ゲーム理論と経済学ー経済学の分析手法を知る 国際教養学部　国際教養学科 鈴木 彩子　　  准教授
キャリアデザインと SDGs 先進理工学部 朝日 透　  　　教授
持続可能社会を構築するための革新的分離技術 創造理工学部 所　千晴　　　教授
大学で法を学ぶ意識～法に関する知識と教養～ 法学部 江原 勝行  　　准教授
マッチング理論（新しい経済学への招待） 社会科学部 笠島 洋一  　　准教授

進
学
の
部

開催日 講義名 現在の所属先

９月1４日（土）

ある理系女子の歩み
これからの大学生活と就職活動について
総合商社とは？ 低炭素社会実現を目指す天然ガスビジネスの魅力 三菱商事株式会社（総合商社）
教育学部から航空業界へ
誇れる国家を。輝ける未来を。 内閣府男女共同参画局（国家公務員）

９月18日（水）国税専門官の仕事 関東信越国税局

９月21日（土）

ミレニアル世代のキャリア観、外資系投資銀行の世界 ドイツ証券株式会社（外資系）
「報道カメラマン」の仕事　ー“ニュース”を撮る、伝える、記録するー NHK 神戸放送局（放送関係）
ゴールデン会計士 東京都豊島区（公認会計士）
文系目線で語るロケット打上げの仕事 JAXA 広報部（独立行政法人）
情報の「ウラ」の取り方、伝え方（現代におけるメディア企業の役割）朝日新聞社（ジャーナリズム）
スポーツビジネスの世界 株式会社電通（広告）

就
職
の
部

高遠 愛喜さん
(本庄高等学院卒、
内閣府男女共同参画局)

　本庄高等学院では、早稲田大学との連携の下、進路指導、大学での研究活動への理解等、キャリア教育に資するため
に、昨年度まで、夏休み最初の２日を使って行う、大学の先生方をお招きして最先端研究や研究活動を主たる内容とす
る「サマーセミナー」、冬休み前の土曜日午後を使って行う、OB/OGをお招きしてキャリア教育に役立てる「ウィン
ターセミナー」を実施していました。また、2018年からは、日常的に自分の未来について意識を持ってもらうことを目
的として、月１度程度実施する「キャリアデザイン講座」を始めました。
　サマーセミナーでは部活の合宿等で参加できない生徒が多かったこと、ウィンターセミナーでは試験明けで参加率が
悪かったという反省がありました。このことを踏まえ、今年度から、サマーセミナー・ウィンターセミナーを統合し、
規模を拡大して進学の部を９月の週の水曜日、就職の部を週の土曜日の放課後に集中して行うこととなりました。学院
生たちの進路のミスマッチを防ぎ、自分の未来を考えるきっかけになればいいなと思っています。

　国家公務員を志すこと、大学に留学すること、原
点は学院での経験でした。国際交流や専門性の高い
先生方からの学びなど、学院にはみなさんの将来を
拓くたくさんのチャンスがあります｡大学に入ると､
相対的にこうした機会を掴み取ることすら難しくな
る中で、学院の環境がいかに恵まれたものであった
かを実感します。ぜひ、みなさんには学院時代から
何事にも貪欲に挑戦し、様々な経験を培ってもらい
たいと願います。
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未来への扉・北京コース
３年Ｆ組　組主任 ３年Ａ組田 邊  潤 小 林  吉 美

　北京到着後に向かった広東料理店。旺盛な食欲で食べる男子達
の前に、残った料理を女子達が笑顔で運ぶ。陽気でパワフルな夕
食からスタートした修学旅行。２日目。天安門広場、故宮、万里
の長城、北京ダックと続く観光フルコースに、目も胃袋も大満足。
３日目。北京大学附属中学校へ訪問。授業やミニスポーツ大会、
環境問題の討論会。積極的な中国人の英語に押されながら、日本
代表として語り合った後に北京大学を散策。仕上げは日中交歓夕
食会。バンドやダンスの出し物に歓声をあげながら話も弾み、最
後はみんなで肩を組み紺碧の空の大合唱。４日目。北京大学生の
案内で北京の街を班別自由行動。その後の雑技鑑賞に、はらはら
どきどき。そして最終日に訪れた天壇公園。意外にきれいだった
北京の空気を胸いっぱいに吸い込み、中国大陸のパワーをもらっ
て無事帰国。生徒たちが仲間と共に夢中で駆け抜けた北京の５日
間。世界への扉は、今全開だ！

北京コースの思い出

　私たち北京コースの生徒は、万里の長城や
故宮博物院などの観光地としても有名な場所
をいくつか訪れ､北大附中の生徒と交流し､中
華料理を存分に楽しみ、とても充実した５日
間を過ごしました！私が全日程の中で一番楽
しかったのは４日目の自由行動でした。798
芸術区で素晴らしい写真をたくさん撮り、王
府井で食べ歩きをして、お土産も大量に購入
し、とても濃い１日を過ごしました。何年後
かにはそれぞれが忙しく、またみんなで一緒
に旅行に行くことは難しいかもしれません。
高校３年間の集大成のような修学旅行は私に
とっても私たちみんなにとっても、本当にい
い機会だったと思います。

スケジュール
天安門広場
故宮博物院（居庸関）
万里の長城
北京大学附属中学校との交流
北京市内班別自主研修
雑技鑑賞
天壇公園

10月14日(月)〜10月18日(金)10月14日(月)〜10月18日(金)

北京コース

修学旅行修学旅行
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台湾コース

交流を心の財産に
３年Ｂ組　組主任 ３年Ｇ組橋 本  憧 子 福田　渉

　台北を走るバスの車窓から見える街には意外なほど日本語も多
く、日本のコンビニ等もたくさんある。漢字も、もう日本では
（中国でも？）使われなくなった異体字がたくさんあって目を楽
しませる。そんなふうに景色に目をやる余裕があるくらい、ゆっ
たりとした旅だった。九份や故宮博物院といった定番の観光スポ
ットは意外なほど空いていて、充実した時が過ごせた。
　多くの学院生が、台中一中の生徒との交流に初めは不安を抱い
ていたらしい。英語が堪能な学院生も多いけれど、言葉が通じな
いこともままある。懸命にコミュニケーションをとろうとする彼
らの表情は、日本ではなかなか見られないものだった。外国では、
自分の「常識」は通じないこともある。香辛料の独特な香り、ペ
ーパーを流さないトイレの使い方。戸惑いもあっただろう。修学
旅行で感じた喜びも、楽しさも、新鮮味も、憤りも、恥ずかしさ
も、すべてが学院生の人生の糧となることを願っている。

台湾への修学旅行

　今年の台湾の修学旅行は行きの飛行機が遅
れるといったトラブルからのスタートでした
が、全員が無事に帰国でき素晴らしい旅行に
なったと思います。特に台中一中との交流で
は、非常に温かい歓迎を受け、授業やクラブ
など充実した時間を過ごすことができました。
台北市内の観光では事前学習のおかげでどの
班も台湾についての理解を深められたと思い
ます。今回の旅行が成功で終われたのは旅行
会社や先生方など学校内外で多く方にご協力
いただいたからです。この場を借りてお礼申
し上げます。ありがとうございました。

