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早稲田大学本庄高等学院 保護者の会「杜」編集委員会

しい」とお褒めの言葉を
頂戴したが、ほかの先輩
諸氏もこうした両部員の
潑剌としたパフォーマン
スや演奏を見聞きされ、
早稲田の未来を明るいも
のと想像されたことであ
ろう。部員にはもちろん
自分の技術や情感を表現
することで幸福を感じる
という側面があるにせよ、
結果的には他者の喜びを
生み出していた。
他
｢ 者の喜びを自分の
喜びにできる」とはどう
いうことなのだろう。子
に対する親の愛がきっと
それで、子どもの喜びは
親の喜びであるにちがい
ない。だから、保護者会
の皆様が子どもたちのた
めに様々な形で支援して
くださるのはこの思いか
らであろう。本学院では
応援部、ブラスバンド部、
生徒会執行部、ほかに多
くのものが学院のため、
学院生のために尽力し、
それを以て自己実現を果
たしているように思う。

茂

有り難いことである。
人間の行為は他者への
善、他者の幸福のために
行われるという、いわば
利
｢ 他主義」は哲学者・
数学者で知られるオー
ギュスト・コントが初め
て用いた言葉だとされる。
だが、この利他の考えは、
言うまでもなく、古来宗
教ではそれを神や仏の慈
悲と言い、思想の世界で
は性善説を基にした主要
な倫理観であった。「他
者の喜びを自分の喜びと
する」という考えは確か
に利他主義の立場に立つ
ものではあるが、一方で、
他者の喜びに共感するこ
とで自己の存在を確認し、
結果自己の命の輝きに喜
びを覚えるという、いわ
ば利己的な幸福実感が共
存しえるからこそ成り立
つのだと利己的な小生は
考えもする。しかし、そ
んなことはどうでも良い。
利他の考えを持つ生徒た
ちの多いのが我が学院の
良いところだ。いつまで

吉 田

早稲田大学本庄高等学院長

他者の喜びは自分の喜び

他
｢ 者の喜びを自分の
喜びにできる人の集まり
が応援部です」と言われ
る加藤裕章、棚橋知之両
先生のお言葉に甘えて、
応援部の力を借りた一年
であった。彼ら彼女らは
部活動の応援に加えて様
々なところで学院全体の
応援も買って出てくれた。
三度に及ぶ学校説明会で
は、雨の降る中、受験生
やその保護者を笑顔で迎
え、学校案内を渡し、着
座の指示までしてくれた。
本学院の稲稜ホールで開
催された稲門会（早稲田
大学卒業生の校友組織）
埼玉県支部大会でも、雨
に濡れながら道案内をし、
懇親会ではパフォーマン
スを見せ、校歌を指揮し
場を盛り上げた。これに
加えてブラスバンド部も
懇親会でアンサンブル三
曲を演奏し、格調のある
そして和やかな雰囲気を
作りだしてくれた。会に
出席された鎌田薫総長か
ら「本庄学院生はすばら

も大事にしたいと思う。
テレビへの露出もあっ
た。サイエンスアゴラに
おける「雷で音楽を奏で
る研究」や「クワの異形
葉性とプラントオパール
の研究」（オランダ系の
」
植 物 学 専 門 誌 「 Flora
オンライン版一一月二六
日に掲載）が短い時間で
はあったが、本学院の生
徒の活躍として紹介され
た。これらはいずれもＳ
ＳＨ事業の成果であるが、
二〇〇二年からこの事業
を学院生とともに展開し
てこられた半田、影森両
先生などはさぞかし溜飲
を下げたことであろうし、
本年度より始まったＳＧ
Ｈ事業にも良い刺激と
なった。
また、 ハ｢ネムーン と｣
いう古臭い言葉を世間に
提示した吉川未来さんと
山田凜太郎君の活躍も出
色だ。二人を乗せた「早
稲田本庄」と大書された
大型トラックがグランド
キャニオンを疾駆する姿
は壮観であった。残念な
がら二人はそこで敗退し
たが、伸びやかな二人の
姿は視聴者に大きなイン
パクトを与えたと思う。
これらの学院生はたぶん

他
｢ 者の喜びを自分の喜
びに」などと意識してい
るわけではなかろう。研
究が何しろ面白く、自分
たちの力で何とかアメリ
カに行きたいと思いクワ
やクイズと格闘している
のであろうが、そのシー
ンを観ている者には幸せ
な時間を提供してくれた。
本年度の修学旅行では
中国北京コースが復活し
た。五二名と参加者は少
なかったが、北京大学附
属中学では大いに歓待さ
れた。「老朋友」を大切
にされるお国柄とは言
え、半月前には抗日戦争
勝利七十周年記念パレー
ドが華々しく行われた北
京である。何かとご苦労
があったのではないかと
想像する。答礼夕食会で
附中校長の王錚先生と小
生とが互いの国旗を振り
ながら早稲田大学校歌を
歌ったのは忘れられない
思い出となった。
国立臺中第一高級中学
にもお世話になった。韓
国では今夏ＭＥＲＳが流
行し、準備の都合から、
韓国コースを取りやめ、
台湾コースに変更した。
そこで心配されたのが修
学旅行の一番の目玉であ

る一日交流ができないの
ではないかというもので
あった。ところがその心
配は杞憂に終わった。有
り難くも臺中一中は二三
三名の学院生全員を友人
として向かい入れ、交流
を行ってくれたのである。
これらも他者の喜びを
第一義に考えてのご対応
だ。頭が下がる。
年末、保護者会文化事
業部の企画で劇団四季の
ア
｢ ラジン」を観た。そ
の中で彼は最後の願いと
して、王子になることを
願うのではなく、「ジー
ニー、君は自由だ」と叫
び、もとは魔法のランプ
に閉じ込められ自由を奪
われていた男を自由の身
にした。アラジンもまた
他者の幸福を第一義に考
える人間の一人か。
ほんとうに本年度は他
者の喜びを自分の喜びに
できる人人に救われた一
年であった。
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輝ける未来へ！
丈 晴