スケジュール
九份（班別散策）
十分（天燈上げ）
台中一中との学校交流
国立故宮博物院
台北市内班別自主研修
忠烈祠（衛兵儀式）

修学旅行
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韓国コース

現地に行ってわかる個の交流の温かさ
３年Ｈ組　組主任 大 塚  未 来

　今年の修学旅行韓国コースは、生徒、保護者の皆様のご協力､ご理解があってはじ
めて実現することができたことを強く実感いたしました。まずはこの場を借りて御礼
申し上げます。
　修学旅行実施に際して一番の懸案は、生徒が過剰な心配をすることなく修学旅行を
楽しめるかということでしたが、それを生徒達はよい意味で裏切ってくれました。例
えば、２学期に学院長から実施の旨を伝えたとき、たくさんの不安が寄せられるので
はという懸念とは裏腹に、生徒からは旅行中の食事のメニュー(主に焼き肉について)
の質問が多く寄せられました。また、変更があった中でも実行委員を中心に生徒全体
が楽しい旅行を作ろうという意識をもって取り組んでくれ、とても救われました。
　今回の旅程では、戦争博物館、統一の橋など、あまり旅行では行かないような、歴
史的に意味があるけれど華やかではない場所にも行きましたが、生徒達が想像力を働
かせて北朝鮮の人々や朝鮮戦争による家族離散の状況に思いを馳せ見入っていたのが
印象的でした。
　そして、生徒たちの感想には、メディア、戦争、民間での交流の大切さについてな
ど、国家や人間同士の関わりについて考える機会になった旨が多く書かれており、生
徒たちはそれぞれの思いを持ち帰ってきたようです。
　この修学旅行が、生徒達にとって、偏見なく世界を旅し、異なる文化を愛するきっ
かけとなることを願っております。

３年 D 組 新 里  尚 之
忘れられない5日間

　皆さんこんにちは。今回修学旅行韓
国班の委員長を務めさせていただいた
新里です。ノリで実行委員長になって
しまったので本当に心配でしたが、無
事に修学旅行が終わって良かったです。
　修学旅行を通じてたくさんの優しい
韓国の人々と触れ合い、韓国の歴史な
どを学ぶことが出来て、とても充実し
た５日間を過ごすことができました。
韓国で過ごした５日間は一生忘れませ
ん。
　このような経験をさせてくれた先生
方、そしてＪＴＢの方々には、本当に
感謝の言葉しかありません。ありがと
うございました。

スケジュール
ソウルタワー

ＤＭＺ(トラサン展望台､トラサン駅､第３トンネル)
戦争博物館　北村散策

ソウル市内班別自主研修
Ｈｅｒｏ ＰＡＩＮＴＥＲＳ鑑賞

水原華城、水原民俗村
安養外国語学校との学校交流
漢江クルーズ　コリアハウス

修学旅行
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球技大会球技大会
　今回の球技大会では、男子がソフトボールとサッカーに分かれ女子はバレーボールを行いまし
た。「最後まで諦めないプレー」ということで行われた今回の球技大会でしたが、最後の最後まで
どちらが勝つかわからない、とても白熱した戦いが見られました。また、競技がないときにはクラ
スの仲間を応援している姿が見られ、本庄学院の絆の深さが伺えました。今回は怪我がなく、楽し
い球技大会であったと思います。
　大会運営の方ではサッカー部と野球部が中心となりグラウンドの準備や試合の審判をしていただ
き、非常にスムーズな運営となりました。

球技大会実行委員長
２年Ｈ組 広沢 琉海

総合優勝　２年B組 総合優勝　１年Ａ組

山本さんの大活躍、
それとクラスの団結
が勝因！

全ての競技で2位になり総合優勝できてとても嬉しいです。
体育の授業を通して勝つためにクラスで話し合いました。
クラスの雰囲気も良くて応援の声が力になり総合優勝に
つながったと思います。

　爽やかな秋晴れに恵まれ、１．２年生によるサッカー、ソフトボール、
バレーボールの球技大会が行われました。
　各チームとも優勝を目指して、白熱した戦いが繰り広げられ、ナイ
スプレーが多く見られました。また、大きな声援がチームプレーの後
押しとなり、クラスの絆が深まっていました。

サッカー

優勝　２年Ｇ組 優勝　１年Ｅ組

決断力と個々の能力が
高かったから。
あと団結力 !!

一人一人が声をかけ合い取られても取りに行く
不屈の精神でパスも続きました。
仲間同士の信頼関係が今回の優勝に繋がりました。

10月17日(木)10月17日(木)
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みんなで練習したので絶対優勝できる
と思っていました。
最高の気分です。私達のチームワーク
は 1,842 点です。

今まで生きてきた中で一番嬉しいです。
この日のために 1 年間 (?) 練習してき
ました。
勝利のポイントはみんなで声がけをし
たことです。上田先生にこの喜びを伝
えたいです。

練習時間がない分チームのみんなで
イメージトレーニングをしました。
仲の良いクラスでみんなが応援に
来てくれたので、がんばれました。

１試合目の同点ジャン
ケンに、チョキで勝っ
たことが決め手 !!

バレーボール優勝　２年Ｂ組 優勝　１年Ｄ組

ソフトボール
優勝　２年Ｈ組 優勝　１年Ｂ組

球技大会
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第38回第38回

稲稜祭稲稜祭
10月26日(土)27日(日)10月26日(土)27日(日)

実行委員長
3年F組

上田 武蔵

　みなさん、こんにちは！稲稜祭は楽しかったですか？今年は、校舎の正⾯が⼯事中だったり、
学校近くのスーパーから段ボールが頂けなかったりと例年にも増して問題が多かった年でした。
しかし、それらの問題を乗り越え、個性あふれる最高の稲稜祭になりました！ 稲稜祭を通して
見ていた景色は人それぞれ全く違うと思います。しかし、みんなが「稲稜祭は、最高に楽しいも
の！」と共通の思いを感じてくれたのなら、実行委員長として非常に嬉しいです。そして、僕が
そうだったように、その思いを伝統として次の世代に受け継いでいって欲しいと思います。最後
に、稲稜祭を開催するにあたり、関わってくださった全ての方々へ感謝申し上げます。

最⾼に楽しい稲稜祭

應援部

ブラスバンド部

グリークラブ

演劇部
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書道部

ピアノ部

WDC

有　志軽音部

稲稜祭



18 杜 MORI No.43

クラス写真

1年Ａ組

３年Ａ組

1年Ｅ組

３年Ｅ組

1年Ｂ組

３年Ｂ組

1年Ｆ組

３年Ｆ組

２年Ａ組

２年Ｅ組

２年Ｂ組

２年Ｆ組

稲稜祭
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1年Ｃ組

３年Ｃ組

1年Ｇ組

３年Ｇ組

1年Ｄ組

３年Ｄ組

1年Ｈ組

２年Ｃ組

２年Ｇ組

２年Ｄ組

２年Ｈ組

３年Ｈ組

稲稜祭
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ESS

囲碁・将棋部

数学研究会

天文部

クイズ研究会

書道部

茶道部

SGH

映画部

政治経済部

美術部

スーパーサイエンスクラブ

写真部 地歴部文芸部

クラブ
イベント
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中夜祭・後夜祭中夜祭・後夜祭

稲稜祭
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学院行事トピックス

早慶戦 (神宮球場）

理工学部説明会 (西早稲田キャンパス）

七高祭 (はにぽんプラザ）

土曜日

土曜日

日曜日

6

6

7

1

8

28

　１年生の学年行事である東京六大学野球春
季リーグの早慶戦応援は、29000人の観衆
を集めた明治神宮球場で実施。早稲田大学の
応援が陣取る一塁側スタンドでは、試合前か
ら盛り上がり、校旗の入場やエール交換など
が行われました。
　試合は前年から就任の小宮山悟監督のも
と、手に汗握る接戦を早稲田が制し、３-２
の勝利。
　珍しいホームスチールで同点に追いつき、
８回に決勝本塁打がでるなど、ナイスゲーム
となりました。

　西早稲田キャンパスにて、早稲田大学基幹・創造・先
進理⼯学部「附属・系属校生徒向け進学説明会」が行わ
れました｡
　保護者向け学部説明会では、先生より理⼯学術院につ
いてご説明いただき、重要なのは「数理の基礎と３学年
からの教員選びである」とお話くださいました。
　続いて、在学生紹介では、現在研究している内容、学
部選択時の体験談を聞くことができました。「似たよう
な学科の違いは、研究室の訪問やサマーセミナーで知る
ことができた」「４年間だと⾯白くなったところで終
わってしまう。６年間で考えた方がいい」「大学院では

英語は必須。『読む・聞く・話す』早い段階で英語に慣れるよう入学前に準備」など、現役の学生なら
ではの意見をうかがえ、大変参考になりました。
　学科別説明会では、勉強してみたいと思う学科の説明を聞き逃さないよう熱心に耳を傾けていました。

テーマは「０
れ い わ

輪～新しい時代へ～｣
　本庄市高校生プロジェクト「七高祭」が「はにぽんプラ
ザ」で開催されました。第５回となる今回は「０輪～新し
い時代へ～」をテーマに、ステージを中心に盛り上がりま
した。本庄高等学院からはピアノ部、軽音楽部、書道部、
写真部、美術部、SSHが参加しました。
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学院行事トピックス

人権教育講演会 (本庄市民文化会館）

１年遠足 (群馬）

芸術鑑賞教室 (本庄市民文化会館）

水曜日

金曜日

水曜日

10

10

11

16

18

13

　株式会社 井之上パブリックリレーションズ　顧問・塚田祐之様（元日本放送協会 専務理事）をお迎
えし､「メディアと人権」をテーマに、人権教育講演が行われました。 
　近年または過去に起きた事件を事例とし、メディアが情報発信する際に起こりうる人権侵害について
お話していただきました。
　また、SNSで確証のない記事をリツイートした事が原
因で、損害賠償を請求されたなどの事例もありました。
　「情報がひとり歩きし、コントロールできなくなり想
像を超えた事態が起きる」
｢事実を正確に知ったうえ
で、相手の立場になって考
えてみる」など、発信者と
しての自覚と責任をもつこ
とが大切であると教えてく
ださいました。

　１年生の学年行事の遠足は、群馬県・玉原高原のトレッキング、「原田農園」のBBQ、ぶどう狩
り・りんご狩りでしたが、雨天のため､トレッキングはみなかみ町の｢たくみの里」に変更になりました｡
　「たくみの里」では昔の集落を再現した街並みを散策し、体験⼯房で伝統⼯芸作りをしました。「原
田農園」のBBQではジューシーなお肉を、ぶどう狩り・りんご狩りではみずみずしいフルーツをいた
だき、群馬の秋を堪能しました。

　本庄市民文化会館において「クラシック音楽に触れる～弦楽四重奏からオーケストラまで」をテーマ
として早稲田大学交響楽団の方々による演奏会が行われました。粋な楽曲紹介からの素敵な演奏、実演
を交えての分かりやすい楽器の役割紹介や、指揮者体験コーナー。とくに指揮者体験コーナーでは本
庄高等学院生が見事な指揮者ぶりを発揮して
拍手喝采を浴びていました。最後はもちろん
全員での校歌斉唱。本庄高等学院生も立ちあ
がって腕を振りながらの熱唱となりました。
あまり馴染みが無さそうで、じつは耳にして
いる曲も多いクラシック。改めてその魅力を
感じる事のできた素晴らしい演奏会でした。
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学院行事トピックス

第23回マラソン大会 (本庄高等学院グラウンド）

土曜日

　晴天に恵まれた２学期の最終日、マラソン大会が学院のグラウンドと周辺で開催されました。距離は男子が9.5㎞、
女子が4.2㎞。男女とも競技服姿の陸上部が強さを見せ、男子が陸上部の野口文也さん（３Ｃ）、女子も陸上部の小林
香菜さん（３Ｅ）が優勝を果たしました。陸上部を除く一般の部では、男子は細田海音さん（３Ｂ）、女子は富澤茜音
さん（１Ａ）が最上位でした。　

12
14

卒業論文報告会 (稲稜ホール）

水曜日

2
19 　稲稜ホールにて２年生を対象とした卒

業論文報告会が開催され、卒業論文報告
および執筆過程の紹介がありました。
　論文のテーマは多彩なものとなってい
ました。どの発表もその人ならではの試
行錯誤や考えの深まりがうかがえるもの
でした。
　長い時間をかけ作り上げた卒業論文を
表現力豊かに発表し、２年生は熱心に耳
を傾けていました。
　これから本格的になる論文執筆に向け
てとても参考になった報告会でした。

［１］　関　智美（３Ｆ）
　　　　上橋菜穂子『獣の奏者』考：｢境界」を越えうる｢コミュニケーション」
［２］　松本　綾香（３Ｈ）
　　　　大久保山に見られる雑草としてのチゴユリの生態
［３］　高嶋　祐希（慶應義塾大学湘南藤沢高等部６年）
　　　　コストコはなぜ不況を乗り越えられたのか：日本人の消費行動の変化が及ぼす影響
［４］　三宅　智之（３Ｈ）
　　　　VFX根性論：個人が起こす映像革命
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　SGH（スーパーグローバルハイスクール）は、文部科学省が2014年度に開始したグ
ローバル・リーダー育成事業です。国際社会における諸問題の解決に対して主体的な意
欲と関心を持ち、深い教養、考察する力、コミュニケーション力を備え、これからの社
会で活躍できる人材の育成に取り組む高校を指定し、５年間かけてカリキュラムの開
発・実践を進めるものです。
　本学院では「国際共生のためのパートナーシップ構築力育成プログラム」開発を目的
として、研究開発に５年間全校で取り組んできました。卒業論文の一斉指導や英語の習
熟度別授業、複数の教科チームで展開される横断型授業、夏季の国内外フィールドワー
クを核としたテーマ別研究および研究成果のポスター発表など、在校生には｢普通」に見
えることもSGHの成果です。今年度はこの成果を継続させる試みとして、韓国の学校
との通年のオンライン授業内学習交流や、海外２国からのゲスト、有志生徒と１年生全
員が関わった「学術交流ウィーク」を実施しました。研究発表に関わった生徒からは、
学習パートナーとの発表前後の濃密な意見交換がSGH企画で得られる一番の学びの機
会だとの頼もしいコメントが挙がっています。来年度以降も本学院は国際共生の実現に
向かって生徒が学び続ける場でありたいと願っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （SGH委員長　望月 眞帆）

学術交流ウィーク（10月30日〜11月２日）

ソウル国際高校訪問（８月５日〜８月８日）

シンガポールフィールドワーク（７月16日〜７月20日）

屋久島フィールドワーク（８月27日〜８月29日）

論文・学術発表指導

校内・校外での成果発表
(稲稜祭10月·防災サミット８月·全国高校生フォーラム12月)