い校則はありません。平
成二七年度のスーパーグ
ローバルハイスクール
Ｓ
( ＧＨ）五六校のうち
の一校に指定されていま
す。そして今までに沢山
の優秀な人材を大学に送
り出して来ました。今の
本庄学院生も各部活動で
の活躍はもとより、テレ
ビにおいても、クイズ番
組での健闘やスーパーサ
イエンスクラブの取材
等、早稲田大学本庄高等
学院の名前を日本中に知
らしめる素晴らしい結果
を残してきました。そし
て、本庄高等学院の卒業
生は、早稲田大学に入学
した時に大きなアドバン
テージがあります。それ
は付属校の特権で、入学
した時から三〇〇人の仲
間と一緒だという事です。
大学生になっても、その
アドバンテージを生かし
て、今まで以上の輝ける
人生を送れるようにチャ
レンジして下さい。
人が一番幸せを感じる
のは、自分自身の存在意

諏 訪

保護者の会会長

早稲田大学本庄高等学
院を巣立っていく三年生
の皆様、ご卒業おめでと
うございます。保護者の
皆様、ご子息、ご息女の
ご卒業本当におめでとう
ございます。今まで大変
なご苦労をされてきたと
思いますがお疲れ様でし
た。私は今年度保護者の
会の会長として卒業に立
ち会えたことを心より嬉
しく思います。
また、吉田学院長を始
めとする教職員の皆様は
子供達を無事に大学に送
り出して頂き誠にありが
とうございました。卒業
生の保護者の一人として
心より感謝致します。
早稲田大学本庄高等学
院は早稲田大学の前身
である東京専門学校の
創立百周年を記念して
一九八二年に埼玉県本庄
市に開校致しました。早
稲田大学直属の付属校で
あり、大学の学部・大学
院と同等の位置付けで
す。また、生徒の良識に
任せているため校則らし

義をほかの人に認めても
らえた時だと耳にした事
があります。まさにその
通りで、自分の事を他人
が認めてくれるほど嬉し
い事はありません。存在
意義を認めてもらうとは
どういう事なのでしょう
か。それは自分がほかの
人に必要とされる、頼り
にされるという事に他な
りません。具体的に言う
と、人のために行動して、
その人に「ありがとう」
と言ってもらえた時に頼
られている、必要とされ
ていると実感するでしょ
う。たとえ一人の人でも
良いから「ありがとう」
と言われるような大人に
なってください。生まれ
てきて、たとえどんな小
さなことでも人の役に立
つ事を行うことが人とし
ての輝きだと思います。
たった一人の人でも、あ
なたに会えて良かったと
言ってもらえる事こそが
人として輝くことになる
と思います。大学生、社
会人になっても誰かに必
要とされて生きていける
ような光り輝く人生が送
れるように心から願って
います。皆さんの可能性
を信じて！

「学院生であることの誇り」

をたくさんいただけたこと

です。私が感じる本学院の

魅力は自由な校風による活

気と、自由な分だけ自らの

活を充実したものにするた

徒会の目標は、学院生の生

となったでしょうか。旧生

の学院生活は充実したもの

みなさんの二〇一五年度

できました。四月には新た

大きな達成感を得ることが

さんの喜んでいる顔を見て

でした。しかし学院生の皆

作成などに追われて大忙し

レターの撮影や生徒会誌の

謝の集い」に向けたビデオ

段の生活でも度々感じるこ

たと思います。体育祭や普

感じていただくことができ

そのような雰囲気に魅力を

受験生や保護者の方々にも

の雰囲気だと考えています。

作り出される学院ならでは

律性もある学院生によって

葵

めにみなさんの意見を積極

な学院生として一年生が入

奥 村

的に取り入れて活動する

とですが、この学院で高校

生徒会会長

ことでした。そのために目

学し、これからの学院生活

生活三年間を過ごすことが

行動に責任を持つという自

安箱の設置や今までは行っ

できて、生徒会長を務めさ

あることに誇りを持つこと

を彩るのであろう部活動の

ができました。また十一月

紹介や、普段活動を目にす

ることができました。また、 これらは今年度から場所が

には選挙が行われ、生徒会

ていなかったアンケートを

大教室から稲稜ホールに移

は新体制となりました。新

数回にわたって実施しまし

り、稲稜ホールを初めて使

たな生徒会長も私たち三年

せていただくことができて

私が生徒会長になる前から

う行事となりました。十月

生の意志を引き継ぎつつ、

ることが少ない文化部に注

実施したいと考えていた献

には学院生の最大のイベン

彼女らしくよりよい学院に

た。目安箱はポストとメー

血活動を新たな試みとして

トである稲稜祭が行われま

していってくれることと思

本当に良かったと思いまし

行うことができました。私

した。生徒会でも受験生や

います。

目した文化部合同発表会が

たちでもできる身近なボラ

保護者の方々に向けて、校

生徒会主催で行われました。 た。それと同時に学院生で

ンティアとして学院生はも

内を約一時間かけて散策す

ルの二通りを用意し、学院

ちろん、先生方や事務所の

生の様々な意見に耳を傾け

方々にもご協力いただき私

るキャンパスツアーや入試

最後になりましたが、私

たちなりの社会貢献ができ

体制になったばかりの不安

いた三年生が抜け、新たな

す。生徒会の中心となって

の選挙直後から始まりま

生徒会の一年は十一月

私たちの学校を褒める言葉

受験生や保護者の方々から

のは、入試相談コーナーで

した。何よりも嬉しかった

ていただき、嬉しい限りで

どちらも多くの方に参加し

卒よろしくお願い致します。

うございました。今後も何

みなさん、本当にありがと

所の方々、そして学院生の

護者の皆様、先生方、事務

たのではないかと思います。 相談コーナーを設けました。 たちを支えてくださった保

が多い中で「三年生への感
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５

南三陸研修

この研修は2013年度より、NPO法人E-TEC様のご協力の下、震
災被災地復興の様子を自分の目で見ることと、復興に何らかの形で
関われる機会を作ることを目的に、実施しているものです。3A稲
玉侑里子・溝口滉太、3H佐藤裕友、2A荻野結衣・光山未藍・西那
巳子、2F中村綾音・吉田日菜子、2G大木恵里佳、2H久保田怜奈・
髙㟢航平・玉手萌衣、1A沓掛理美、1H市川実花・小泉悠登が参加
し、松島湾におけるマツモ再生活動参加、伊里前川河川調査等を行
いました。