上海・蘇州フィールドワーク（７月27日〜８月１日）

ジョグジャカルタフィールドワーク(７月27日〜８月１日）

ハナ高校主催国際シンポジウム（７月22日〜７月26日）

英語の授業での海外生徒との交流

SGH(スーパーグローバルハイスクール)事業
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卒業によせて卒業によせて
　３月８日（日）に予定されていた３月８日（日）に予定されていた
卒業式が、新型コロナウイルスの感卒業式が、新型コロナウイルスの感
染拡大を受けて中止になってしまい染拡大を受けて中止になってしまい
ました。心待ちにしていた卒業生やました。心待ちにしていた卒業生や
保護者の皆様のお気持ちを察すると、保護者の皆様のお気持ちを察すると、
残念でなりません。卒業式では、保残念でなりません。卒業式では、保
護者の会より記念に寄贈した演壇を護者の会より記念に寄贈した演壇を
披露する予定でした。そこで、私た披露する予定でした。そこで、私た
ち杜編集委員会は皆様に少しでも式ち杜編集委員会は皆様に少しでも式
の雰囲気を伝えたいと、会場だったの雰囲気を伝えたいと、会場だった
新しい体育館でこの演壇と半田亨学新しい体育館でこの演壇と半田亨学
院長を写真に収めました。院長を写真に収めました。
　学院の新しい象徴となる体育館の　学院の新しい象徴となる体育館の
完成にちなみ、学院生たちが体育祭完成にちなみ、学院生たちが体育祭
で活躍した姿をお届けします。で活躍した姿をお届けします。
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部活動紹介

運 動 部

部活動紹介

　バドミントン部は月・火・水・木・土・日に主に活動しています。
昨春に行われた学校総合体育大会では男女共に県大会でベスト８とい
う成績を残すことができました。個人戦でも男子のダブルス、シング
ルス優勝をはじめ、多くの部員が県大会に出場することができまし
た。来年度は男女共、団体戦でも県大会出場という目標に向け、日々
の練習に励んでいます。

バドミントン部　部長 3年G組　福田 渉

【男子】１年=9名　２年=8名　３年=10名
【女子】１年=7名　２年=6名　３年=1名

　最高の仲間と出会うためにソフトテニス部へ！ソフトテニス部はお
互いが支えあい、高めあうことで個人としてもチームとしても成長で
きる部活です。また、真剣にかつテニスを楽しむ姿勢は、この部の良
さの一つと言えます。高校の部活動は一生の思い出になります。皆さ
んもぜひ、「家族」のように温かいソフトテニス部で感動を共に味わ
いましょう！

ソフトテニス部（男）　部長 3年H組　丸山 翔大

【男子】１年=11名　２年=9名　３年=3名
【女子】１年=0名　２年=0名　３年=0名

　自然豊かな大久保山に包まれた球場をどのようにすれば使いやす
くなるのかを考え、環境整備を絶えず行い練習に取り組んできまし
た。今年度からアナリスト部員を募集し、１球ずつ、１日ずつ厳しい
チェックを繰り返しながら努力を積み重ねています。また、「文武不
岐」を目標として、野球だけでなく学院生活にも焦点を当て、学院生
の模範となる生徒を目指しています。

硬式野球部　部長 3年E組　赤間 柚孝

【男子】１年=12名　２年=13名　３年=16名
【女子】１年=1名　２年=2名　３年=0名

【男子】１年=1名　２年=2名　３年=1名
【女子】１年=14名　２年=16名　３年=18名

　我々第三十代應援部は月・火・木・金の週４日練習しております。
野球部やサッカー部、ラグビー部などの運動部を応援させていただく
だけでなく、秋には稲稜祭、冬には大隈講堂ステージなど様々な場⾯
でステージをさせていただいております。また第三十代應援部は「突
破」という目標を掲げており、様々な課題を突破することで、より良
い應援部を目指しております。

應援部　部長 3年A組　福島 廉
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　私たちは月・水・金・土・日の週５日、本庄高等学院体育館で活動
しています。初心者から経験者まで学年関係なく、仲良く明るく活動
を行っている部活です。後輩達が全力でプレーできることを応援して
います。

バスケットボール部（女）　部長 3年F組　菊地 梨緒
【男子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名
【女子】１年=8名
　　　　２年=4名
　　　　３年=9名

　わたしたち女子ソフトテニス部は毎日和気あいあいと楽しく活動し
ています。全国レベルから初心者までいる中、それぞれが協力し合い
ながら練習に励んでいます。今年は県大会入賞を目標に、さらなる高
みを目指して頑張っていきます。

ソフトテニス部（女）　部長 3年B組　青栁 涼子
【男子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名
【女子】１年=14名
　　　　２年=6名
　　　　３年=6名

卓球部　部長 3年C組　松田 祐美

　硬式男子テニス部は週6で活動しています。目標である団体県大会
ベスト4を目指して練習をしています。個性がある人が多く、楽しく
テニスをしています。これからも真摯にテニスに取り組み、かつテニ
スを楽しめる部活であることを願います。

硬式テニス部（男）　部長 3年G組　村松 海斗
【男子】１年=5名
　　　　２年=12名
　　　　３年=6名
【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名

　卓球部は月・水・金・土の週4日活動しています。先輩と後輩の仲
が良く、楽しく練習しています。試験の2週間前から休みに入るの
で、勉強との両立や兼部も可能です。初心者も経験者も大歓迎です！
私たちと一緒に卓球を楽しみませんか？

【男子】１年=11名
　　　　２年=5名
　　　　３年=3名
【女子】１年=3名
　　　　２年=4名
　　　　３年=5名

部活動紹介

　男子バスケットボール部は火・水・木・土・日の週５日活動してい
ます。部の目標は県ベスト16に入ることです。学年間の仲が非常によ
く、ミーティングも頻繁に行いコミュニケーションがよく取れている
チームです。コートを使える時間は限られていますが、分刻みの練習
で徹底的に技術の底上げを図っています！バスケに一途で努力ができ
る人を募集中です！

バスケットボール部（男）　部長 3年D組　富木 良

【男子】１年=12名　２年=15名　３年=14名
【女子】１年=1名　 ２年=1名　 ３年=1名

　私たちラグビー部は常に高く目標を掲げ、監督やコーチの指導のも
と日々練習に励んでいます。ラグビーという競技は自分1人で行える
ものではなく、対戦相手や審判、チームメイトの存在があってこそ成
り立ちます。ラグビーができる環境と支えてくれる全ての人々への感
謝の気持ちを胸に今後も頑張っていきますので、応援よろしくお願い
します。

ラグビー部　部長 3年D組　茂木 陸生

【男子】１年=9名　２年=7名　３年=12名
【女子】１年=1名　２年=2名　３年=2名

【男子】１年=20名
　　　　２年=16名
　　　　３年=15名
【女子】１年=11名
　　　　２年=11名
　　　　３年=12名

　私達陸上競技部は、男女や学年を超えて仲良
く、目標に向かって日々練習に励んでいます。
陸上競技は個人競技ではありますが、チームメ
イトの結果に一喜一憂し、チームで一丸となっ
て練習や大会に挑んでいます。大切な仲間と共
に目標に向かって努力していく毎日は、みなさ
んの高校生活に新たな色を加えてくれることで
しょう。

陸上競技部　部長 3年H組　中島 実
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　私たちバレーボール部は日々の練習の成果を発揮し、3年生の引退
試合となる東京六大学付属リーグ戦で準優勝という結果を収めること
が出来ました。新たな代は、前の代でレギュラーだった選手も多く、
さらに良い結果が残せる代だと思います。練習、試合などを通して技
術だけでなくチームワーク、精神⾯もレベルアップしていきたいで
す。応援よろしくお願いします。