６

国際的な場における研究発表

◦SKYSEF2015（８月８日～11日）
SKYSEFはSSH校である静岡北高校が開催している国際高校生科学フェアで
す。本庄学院は連携校として参加しました。2H久保田怜奈・玉手萌衣が参加し、
「Circumstances and Analysis of Occupation of the rivers in Honjo city by the
Alien Shrimp」のテーマで研究発表し、審査員特別賞を獲得しました。
◦KSA Science Fair 2015（８月11日～15日）
2F水越百香、2G飛知和志帆が、Korean Science Academy(KSA、釜山)で開催されたサイエンスフェアに参加し、ポスター部
門賞を獲得しました。
◦JSSF 2015（11月２日～６日）
JSSFはSSH校である立命館高校が主催する世界一の規模の国際高校生シンポジウムです。1H鎌田賢知・原田慧、2H山嵜晴貴が
参加しました。原田はNJCとの共同研究として発表しました。鎌田と山嵜は立命館高校のグローバル人材育成事業として、台湾を
訪問しました。
◦Thailand-Japan Student Science Fair（12月21日～25日）
タイの科学教育振興に尽力したチュラボン王妃の60歳の誕生日を記念し
てタイと日本とのあいだで開催される、日本から150名、タイから300名
の高校生が参加する大規模な科学フェアです。本庄学院は招待参加で、２
年菊地環・髙岡美優・鈴木瑠夏・畑蘭乃・伊藤三瑠・飛知和志帆が参加し
ました。
◦MWITS Science Fair 2016（１月25日～２月３日）
MWITS Science FairはMahidol Wittayanusorn School（MWITS）が毎年開催している国際高校生科学教育プログラムで
す。例年３名の定員ですが、今年度はMWITSの御好意により10名参加し、フェアの後学校間交流できることとなりました。

７

11th International Intelligent Ironman Creativity Contest 2015（７月 24 日～ 31 日）
今年度は11回の歴史で初めてとなる台湾東部海岸台東市国立台東大学を会
場として開催されました。参加国は台湾・ドイツ・香港・シンガポール・ネ
パール・日本です。本校からは3年高山千恵・尾林舞香・市川なつみ・田口
瑛美・2年菊地環・飛知和志帆が参加しました。パフォーマンス部門人気投
票では1位を獲得しましたが、最終課題では入賞できませんでした。

８

受賞

◦本庄高等学院卒の筒井音羽（研究開始時高３、現早稲田大学政治経済学部２年）、坂本玲（研究開始時高２、現早稲田大学教育学
部１年）、尾林舞香、山川冴子（ともに現高３）、半田亨教諭は、東京大学物性研究所松田巌准教授らとともに、蚕が食べるクワ
の葉の中に植物の宝石「プラントオパール」を発見しました。そして国際的な植物専門誌『Flora』に掲載される快挙に結びつき
ました。（オランダ系の植物学専門誌『Flora』に掲載）
掲載論文：Light and SEM observation of opal phytoliths in the mulberry leaf
◦朝日新聞科学技術チャレンジ（JSEC）2015
優等賞（ファイナリスト）、3H市川なつみ
「日本の小河川環境に適した超小型水力発電機の開発」
◦SKYSEF
審査員特別賞、2H久保田怜奈・玉手萌衣
「Circumstances and Analysis of Occupation of the rivers in Honjo city by the Alien Shrimp」
◦KSA Science Fair 2015
ポスター部門賞、2F水越百香、2G飛知和志帆
Waseda University Honjo Senior High School
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SSH・国際交流プログラム報告
１

本庄市立藤田小学校との連携活動

2012年度より河川研究班メンバーが藤田小の５・６年生の総合学習の年間講師（年８回程度）を務めています。今年の河川研
究班メンバーは、3A溝口滉太・山川冴子、3H佐藤裕友・尾林舞香・高山千恵、2A荻野結衣、2C畑蘭乃、2D垣鍔結衣、2H久保田
怜奈・玉手萌衣・髙㟢航平、1A沓掛理美、1H小泉悠登です。
６月10日・10月28日に小山川・元小山川での合同河川調査を実施しました。また、以下のような授業を実施（予定も含む）しま
した。
・５月13日「目の不思議 ～錯視について～」
・６月３日「河川調査予備学習 ～川の生物、パックテストの使い方～」
・６月17日「河川調査からわかったこと」
・９月９日「チリメンモンスターを探そう！ ～チリメンジャコから、住んで
いた海の環境を想像しよう！～」
・11月４日「プレゼンの達人になろう！（その１）」「顕微鏡でプランクトン
を観察しよう！」
・11月７日 藤っ子祭「葉っぱにも口があるよ！～SUMP法による気孔の観察
と森林保護～」
・11月11日「河川調査からわかったこと」
・２月３日「お茶会体験」（本庄学院茶道部による）
・２月17日「プレゼンの達人になろう！（その２） ～市民シンポジウムでの発表に向けて～」

２

輪講「これがサイエンスだ！」

2013年度に開始した本校教員による自前の輪講です。今年度は12月現在、以下の講義を行っています。
・第１回目 ４月22日「暗号・人工知能・誤り訂正符号 －現代社会を支える数学の秘密―」、齋藤翔太先生
・第２回目 ５月29日「つまようじを投げて円周率πを求めよう！」、成瀬政光先生
・第３回目 10月６日「トポロジーの世界」、齋藤真理沙先生
・第４回目 11月６日「幽霊粒子をつかまえろ！ ―速報！ノーベル賞物理学賞解説―」、峰真如先生
・第５回目 11月11日「感染症ってなんだ？」―速報！ノーベル賞医学生理学賞解説―」、矢野健治郎先生

３

Singapore National Junior College との交流

①Waseda-NJC Exchange Programme
（テレビ会議７月９日、シンガポール研修７月16日～23日）
共同研究ミーティングの他、イスタナ（大統領官邸）見学、動物園見学等
を行いました。参加者は3C川口穂夏、3G勝又絵里佳、3H高山千恵、2A金子
奈央、2C丸山紋加、2E宮㟢まゆか、2G白戸なな・飛知和志帆・吉田鈴奈、
です。
②NJC-Waseda Exchange Programme（10月26日～11月１日）
NJC生徒９名（女子６名男子３名）教員２名が本庄学院を訪問しました。共
同研究ミーティングの他、学院生の宿泊を伴っての都内研修（みらい館、早稲田
大学榊原研究室訪問）、軽井沢研修（鬼押し出し、火山博物館、軽井沢セミナー
ハウス、群馬自然史博物館）、ヤマキ醸造での醤油作りワークショップ、授業参
加、茶道部による歓迎お茶会、長瀞研修を行いました。ホストファミリーを引き
受けてくださった、2C丸山紋加、2G白戸なな・吉田鈴奈・飛知和志帆、2H山嵜
晴貴、1C清水理愛・花田知優、1H鎌田賢知さんのご家庭にこの場を借りて心よ
り感謝申し上げます。

４

小笠原研修（8 月 25 日～ 30 日）

3H尾林舞香・市川なつみ、2B中川慎一朗、1B石原みらい・田中
尚史、1H市川実花・吉野舞・川澄優介・島田藍が参加しました。母
島こども科学教室では今まで最高の33人の子供・保護者・旅行者の
方に参加していただきました。今年は初めての試みとして、母島沖
港から南端南崎までを縦走しました。植生や地形上のポイントの説
明の他、陸生マイマイの分布について専門家からお話しを伺うこと
ができました。この他、海洋生物観察、夜行性・夜光生物観察、南
島におけるワークショップを行いました。母島観光協会のご配慮に
よりアウトリガーカヌーや小笠原太鼓も体験することができ、密度
の高い研修となりました。
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第

回

６月４日㈭

前日の雨で清められたグランドにて爽やかな晴天の中、体育祭
が行われました。時折、砂塵が舞い上がる中、熱気溢れる激闘が
繰り広げられました。屈託のない笑顔が印象的でした。

1500M

200M
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100M

400M

パン食い競走

砲丸投げ

開会式

応援部パフォーマンス

走り高跳び

３年Ｄ組

星名

優作

体育祭実行委員長挨拶

走り幅跳び

みんなを笑顔にさせる側として臨んだ体育祭は、
雲一つ‥いや、三つ四つある青空の下で幕を開け
た。
例年とは少し違った開会式。檀上から見たみん
なの笑顔は最高だった。
競技に全力で取り組む生徒や、個性豊かなコス
プレをして競技以外でも体育祭を盛り上げてくれ
た生徒、喉が潰れながらも最後まで応援の声を止
めなかった生徒‥。みんなの姿はとても輝いて見
えた。
まさに感無量‥。「言葉にできない」という言
葉くらいしか言葉にできない。（笑）
大勢の人の支えがあったおかげで、たくさんの
感動と思い出が残った。
ありがとうみんな。ありがとう体育祭。
こうして、今年の体育祭は雲一つない青空の下で
幕を閉じた。

杜 MORI No.39
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三人四脚
障害物競走

全員リレー

大縄跳び

本庄SPリレー

閉会式

部活紹介リレー

Waseda University Honjo Senior High School
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各学年優勝クラス
2F

3F

普段からクラスが仲よ
しのお陰！練習を一杯
したので、成果を出す
事が出来ました！

体育祭の進行と共に、
クラスの団結力が高ま
り優勝できました。

1G

作戦会議の成果です！最高です！

学院新記録
400ｍ

３年Ｃ組

宮川

智安

50”04

1500ｍ

３年Ｃ組

東

和志

４’11”09

学院タイ記録

走り高跳び

ク ラ ス
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学年新記録
100ｍ女子

２年Ｄ組

田島春瑠乃

13”19

100ｍ男子

１年Ｃ組

河原

11”43

２年Ｅ組

石川

慶毅

シ ャ ツ

1 ｍ 86cm

啓志

2015年9月27日(日)～10月２日(金) ５泊６日の日程で修学旅行が行われました。
台湾、新台湾、中国の３コースに分かれ国内外の様々な文化、歴史を学びました。
高校時代の素晴らしい思い出が一つ増えました。

台湾
（台北）

台湾コース（109 名）
台北
台中
台南

台北 101 お茶文化体験 中正紀念堂
台中一中学校交流
赤崁楼 延平郡王祠 孔子廟

士林夜市

故宮博物院

「トラ○ル
３年Ｈ組 白石 篤至
６日間の修学旅行はあっという間に過ぎて
しまいました。施設見学では建物の日本には
ない台湾らしさを感じました。台湾料理はも
うしばらく回るテーブルは見たくないってく
らいに満喫しました。台中一中との交流では
何か得ようと積極的にコミュニケーションを
取ることができました。台風の影響で数多く
の行程が中止になってしまったのは残念でし
たが、友達と行ったショッピングは楽しかっ
たです。
修学旅行が無事に終わったのも実行委員の
皆さんや引率の先生方、ガイドさんのお陰だ
と思っています。最高の修学旅行をありがと
うございました！

九份

誠品書店

イン

台湾」

３年Ｂ組 組主任 加藤 裕章
トラベルにはトラブルがつきものです。そのトラブルを
いかに克服するかで、トラベルは良くもなれば悪くもなり
ます。全くトラブルの無いのが思い出深いトラベルになる、
とは思えないですが…
今回の台湾コースは、台湾史上４番目に大きな台風に見
舞われました。22時に警報が出ると、翌日は国営・市営の
観光地は閉鎖となります。予定されていた場所をあきらめ、
その日に行ける場所を探しながらのトラベルでした。変更
は最終日まで影響を与えました。「どうしても故宮に行き
たい。そのために台湾を選んだのです！」という熱き思い
に動かされ、最終日には故宮を復活させ、九份と二手に分
かれました。
さて、我々はトラブルをうまく乗り切れたのでしょうか。
不思議と、生徒達からは不満の声が上がっていません。

Waseda University Honjo Senior High School
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修学旅行
中国
（北京）

新台湾コース（124 名）
台北
台中

台北 101 お茶文化体験 中正紀念堂 關渡宮
故宮博物院 九份
台中一中学校交流 宝覚寺 草悟道 逢甲夜市

エビ釣り体験

「九份の絶景」

ＭＥＲＳと台風を乗り越えて

３年Ｅ組 杉江 七都可
台風の影響で一日遅れでいけることになっ
た九份では修学旅行中、一番の景色を見るこ
とができました。
急な階段を登って行くと、千と千尋の神隠
しの舞台とも言われている九份の独特の世界
がみえてきました。赤提灯が魅惑的に揺れ、
急な坂と細い路地が神秘的な雰囲気を感じさ
せていました。
自由行動では、終始八角の匂いを感じなが
らも芋圓を食べたり、臭豆腐を発見したりし
ました。最後にお茶屋さんで、お猪口のよう
な小さな器で本場のお茶を飲み、すっきりと
した香りと味わいに癒されながら、山と海と
赤提灯が一辺に見える絶景を堪能しました。
修学旅行の中で最も異国の雰囲気を感じた
場所でした。