バレーボール部(男)　部長 3年F組　野村 大空
【男子】１年=7名
　　　　２年=7名
　　　　３年=4名
【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名

　部員の半分は高校から始めた初心者です。先輩後輩関係はあまりな
く、アットホームな雰囲気が良いところです。前早稲田大学監督の池
田先生、顧問の利根川博司先生のご指導のもと、週5日、共通棟で稽
古に励んでいます。経験者だけでなく、気ままに剣道をやってみたい
方は是非共通棟に足を運んでみてください。お待ちしております。

剣道部　部長 3年H組　竹内 大景
【男子】１年=5名
　　　　２年=2名
　　　　３年=2名
【女子】１年=2名
　　　　２年=2名
　　　　３年=0名

　昨年６月に行われた高校総体埼玉県大会では、ベスト16という悔し
い結果に終わりました。今はその悔しさをバネに選手権ベスト８を目
標に日々、活動に取り組んでいます。サッカーの選手としてだけでな
く、１人の人間としても大きく成長できる場所です。サッカーが大好
きな人は、ぜひサッカー部にきてください。

　活動は基本的に、火曜日以外の週6日行なっています。先輩後輩共
に練習することで、十分に実力を伸ばせます。秋の団体戦で県ベスト
8の結果が出せたのは真剣さと楽しさのメリハリのある練習があった
からです。仲は良くても、お互いが高め合える緩みのない部活をこれ
からも続けていって欲しいです。

サッカー部　部長 3年A組　樋口 朋紀 硬式テニス部（女）　部長 3年F組　山村 明日美
【男子】１年=18名
　　　　２年=19名
　　　　３年=14名
【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名

【男子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名
【女子】１年=7名
　　　　２年=3名
　　　　３年=5名

　自転車部は、ロードバイクという競技用自転車を用いて活動しま
す。山でのサイクリングやサーキットでのレースには危険もあります
が、定期的な安全講習で意識を高め、技術も基礎から訓練して事故を
防ぐようにしています。本庄からは長瀞などの美しい自然も近く、自
転車を満喫できます。あなたも自転車部の一員となり、ともに成長し
ませんか？

　ワンダーフォーゲル部では月1回定例山行を行っています。また、
夏と秋に合宿を行い3000m級の山々にも登ります。私たちの活動の目
的は「登山を楽しむ」ことです。他の運動部とは違い大会に参加した
り人と競ったりすることはありません。しかし、自然を肌で感じ仲間
と登頂した時の達成感はこの部ならではです。是非一緒に登山をしま
しょう！

自転車部　部長 3年A組　加藤 匠 ワンダーフォーゲル部　部長 3年G組　齋藤 崇大
【男子】１年=1名
　　　　２年=0名
　　　　３年=9名
【女子】１年=0名
　　　　２年=2名
　　　　３年=2名

【男子】１年=10名
　　　　２年=6名
　　　　３年=8名
【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名

部活動紹介

　スキー部はインターハイ出場経験のある伝統的な部活動です。2019年
は予選を突破し、関東大会に出場しています。各大会に向けて週３回、
筋トレやランニングなどをしてきました。現在の部員も高校から競技ス
キーを始めました。新１年生、そして在校生の皆さん、私たちと競技ス
キーを始めてみませんか。入部・見学お待ちしています。

スキー部　部長 3年H組　林 泰甫 【男子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=3名
【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名

文 化 部

　囲碁・将棋部は比較的自由な部活です。活動日は水曜日を除いた
平日4日。参加は自由で、基本的には棋譜並べや自由対局を行ってい
ます。部員のなかには個人で全国上位に入る選手もおります。来年度
はさらに高みを目指して頑張ってほしいと思います。

囲碁・将棋部　部長 3年A組　山越 功貴

【男子】１年=2名
　　　　２年=4名
　　　　３年=9名
【女子】１年=1名
　　　　２年=1名
　　　　３年=0名
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　文芸部では、部活動誌『瓶の蝉』を定期的に配布しています。また
毎週水曜日の活動では、原稿用紙一枚で物語を創り上げる400字作文
や一文ずつ文章を繋ぐ一行リレーなどを行っています。
2019年度は新たに編集という役職を新設しました。詩や小説、絵だけ
でなく、編集に興味のある方も是非、文芸部へ足を運んでみてくださ
い！待ってます！

文芸部　部長 3年B組　折茂 美佑
【男子】１年=0名
　　　　２年=1名
　　　　３年=1名
【女子】１年=1名
　　　　２年=2名
　　　　３年=6名

　私達地歴部は、木曜日に学校周辺でのフィールドワークを行なって
います。また、夏休みなどの長期休暇には普段の活動では行けないよ
うな遠方での巡検も行ないます。今年度の巡検は佐渡島に行き、佐渡
金山やトキの森などを見学しました。地理や歴史に興味がある方、歩
くのが好きな方は、木曜日の放課後 N212教室に是非お越しくださ
い！

地歴部　部長 3年E組　奧田 若菜
【男子】１年=2名
　　　　２年=2名
　　　　３年=1名
【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=2名

部活動紹介

　S301・S302教室で活動しています。基本的には毎日自由参加で
すが、プレハブを利用したバンド練習が週に１回あります。
稲稜祭をはじめとする校内でのライブが１年で６回ほどあり、たくさ
んの学院生とともに盛り上がっています。
楽器を教えあうなど、学年の隔たりなく仲良しでとても雰囲気の良い
部活です。

軽音楽部　部長 3年H組　加藤 徹哉

【男子】１年=17名　２年=9名　３年=20名
【女子】１年=19名　２年=19名　３年=16名

　「楽しいことしかない部活」をモットーに、合唱・男声・女声・ア
カペラ・J-POP・洋楽等ジャンルを問わずに歌っています！
クリスマスコンサート・合唱祭・合宿・稲稜祭等行事も多いのです
が、生徒会や兼部をしている人も多く、様々な場⾯で輝く学院生が多
く在籍しています。思いっきり自己表現をしたい人は音楽室に集ま
れ！！

グリークラブ　部長 3年E組　瀬山 菜々美

【男子】１年=7名　２年=5名　３年=9名
【女子】１年=18名　２年=22名　３年=17名

　私たちブラスバンド部は「生徒主体」をモットーに日々活動してい
ます。9月に行われる定期演奏会を目標とし、地域のイベントへの参
加やコンクールの出場など様々な活動を行なっています。経験者はも
ちろん、初心者も大歓迎です。僕たちと一緒に青春のハーモニーを奏
でましょう！

ブラスバンド部　部長 3年C組　福田 涼介

【男子】１年=4名　２年=6名　３年=11名
【女子】１年=10名　２年=12名　３年=10名

　毎週月・木の放課後、音楽室にて活動しています。音楽好きが集
まったこの空間では、部名にとらわれず、ピアノだけでなく、ギ
ター・ヴァイオリン・クラリネットなど様々な楽器の演奏を楽しんで
います。音楽好きな方、音楽に癒されたい方は是非音楽室に足を運ん
でみてはいかがでしょうか。

ピアノ部　部長 3年B組　荻野 萌花

【男子】１年=4名　２年=2名　３年=3名
【女子】１年=10名　２年=12名　３年=8名
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　プログラミング班や水質浄化班、河川研究班など理系の研究をする
班が集まってできた部活です。それぞれが自分の興味のある分野の研
究に没頭することができます。また、これらの研究を卒論などに生か
すこともできます。理系が好きな方も、そうでない方もぜひお気軽に
S314・メディアルームにお越しください！

スーパーサイエンスクラブ 部長 3年H組　松本 綾香
【男子】１年=11名
　　　　２年=5名
　　　　３年=5名
【女子】１年=2名
　　　　２年=2名
　　　　３年=2名

　書道部は、部内の風通しが良く和気あいあいとした雰囲気で活動し
ています。書道パフォーマンス甲子園本選出場を目標としています
が、今年度の結果は予選8位と振るいませんでした。しかし展覧会で
は県上位の特別賞を受賞する等、優秀な成績を収めることができまし
た。書の技術と共にチーム力を高め、感動を与える作品を書けるよう
努めていきます！

書道部　部長 3年F組　田中 萌映子
【男子】１年=0名
　　　　２年=1名
　　　　３年=2名
【女子】１年=6名
　　　　２年=14名
　　　　３年=5名

　私達は月・木・土の週３日活動し、年４回稲稜ホールにて公演を
行っています。通常活動では発声や即興劇、公演に向けた練習を中心
に皆で楽しみながら活動し、公演の脚本や演出から大道具小道具まで
全て部員の手で作り上げます。とても自由度が高く多くの個性が光る
自慢の部活ですので、ぜひ私達の活動を覗いてみて下さい。新入部員
は随時募集中です！

演劇部　部長 3年E組　鈴木 裕羅
【男子】１年=4名
　　　　２年=1名
　　　　３年=3名
【女子】１年=12名
　　　　２年=4名
　　　　３年=4名

　英語を話す楽しさを実感するという理念の元、英語を使った活動
を行なっています。英語という堅いテーマではありますが、部員1人
1人が持ち前の明るさを発揮して、誰もが楽しめる部活になっていま
す。活動日は週3日で、特にspeakingやpresentationに力を入れて
います。また、夏合宿や稲陵祭での出し物もあります。

E. S. S. 部長 3年D組　平井 藍里
【男子】１年=5名
　　　　２年=3名
　　　　３年=6名
【女子】１年=4名
　　　　２年=7名
　　　　３年=5名

　政治経済部では「固いテーマをゆるく学ぶ」ことをモットーに毎週
火・土曜日に活動をしています。普段は部員によるニュース解説、討
論会、経営シミュレーションゲームなどを行い、各種大会にも参加し
ています。第19回 円・ドルダービー全国学生対抗戦で総合2位、第
2回Bloomberg投資コンテスト第３位入賞などの実績も残していま
す。意見交換が楽しく、フラットにできる最高の環境です。

政治経済部　部長 3年B組　竹間 亘輝
【男子】１年=2名
　　　　２年=3名
　　　　３年=9名
【女子】１年=1名
　　　　２年=3名
　　　　３年=4名

　月曜日と土曜日の週２回、お点前のお稽古や着付けのお稽古などを
しています。また和菓子作りや陶芸体験を行ったり、七夕お茶会やク
リスマスお茶会など年に数回、近くのお寺をお借りしてお茶会を開催
したりしています。また海外からお客様がいらっしゃる場合には中央
階段や近くにあるお寺でお茶会を催すこともあります。

茶道部　部長 3年E組　斉藤 莉子
【男子】１年=1名
　　　　２年=1名
　　　　３年=6名
【女子】１年=9名
　　　　２年=7名
　　　　３年=6名

部活動紹介

　私たち美術部は2019年度、28人体制で活動してきました。活動日は
不定、部員は専門の先生の指導を受けながら個人個人積極的に作品を
制作しています。年に数回ある稲稜祭をはじめとした行事での展示が
目標です。合宿やお菓子パーティーを通して仲間との思い出を築ける
最高の部活です！是非美術部にお越しください！

美術部　部長 3年F組　小島 悠太郎
【男子】１年=1名
　　　　２年=1名
　　　　３年=8名
【女子】１年=6名
　　　　２年=4名
　　　　３年=8名

　数学研究会では大学内容の数学を学んでいます。講義形式の活動と
並行して部員同士で問題を出し合い、そして教え合いお互いの知識を
深め合っています。今年度は夏休みに数学集中講義を開催し、稲稜祭
では自作の冊子を配布しました。数研に入れば充実した数学ライフが
送れること間違いなしです！

数学研究会　部長 3年G組　杉本 りな子
【男子】１年=5名
　　　　２年=2名
　　　　３年=2名
【女子】１年=2名
　　　　２年=0名
　　　　３年=1名
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部活動紹介

　逆さに読んでみてください。そう、名前な
んて必要ない、自由な部活です。だから可能
性を信じて、いろいろなことに挑戦していま
す。過去にはフェイクスイーツやトンボ玉作
りを楽しく経験したり。気軽に活動していま
す。

ＥＭＡＮＯＮ部
部長 3年C組　村上 恵梨奈

【男子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名

【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=2名

　ディベート部は月・木の週２回活動し、年
４回大会に出場します。目標は夏の全国大
会！通常活動では資料収集や意見のすり合わ
せを行い、論をブラッシュアップします。こ
の部活で得られる様々なノウハウは課題や卒
論で活かせ、特に資料収集の慣れは卒論でと
ても役に立ちます。気楽に私達の活動を見に
きて下さい。新入部員は随時募集中です！

ディベート部
部長 3年E組　鈴木 裕羅

【男子】１年=1名
　　　　２年=1名
　　　　３年=0名

【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=1名

　普段は各々で自由に落語ないしは漫才を鑑
賞し、その魅力や技について探求していま
す。稲稜祭で演目を披露する年もあります。
是非皆さんも落語に触れてみてはいかがで
しょうか？

落語研究会
部長 3年A組　山越 功貴

【男子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=2名

【女子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=0名

　写真部に入ると写真コンテストへの参加などができます。もちろん
強要はしないです。基本的には自主的な活動が多く、兼部がしやすい
です。カメラを持っていなくても写真の知識がなくても大歓迎！ぜ
ひ、写真の魅力に触れてみよう！

写真部　部長 3年H組　中村 幸太郎
【男子】１年=2名
　　　　２年=4名
　　　　３年=4名
【女子】１年=0名
　　　　２年=6名
　　　　３年=7名

　映画部では映画を観たり、映画について語り合ったり、映画を制作
したりしています。とっても緩い部活で先輩後輩関係も薄い文化部で
す。活動は基本映画制作をベースにしていて、脚本や演出、撮影から
ＣＧ制作まで部員同士で分担して行っています。男女比も偏っていま
せんし、映画が好きなら誰でも入部可能です！

映画部　部長 3年F組　中井 健斗
【男子】１年=8名
　　　　２年=5名
　　　　３年=5名
【女子】１年=0名
　　　　２年=4名
　　　　３年=2名

　昔　男ありけり会です。「ちはやふる」で有名な百人一首競技かる
たの練習に取り組んでいます。練習日は月・水・木・土の週４日。初
心者、兼部、大歓迎です！小中学校にかるたをやって、札を取るのが
楽しかった人、新しいことをはじめてみたい人。共通棟203教室へ、
是非足を運んでみてください！

昔　男ありけり会　部長 3年B組　木村 優希
【男子】１年=0名
　　　　２年=0名
　　　　３年=1名
【女子】１年=4名
　　　　２年=5名
　　　　３年=5名

　私たち天文部は毎週月曜日に理科実験室５で活動しています。今年
度の春～秋は２、３年生に天文プチ発表をしてもらい、知識の向上に
努めました。冬になると放課後でも星が見られるようになるので、木
曜日にも臨時の活動日を設けて望遠鏡を使って月や天体を観測してい
ます。見かけたときはぜひ覗いてみてください。