新台湾コース ３年Ａ組 組主任 木元 保
新台湾コースは、７月にＭＥＲＳの影響で韓国から台湾
に行き先が変更になりました。その影響で成田と羽田に２
便に分かれての出発となりました。1日目は台風の影響で
小雨模様の中、中正紀念堂見学、見上げると台北１０１は
雲の中。見学は５日目に変更になりました。台風が台北直
撃ということで、安全を考えて２日目は、洞窟のような所
に造られた關渡宮という寺院とショッピングセンター見
学、３日目はエビ釣り大会と九份見学そして台中への移動
になりました。４日目、台中一中との交流でしたが、急に
１３０名もの交流人数が増えたにも拘わらずいつものよう
な対応には驚かされました。５日目自主研修。生徒達も無
事戻って参りました。この旅行中生徒達がほぼ時間通りに
行動してくれたのが印象的でした。今回のような大幅な日
程の変更で、夜遅くまでの打ち合わせが必要となりました
が、日本旅行、台湾の旅行社の細かい気配りや対応には感
謝するばかりでした。
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中国
（北京）

中国コース（52 名）
北京

万里の長城 景山公園 お茶文化体験 天安門広場 故宮博物院
雑技鑑賞 北京大学附属中学校交流 北京大学キャンパスツアー

中国国家博物館
天壇公園

「五感」を感じた修学旅行

「交流会に感動・北京コース」

３年Ｆ組 増田 芽吹
中国コースは「五感」を感じながら過ごし
た、密度の濃い修学旅行となりました。
本場の中華料理の「味」や「香り」を楽し
み、中国茶などの伝統的な中国の文化に実際
に「手」で触れ、数々の世界遺産や雑技団の
演技を自分の「目」や「耳」で堪能しました。
また、北京大学附属中学校との交流。好朋
友（良い友達）ができ、一度は途切れてし
まった交流の伝統が私達の代から再びスター
トしました。
たくさんの驚きと感動があった修学旅行。
私達の中国に対す
る見方が変わった
ような気がします。
中国が本当に大好
きです！

３年Ｃ組 組主任 田邊 潤
修学旅行北京コースは、本庄高等学院の訪中修学旅行
31年の歴史の重さを感じさせる素晴らしい旅行となりま
した。私たちは万里の長城、景山公園、天安門広場、故宮、
国家博物館、お茶体験、雑技等、中国観光を堪能した後、
北京大学附属中学との交流会の日を迎えました。校内に入
ると早稲田大学本庄高等学院との交流の歴史がちりばめら
れた大きなポスターやビデオ映像も制作されていて、交流
授業、中庭での昼食、そして盛大な閉会式まで私たちは大
歓迎を受けました。北京大学での交歓夕食会も中日両国の
生徒と教職員が肩を組み、「紺碧の空」を歌うなど、大い
に盛り上がり、参加した生徒からも「中国人に対する見方
が変わった！」という言葉が多く聞かれました。この修学
旅行北京コースで得た体験が、次世代の日本と中国の友好
の種となりいつか綺麗な花を咲かせてくれることを願って
います。この修学旅行にご協力いただいたすべての方々に
感謝いたします。謝謝！
Waseda University Honjo Senior High School
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各部長への質問
①２０１５年度部員数

運動 部 動 部

運

１６

梶田

宮川

悠己

智安

②部の紹介・ＰＲ／大会成績等

３年Ｃ組

３年Ｇ組

１３

１７

硬式テニス部（女子）

３年Ｇ組
①女子 １年／６名 ２年／２名 ３年／４名
②私達、女子硬式テニス部は、全員が
それぞれの目標を持ち、毎日個性豊か
な部員たちとともに切磋琢磨しながら
楽しく練習をしています。今年度は人
数も増えたため、より団結力を深める
ことができました。部活、試合を通し
て得られる喜び、感動、笑顔、涙をこ
れからもたくさん感じて、女テニらし
く頑張っていってほしいです！

高橋

村松

康太

大地

髙梨 綾希子

硬式野球部

１９

現在剣道部では、部員の半数が
高校から剣道を始め、また女子が
多くを占めていますが、経験者と
初心者、男女それぞれが個々の目
標を持ち日々稽古に励んでいま
す。また、顧問の先生、多くの外
部コーチの方々により多彩なご指
導を頂いています。附属校である
ため月に数度、大学道場にて大学
生・大学ＯＢと稽古をする機会が
あり、非常に有意義な稽古を行う
ことが出来ます。

剣道部

３年Ｇ組

大宮

太一

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
②野球部は甲子園を目指し、日々練習に励んでいます。今年は
春・秋と県大会に出場するなどの結果を残し、着実に力をつけ
ています。野球とい
う１つのものに共に
打ち込める仲間を得
られたことは、かけ
がえのない財産です。
後輩たちには支えて
くれる全ての人への
感謝を忘れず、僕た
ちの果たせなかった
甲子園出場へ一歩ず
つ精進してくれるこ
とを期待します。

２７

２年Ｅ組

３年Ｂ組

西巻

村田

龍也

浩祐

①１年／３名 ２年／６名 ３年／１名
②宙に舞うこと風のごとく、力技の静かなること林のごとく、連
続技の激しさ火のごとく、着地の動かざること山のごとし。とい
う風林火山の言葉のもと、日々練習に取り組んでいます。半分以
上の部員が初心者の中、県大会、インハイ予選ともに７位という
結果を残しています。今後は支えてくれる人への感謝を忘れず、
全国大会を目標に汗を流していきます。

体操競技部

２３

３年Ｂ組

３年Ｇ組

１２

①男子 １年／９名 ２年／ 名 ３年／８名
②硬式テニス部は週７日間毎日練習に励んでいます。僕たちの代
では新人戦の団体で県５位という成績
を収めてきました。しかし惜しくも関
東大会への切符を手に入れることが出
来ませんでした。この悔しさを源に現
部員は日々頑張ってきているので今後
の大会に期待ができます。感謝の気持
ちも忘れずに今後も闘っていきますの
で、これからも硬式テニス部をよろし
くお願いいたします。