天文部　部長 3年A組　西澤 航平
【男子】１年=0名
　　　　２年=2名
　　　　３年=6名
【女子】１年=6名
　　　　２年=0名
　　　　３年=13名

　化学が好きな人も、苦手な人も集まれ！実験しながら何かを見つけ
る。そうするとなんだか化学がわかるかもしれない。変化を見つける
楽しさを一緒に味わいましょう！

化学部　部長 3年C組　村上 恵梨奈
【男子】１年=2名
　　　　２年=3名
　　　　３年=1名
【女子】１年=2名
　　　　２年=1名
　　　　３年=6名

　毎週火・水・金に活動しているクイズ研究会です。今年度は部員も
大幅に増え、様々な大会でも結果を残すことができました。少しでも
競技クイズに興味があれば是非入部してください！

クイズ研究会　部長 3年A組　梶原 悠渡
【男子】１年=7名
　　　　２年=2名
　　　　３年=1名
【女子】１年=5名
　　　　２年=0名
　　　　３年=1名
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総合支援委員会

　今年度の総合支援委員会は、２つのイベントを開催する予定でした。
　１つ目は「３学年合同懇親会」。今年で３回目になりますが、保護者
の皆様が、学年の垣根を越え交流でき楽しんでいただけるような場の提
供を目的に、委員会で何度も話し合いを重ね、みんなで知恵を出し合っ
たことで、素晴らしい会となりました。
　２つ目は「卒業のつどい」。こちらは事実上、３年生の委員は引退
し、１・２年生の委員が運営することとなり、準備を進めておりまし
たが、まさかの予期しない事態となってしまいました。３年生も進路が
決定し、卒業に向けて心弾ませているころ、世の中は新型コロナウィル
スの感染が騒がれ、これに伴い飲食を伴うパーティーの自粛要請があり
ました。学院と保護者の会の話し合いで、苦渋の決断ではありましたが、
やむなく「卒業のつどい」を中止する運びとなりました。
　中止が決まった後の委員会でも、先生方への感謝の意を伝えるために、
今、私達が出来ることをみんなで考えました。私が委員長でいさせてい
ただいた、総合支援委員会は委員のみんなが適材適所で各自の力を発揮
し、まさに「ONE　TEAM」で作り上げたと思います。
　次期委員長にも私の魂を受け継いでいただけたようなので、私も安心
して引き継げます。そして委員として活動させていただいたことと私を
支えてくれた仲間は、一生の宝物です。私たちの委員会活動が保護者の
皆様に少しでもお役に立つことができていたら幸いです。
　最後に、総合支援委員会の活動には学院長をはじめ諸先生方、事務局の皆様、他幹事の皆様のご理解とご協力なくしては成
り立ちません。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  総合支援委員会 委員長　浅沼 美香

3学年合同懇親会

卒業のつどい

　12月15日（日）保護者会終了後、埼玉グランドホテル本庄さんにて、
３学年合同懇親会を開催いたしました。今年度は学年別ではなく地域別
に着席していただくスタイルを試みました。学年の壁を越え、地域ある
あるなど、学院生活から大学生活まで沢山の情報交換の場となりました。
　また昨年度までは保護者有志による「おやじバンド」による演奏・熱
唱でお楽しみいただきましたが、今年度は「早稲田クイズ大会」を開催
しました。クイズ景品も早稲田グッズで参加者のみなさんも真剣にクイ
ズに取り組んでいただき、おおいに盛り上がりました。クイズ問題を作
成する過程では委員も早稲田大学の多くの「へぇ～」を存分に楽しみま
した。
　本当にわずかな時間ではありましたが、保護者同士が触れ合える素晴
らしい時間となりました。
　ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

　３月８日（日）に早稲田大学本庄高等学院食堂にてお世話になった教職員と多くの保護者の皆様にご参加いただき「卒業の
つどい」を行う予定でしたが、新型コロナウィルスの影響で、卒業式が中止となり、それに伴い「卒業のつどい」も中止とな
りました。
　保護者の会では、このような事態となりましたが、お世話になった先生方へ感謝の気持ちを伝えたいとの意向で、本来なら
ばお礼の言葉とともに直接お渡ししなくてはならないところですが、事務局経由でカタログギフトと先生方が卒業式当日胸に
つける、コサージュをお送りさせていただきました。3年間、子供たちを見守り続け、ここまで成長させていただきありがと
うございました。そして卒業生の保護者の皆さんも「卒業のつどい」を執り行うことができなかったことは大変残念ですが、
来年度の委員のみなさんに今年の3年生の感謝の分まで託したいと思います。3年生の保護者の皆様、ご卒業おめでとうござい
ます。なお、卒業生が胸につけるコサージュも保護者の会で準備させていただいておりました。後日、卒業生の皆様にお送り
させていただきます。卒業記念にどうぞお受け取りくださいませ。

浅 沼 美 香
美才治　幸子
加 藤 俊 市
上 原 純 子
野 村 　 香
清 水 智 子
清 水 好 美
竹 内 裕 子

３Ａ
３Ｂ
３Ｃ
３Ｄ
３Ｆ
３Ｈ
３Ｈ
３Ｈ

小 寺 貞 香
塩 野 尚 子
山 本 美 樹
石澤　ゆづき
石 川 晴 子
太 田 　 高
小野　かなえ
村 主 明 美

佐 藤 佳 代
髙 橋 信 介
中 谷 恵 美
長谷川加菜子
須 藤 晶 子
上 杉 芳 子
帆 士 京 子
木森　千江美

２Ａ　
２Ａ　
２Ｂ　
２Ｅ　
２Ｇ　
２Ｇ　
２Ｇ　
２Ｇ　

２Ｈ　
２Ｈ　
２Ｈ　
１Ｂ　
１Ｆ　
１Ｇ　
１Ｇ　
１Ｈ　

●総合支援委員会

林　之成(会長) 　髙橋　信介(副会長) 　吉澤　昌(副会長)
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文化事業委員会
ＯＢ講演会・地域別懇親会

観劇会『パリのアメリカ人』（劇団四季）

大久保山散策ツアー　～縄文時代からの歴史と自然を体感する～

　10連休が明けた５月11日(土)午後、第１回　｢ＯＢ講演会・地域別懇親会｣を開催しまし
た。稲稜ホールでは、文系３名・理系３名の本庄高等学院ＯＢで現役早稲田大学２年生が
登壇。学院での学びがどのように大学生活に活かされているか、大学生活の現状から後輩
や保護者へ伝えたいことを質問形式で答えていただきました。半田亨学院長・影森徹教務
主任もかけつけ、卒業後の教え子の成長した姿に激励の言葉をかけてくださいました。そ
の後、地域別懇親会として本庄早稲田国際リサーチパーク１階に移動し、茶話会形式でＯ
Ｂ学生８名と保護者とが膝を交えて語り合いました。参加者は約150名。学年を超え住居
地域別での情報交換と、わが子が大学へ進学した時のイメージを膨らませる貴重なひと時
となりました。出演ＯＢからは「貴重な体験をさせていただきました」「せっかく本庄ま
で来たから旅をして帰ります」と母校をバックに満面の笑みが見られました。