硬式テニス部（男子）

３２

ラグビー部
１１

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
女子 １年／２名 ２年／１名 ３年／３名
②第 期ラグビー部主将の高橋康太で
す。僕たちの代はこれまで新人戦で県
ベスト８、関東大会予選でも県ベスト
８という成績を収めてきました。これ
から始まる全国大会予選で目標のベス
ト４に入れるように日々努力していま
す。応援して下さっている方々への感
謝の気持ちを忘れずに闘っていきます
ので、これからもラグビー部をよろし
くお願いします！
１５

１６

陸上競技部

サッカー部
２３

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
女子 １年／８名 ２年／ 名 ３年／７名
②私たちは日々、雰囲気よく励ま
しあい、切磋琢磨して練習してい
ます。今年度は、４×４００ｍリ
レーと４００ｍで全国高校総体へ
の出場を勝ち取り、両種目とも
インターハイ準決勝進出、４×
４００ｍリレーでは県北高校記録
を打ち立てました。今年度で、全
国インターハイ出場は３年連続と
なります。来年は現２年生達が更
なる活躍を見せてくれることを期
待しています。
１１

２８

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
②今年のチームは新人戦北部予選２回戦敗退という結果からス
タートしましたが、その悔しさをバネに練習に取り組みインター
ハイ県予選ではベスト８の結果を収めることができました。最後
の大会となる選
手権の県予選で
はベスト とい
う悔しい結果に
終わってしまっ
たので、後輩た
ちには日々の練
習を大切にし、
来年はベスト４
以上の成績を目
指し頑張っても
らいたいです。

杜 MORI No.39
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１４ １４

ザ・部活

ザ・部活

ザ・部活

真紀子

柿沼 正太郎

紗和

)

３年Ｆ組

野地

真央
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バスケットボール部 男(子

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
②私たち男子バスケ部は大会での上位を目指して日々頑張ってい
ます。自分たちで試行錯誤しながら、暑い体育館での練習を乗り
越えました。その結果得たチームワークと強い精神を武器に、強
豪校相手に戦ってきました。
チームの明るい雰囲気と仲の良さも自慢です。最後に。この
チームでバスケができて良かった！

３年／７名

) ３年Ａ組 本間 結友果

①女子 １年／７名
２年／８名
②私たちの練習は、い
や、闘いは山登りから
始まります。（ワン
ダーフォーゲルではご
さいません。）学院体
育館にて、火・金曜日
以外の週５日で日々鍛
錬を積んでいます。私
たちは、試合や練習で
は笑顔をオフでは変顔
を忘れずに辛いことも
楽しいことも全員で乗
り越えてきました。３
年生は引退となりまし
たが、次は後輩たちが
自分たちらしいチーム
を作り勝ち進んでくれ
ると思います。

バスケットボール部 女(子

１５

３年Ｃ組

髙槗

颯馬

１６

バレーボール部

２年Ｄ組

①男子 １年／ 名 ２年／９名 ３年／６名
②バレーボール部は、先輩、後輩の
分け隔てなく活動しています。この
雰囲気の良さはバレー部の伝統でも
あります。また、部員の多くは高校
から始めた初心者ばかりですが、三
年生最後の大会である六大学附属
リーグでは、歴代二位の総合三位と
いう結果を収めることができました。
後輩たちにはぜひ六大学で優勝とい
う結果を残してもらいたいです。

バドミントン部

３年Ｃ組

永井

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
女子 １年／５名 ２年／ 名 ３年／５名
②バドミントン部は男女仲良く活動しています。活動日は男子は
毎日、女子は火、水、木、土、日曜日です。男子は団体戦県大会
出場（北部支部２位）、
個人戦シングルス県大
会出場ベスト 、個人
戦ダブルス県大会出場
などの結果を残しまし
た。今年も満足でき
る成績がのこせるよう、
男女ともに日々練習に
励んでいます。

スキー部

①男子 １年／１名 ２年／２名 ３年／１名
女子 ２年／１名
②スキー部は昨シーズン、２名が２
種目でインターハイ出場、３名が関
東大会出場、１名が国体本戦出場、
１名が高校選抜に出場と、好成績を
収めることができました。来シーズ
ンは関東大会入賞、全国大会上位入
賞を目標にがんばっていってもらい
たいです。

１８

３年Ｅ組 黒澤
名

光

康太

信原

中根

１７

應援部

３年Ｇ組

リーダーパート
１年／２名
２年／２名
チアリーダーパート１年／ 名 ２年／ 名 ３年
②我々應援部はリーダーパートとチ
アリーダーパートで構成されてい
ます。「学院生に必要とされ、愛さ
れる應援部」という目標のもと、各
種部活動の応援や学院行事、その他
数々のステージを中心に活動してい
ます。
應援部は１人ひとりがとても明るく、
いつも笑顔が絶えない部活です。そ
して、お互いを認め、高め合える素
敵な仲間がいます！

卓球部

３年Ｄ組

①男子 １年／６名 ２年／８名 ３年／４名
女子 １年／１名 ３年／１名
②現在は、部員個人個人で目標を持
ち練習に励んでいます。
先日の団体戦では県ベスト まで結
果を伸ばすことができました。また、
女子部員も加わり部としての雰囲気
も和んできています。三年生は引退
しましたが、今後のさらなる活躍を
期待しています。

ワンダーフォーゲル部

１３

１５

①男子 １年／４名 ２年／８名 ３年／３名
②私たちワンダーフォーゲル部は、
月曜日にミーティングを行い、月に
一度登山を実施します。埼玉県や群
馬県の山々を中心に活動しています。
ほぼ全員初心者ですが、安全を第一
に考えているので、無理なく安心し
て楽しく登山ができます。きれいな
空気や美しい景色を楽しみながら、
私たちと山を満喫しましょう。

１０ １０

１４

１４

32

１０

１６

ザ・部活

自転車部

)

２年Ｇ組

３年Ｆ組

３年Ｄ組

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／１名
② 私たち自転車部は、サイクリン
グなどで自転車を楽しみたい人から、
レースで限界に挑戦したい人まで、
様々な部員が共に活動をしています。
生徒が自ら創りあげていく活動を
大切にしており、私たち 期の代か
らは、大会で上を目指す為に新たな
練習体制をとりました。これからの
活躍に期待していてください！

ソフトテニス部 男(子

)

１１

宮野

星名

増田

雄弘

優作

芽吹

文 化 部
落語研究会
①女子 ３年／２名
②ど～もー、落語研究会です。
落研は文化祭で漫才やコントを
披露したり、漫才の大会に出場
したりしています。
現在部員は２名のみですが、常
にネタ作りに全力を注いでいま
す。オリジナルのネタがウケた
ときの喜びは、とても言葉では
言い表せないものです。そんな
ことより今は次期部長となる後
輩が欲しいというのが本音です。

茶道部

３年Ａ組

名

３年Ｂ組
３年／

曽根

矢口

遠藤

若穂

風香

未央

書道部

写真部

①男子 １年／７名 ２年／５名
女子 １年／７名 ２年／６名
②私たち政治経済部は火曜日と
土曜日の週２回で「政治経済と
いう固い問題にゆるく挑む」を
モットーに部員のそれぞれが個
性を活かしながら明るい雰囲気
で活動しているアットホームな
部活です。時事ニュースについ
て討論したり、プレゼンテー
ションをしたりと様々なことを
しています。また複数の大会に
も積極的に参加していて、好成
績を残しています。

政治経済部

３年Ａ組

浦田

薫

昂弘

中澤 昂弘

中澤

３年Ｂ組

３年／ 名
３年／５名

３年Ａ組

①男子 ２年／２名 ３年／２名
女子 １年／ 名 ２年／８名 ３年／３名
②書道部は、初心者も経験者も活躍でき
る、楽しくやりがいのある部活です。３
年前から始めた書道パフォーマンスでは
昨年度、全国大会に出場しました。その
他、毎年埼玉県硬筆展・書き初め展でも
良い成績をいただいています。これから
も書道部らしく、学院に元気を与え、さ
らなる活躍を期待しています！

１０

①男子 ２年／３名 ３年／２名
女子 １年／１名 ３年／２名
②私たち写真部は決まった活動日は設け
ず、各々が自分の撮りたい写真を撮って
います。部員は作風・趣向などはバラバ
ラですが、唯一の共通点は写真が好きと
いうことです。また、昨年度は写真甲子
園という大会にも参加し、全国大会まで
あと一歩のところまでいきました。写真
を撮るのが好きな方、ぜひ写真部へ！

１０

１３

①男子 １年／ 名 ２年／ 名
３年／ 名
②こんにちは、硬式じゃない方のテ
ニス部です。錦織選手の目覚まし
い活躍が目立つ今日この頃、なぜ硬
式じゃなくてソフトテニスをやって
るの？と、聞かれることがあります。
その理由は僕にもわかりません。た
だこれだけは胸を張って言える。
高校での３年間がかけがえのない宝
物になる。そう、ソフトテニス部な
らね。

ソフトテニス部 女(子

①男子 １年／５名 ２年／１名
女子 １年／ 名 ２年／６名
②私たち茶道部は、週二回
裏千家の講師の先生をお招
きして活動しております。
普段の練習では皆なかよく、
楽しくお点前や着付けの練
習をしています。
季節ごとに行われる様々な
お茶会や、海外からいらし
た方にお茶をおもてなしす
ることを通して、日本文化
の奥深さや日本人の相手を
思いやる心の素晴らしさに
感動させられます。

２年Ａ組

①男子 ２年／１名 ３年／３名
女子 １年／４名 ２年／３名 ３年／１名
②いつでも開放している美術室でのびのびと創作活動に勤しんで
います。今年度の夏休みには軽井沢にて合宿を行いました。美術
講師の先生方による指導で授業だけでは得ることができない様々
な知識や技術を身につけることができ、有意義な時間を過ごすこ
とができます。

美術部

１１

３３

①女子 １年／５名 ２年／６名 ３年／２名
②個性豊かでとにかく明るい部活です。練習はいつも男子と合同
で行っているので、男女とも先輩後輩とも仲
が良いです。
楽しみながらも、一人一人が自分にあった目
標を持ち、充実した時間を過ごせると思いま
す。
大好きな後輩達には、地
道にコツコツと頑張りな
がらも、ソフトテニスを
楽しんでほしいです。青
春時代を私達と過ごして
みませんか？
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１０

１１

１１ １２

ザ・部活

３年Ｅ組

金井

彰吾

翔

大徳

中村

藤間

３年Ａ組
３年／４名
３年／２名

３年Ｈ組

天文部

演劇部

３年Ｅ組

３年Ａ組

２年Ｅ組

及川

中島

金子

佳純

璃子

健悟

①男子 ２年／１名
女子 １年／２名 ２年／１名 ３年／３名
②この部活では日頃から古典に親しむことができます。変体仮名
班では、顧問の吉田先生のご指導のも
と伊勢物語を崩し字の原文で読み、競
技かるた班では試合を通して小倉百人
一首に親しんでいます。古典だからと
いって難しいことはありません。部員
の仲が良く、初心者の方でも先生や先
輩が教えるので、どちらの班でも楽し
いです。お気軽にどうぞ！

昔、男ありけり会

①男子 １年／５名 ２年／４名 ３年／２名
女子 １年／５名 ２年／５名 ３年／３名
②今年も真面目に活動しています。
毎週月曜日に活動をし、夏の合宿
では土星や流れ星も観測すること
ができました。部員もだいぶ増え
て、和気あいあいとした雰囲気の
中で活動を続けています。ハード
な体育会系に入っている人も文化
部をたくさん兼部している人も大
歓迎です。少しでも星に興味があ
る方はぜひ
！！

①男子 １年／１名 ２年／４名
女子 １年／１名 ３年／４名
②私たち演劇部は、毎週月 木• 土•曜日
の週三回の活動を行っています。４月
の新歓公演や、 月の稲稜祭公演など
で、学内の人に発表する機会を設けて
いて、これ以外にも、声劇や即興劇な
どの様々な活動を行っています。一癖
も二癖もある表情豊かな部員たちの演
じる魅力的なキャラクターの数々を是
非見に来てください。

地歴部

２年Ａ組

斎藤

３年Ａ組

七菜子

齊木

果穂

①男子 １年／５名 ２年／２名
女子 ２年／２名
②中国史好き、エジプト好き、電車好き、河原好き、旅好き、ど
のような趣味でも結構です。基本
的に部員で展覧会を見に行くか、
地理を中心とした巡検を行います。
集合写真は濃尾平野の輪中へ巡検
に行った時のもので、現在でも家
屋の配置や農業に輪中ならではの
文化が残っていることがわかり、
たいへん有益でした。かなり歩く
部活ですが、興味のある方はお気
軽にお越しください。