　７月21日(日)､KAAT 神奈川芸術劇場にて劇団四季『パリのアメリカ人』を総勢145名で
観劇しました。本庄高等学院から藪潤二郎事務局長、保護者の会からは前会長の若旅吉則
さん、元会長の諏訪丈晴さん、元文化事業委員長の寺沢広美さんにも足を運んでいただき
ました。劇団四季の最高レベルのダンスと20世紀の天才・ジョージ・ガーシュウィンの音
楽がマッチした見ごたえのある作品です。劇団四季の営業担当Ｙ氏に「これは稽古がかな
りつらかったのでは？」と聞いたところ「それぞれ出演者はダンスシューズを10足は履き
つぶしているはず」とのこと。プロの仕事は見るものを感動させる。遠路はるばるご参加
くださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。

　台風19号襲来の１週間前の晴天という奇跡に恵まれた10月５日。毎年人気のこのツアー、参加者と収蔵資料（縄文土器等）の
安全を考慮し、保護者申込定員80名のところ先着85名までで締め切らせていただきました。早稲田大学から井上裕一先生と細田
勝先生をお招きし、稲稜ホールで縄文時代についてお話しいただいた後、３班に分かれて出発。考古資料館では細田勝先生に縄
文土器からわかる縄文人の交流についてお話を伺い、実際に土器に触れその重みを体感しました。パプア館では井上先生より
この資料収蔵の由来等を伺い、大久保山から宥勝寺への散策では、事務所の
川村悠太さん（専門が考古学）から地形からどのように縄文時代の生活を読
み取るかなど、興味深いお話を伺いました。最後にリサーチパークで昼食後、
吉田茂元学院長からご挨拶いただき、井上先生から再度縄文時代につき振り
返り、パプア館が2020年にリサーチパークへ移設予定等のお話しを聞くこと
ができました。日頃、子どもたちが学び、生活する大久保山の歴史の深さに
触れ、本庄高等学院への理解が一層深まった一日でした。

　文化事業委員会では､本庄高等学院および早稲田大学について保護者が理
解を深めること､先生方や保護者間の交流を主な目的として活動しています。
　今年度は、ＯＢ講演会・地域別懇親会、観劇会、大久保山散策ツアー
の３つの行事を行い、いずれも大勢の保護者の皆様にご参加いただきま
した。この場をお借りして御礼申し上げます。
　春のＯＢ講演会・地域別懇親会は今年度初めての試みです。本庄高等
学院は埼玉県でトップクラスの人気校ですが、保護者の満足度をさらに
上げるためにはどのような催しがよいのかを委員会で考えて立ち上げま
した。わが子を本庄に通わせて本当によかった！　保護者も楽しく本庄
を、そして早稲田を理解するきっかけになった！　と思っていただけれ
ば幸いです。部活の応援でお忙しい保護者の方もいらっしゃれば、寮生
で学院生活の情報が得られないなど保護者の要望も十人十色です。全て
のご要望にお応えするのは難しいのですが、保護者も楽しい３年間を送
るお手伝いを今後も文化事業委員会で継承していければと思っておりま
す。最後になりましたがいろいろな行事は、学院長はじめ本庄高等学院
の先生方、事務局の皆様、保護者の会会長、委員会メンバーの皆様に協
力いただいてこそ実現可能でした。本当にありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　  　　文化事業委員会委員長　村上 美佳 林　之成(会長) 　吉澤　昌(副会長)

西 澤 純 子
福 島 真 理
櫻 井 智 子
亀 田 由 美
村 上 美 佳
堀 口 弘 枝
櫻 井 ゆ え
福田　真由美
大 冨 恵 子

林 　 之 成
上 山 友 子
樋口　紀代美
栗 本 章 子
飯島　麻里子
小 﨑 斉 子
内田　由里子
濱出　志津子
吉田　多賀子
小 髙 　 香

髙野　里江子
原 田 清 子
内 藤 昭 子
水 野 京 子
八 束 　 歩
上野　未千代
瓜 生 裕 子
千喜良　起代
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●文化事業委員会
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林　之成(会長) 　吉澤　昌(副会長)

荻 野 幸 子
折茂　さおり
山 崎 知 子
小 林 英 子
菅 原 　 洋
長 　 美 佐 子
河 野 有 子
阪 本 純 子
中 村 裕 子

増田　かおり
松 村 直 哉
関 口 美 香
松 田 　 晃
清澤　恵美子
室田　千鶴子
小 峰 智 仁
松 本 佳 子
神田　小百合
青 木 雅 代

芹 澤 静 代
吉 澤 　 昌
熊 谷 美 紀
德田　佳代子
森 　 め ぐ み
奥 原 綾 子
鈴 木 晴 美
釜井　恵美子
笹 川 篤 史
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●杜 編集委員会

編 集 後 記

｢杜｣とは？

　杜編集委員会は、年間を通して学院行事に取り組む学院生
の活き活きとした姿を取材し、編集会議を重ね「杜」を作る
活動をしています。
　今年度は、体育祭や球技大会、稲稜祭などたくさんの学院
行事を希望者で分担して取材に取り組みました。そこにはい
つも、メンバー全員が駆け回り「撮り落としがないように」
という思いのもと、たくさんシャッターを押す姿がありまし
た。保護者の皆様にご紹介できるのはその中でも極限られた
枚数にはなってしまいますが、委員会の想いが詰まったこの
43号の「杜」を無事に完成させ、皆様にお届けすることがで
き、感慨深い思いでいっぱいです。また、新入生の保護者の
皆様におかれましては、学院生活を知る一冊にして頂ければ
幸いです。
　最後に、取材にご協力を頂きました、学院長をはじめとす
る諸先生方、事務所の方々、学院生のみなさん、保護者の会、
そして杜編集委員会の頼もしい仲間たちに心より感謝申し上
げます。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　杜編集委員会委員長　長 美佐子

　保護者の会の杜編集委員が年 1 回発行する広報誌です。編集委員が年間を通して学院行事を、精力的に取材、撮影、編
集しています。
　豊かな自然に囲まれた環境の中で繰り広げられる、学院生の伸び伸びとした姿や、一生懸命に目標に取り組む姿、クラ
ス一丸となって頑張る姿、笑顔・汗・涙・叫び…、様々な表情を、学院側が発行する Web や緑風とは異なる、保護者の
目線でお届けいたします。学院の魅力、学院生の活躍や成長、先生方の生徒に向き合う真摯な姿が伝わるような冊子を目
指しています。編集委員の、たくさんの想いが詰まった一冊です。
　とくに、海外や遠方にお住まいで学院になかなかいらっしゃることのできない保護者の方にとって、少しでもお子さん
の様子や学校の雰囲気が伝われば幸いです。

　肩を組みながら「紺碧の空」を熱唱する学院生たち。最後に「早稲田魂」

を抱きながら放った無数の風船が、夕暮れの空へ幻想的に舞い上がる…。

私たちが表紙に選んだこの２枚の写真は、恒例となった稲稜祭最終日のク

ライマックス、後夜祭の情景です。本庄高等学院らしい青春の一幕との思

いを込め、表紙にしました。同じ歌を繰り返す学院生たちを目の当たりに

すると、溢れるほどの母校への愛情が伝わってきました。色鮮やかな風船

の数々は、まるで個性豊かな一人ひとりの学院生たちが、この保護者会誌

名の由来である「本庄の杜」から ｢早稲田の杜｣ へと巣立っていく姿に重

なりました。「この学校に入れて良かった」――。そう実感した保護者の方々

もいたのではないでしょうか。お子様がご入学された方、まだご覧になっ

ていない方は、是非この後夜祭を学院生たちと一緒に体感してみませんか。
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