囲碁将棋部

修矢

①男子 １年／７名 ２年／３名 ３年／６名
女子 ３年／３名
②我々囲碁将棋部は、月、火、木、
にて活動を行っています。
金に S202
大会では、囲碁が埼玉県優勝、全
国大会出場。高校総合文化祭囲碁
部門団体戦では、埼玉県の初優勝
に貢献しました。将棋でも埼玉県
大会Ｂ級優勝、三位入賞。
更に我々は、育成にも力を入れて
います。興味のある方、ぜひ S202
までお越しください。部員一同歓
迎いたします。

野沢

クイズ研究会
２年Ｈ組

①男子 １年／１名 ２年／４名
３年／２名
②クイズ研で良いならおいでなさ
い、クイズ研が良いならおいでな
さい。活動日 火水です！
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軽音楽部

映画部

①男子 １年／２名 ２年／４名
女子 １年／２名 ２年／２名
②今年度の文藝部は部員が増
え、それに伴い作品、発行部
数が増えました。作品を書く
者の最大の喜びは、読んで
頂くことです。我々は日々作
品を書き、部誌「瓶の蝉」と
いう形で、皆様に読んで頂い
ております。今年度は、昨年
度生まれ変わった文藝部を次
の世代へと受け継ぐべく、活
動してまいりました。文藝部
の更なる成長にご期待くださ
い。

文藝部

軽音楽部は男女合わせて約
名で日々活動しています。
バンドごとに週１回の部室練
習やスタジオでの練習を通
し、定期的に行われるアツい
ライブに向けて技術を高めて
います！
他の部活に比べて自由度が高
く、多くの部員が兼部をして
います。また、学年を越えて
仲が良くアットホームな雰囲
気を持ち、早大本庄で１番素
晴らしい部活です
９０
１５

①男子 １年／３名 ３年／ 名
」 佳作
②高校生のための「 eiga worldcup 2014
活動日は水、木、土です。
先輩と後輩分け隔てなく楽しく活動をしています。是非入部して
ください。

１０

!!!

ザ・部活

ピアノ部
３年Ａ組

①男子 １年／５名 ２年／１名 ３年／５名
女子 １年／３名 ２年／７名 ３年／３名
②ピアノ部は、毎週月・木曜日に音楽
室で活動しています。ピアノを弾く部
員だけでなく、ギターやヴァイオリン、
チェロなどを演奏する部員もいます。
日々音楽室には楽器の音が溢れており、
賑やかなムードの中で各自練習してい
ます。演奏会では色々な楽器とのコラ
ボを楽しむこともできます。楽しく楽
器を演奏したい！という方は是非お越
しください。

小林

高山

真楠

千恵

怜

ＥＳＳ部
①男子 １年／ 名 ２年／６名
女子 １年／ 名 ２年／５名
②ＥＳＳ部は今年も「来る者
拒まず去るもの追わず」の精
神で、火、木、金曜日の放
課後に活動をしてきました。
ＥＳＳとは、自己表現やコ
ミュニケーションを、英語を
使って行う部活です。「正し
い」英語はもちろん大切です
が、決して正しさが全てでは
ありません。個性溢れる後輩
たちが作っていく、新しいＥ
ＳＳに期待しています。

化学部

森川

創太

稲玉 侑里子

３年Ｆ組
３年／７名
３年／８名

３年Ａ組

グリークラブ

①男子 １年／５名 ２年／５名
３年／３名
女子 １年／ 名 ２年／ 名
３年／６名
②私達は月から土曜日の週６日、
稲稜ホールを拠点に練習していま
す。例年、吹奏楽コンクール、定
期演奏会、文化祭、野球応援など、
多くの行事を経験しています。
今年はコンクール地区大会金賞を
目標に練習してきました。毎日充
実した練習を心がけ、さらなる成
長を目指しています。
ぜひ、仲のいいブラバンで素敵な
音楽を一緒に作りませんか？

ブラスバンド部

①男子 １年／９名 ２年／ 名
３年／ 名
女子 １年／ 名 ２年／ 名
３年／ 名
②基本的に活動は毎週火曜と金曜
の週２回のみ、部員の大多数は兼
部をしており、ゆるゆると活動し
ています。
単純に歌が好き、合唱が好き、と
りあえず大人数で楽しくやりたい
など、入部のきっかけは様々です
が、皆歌うことが好きだという気
持ちは変わりません。
私たちと一緒に思い切り歌ってみ
ませんか？

２０

１２

１５

３年Ｈ組

３年Ｈ組

１２ １５ １１

１７

１４ １１

①男子 １年／７名
女子 １年／５名 ３年／１名
②化学部の主な活動は実験で
す。授業で扱わない実験や、
部員が「これやりたい！」
と発案するユニークな実験
は、この部活でしかできない
でしょう。この前は浸透圧
を利用した苺ジャムを作り、
ジャムのお持ち帰りあみだく
じは大いに盛り上がりまし
た。
私達は、 時間体制で新入部
員を募集しています。可笑し
な実験を通して可笑しな仲間
を見つけましょう！
２４

ＳＳＨ部

ディベート部

１年／２名

畠山

①男子 １年／４名 ２年／ 名 ３年／６名
女子 １年／４名 ２年／８名 ３年／７名
②ＳＳＨ部（スーパーサイエンスクラブ）は自分の気になるテー
マについて、理系の研究分析をする部活です。主に３つに分かれ
ています。本部では、水中ロボットなどのテーマ、或いは自分で
研究したいことを決めて活動します。川の研究班では、本庄市立
藤田小学校に講義、また共に河川調査をします。きのこ班は、大
久保山に生えている多種多様なきのこを調査します。
ＳＳＨ部では、自分たちの研究を最終的に論文形式にまとめ、
コンテストに応募します！何か研究をしてみたい方、賞をとりた
い方、ＳＳＨ部へようこそ

①男子 ２年／２名 ３年／２名 女子
②ディベート部では週に２日ほどの活
動を通して、競技形式でのディベート
に取り組んでいます。毎年いくつかの
大会に参加しており、昨年は夏の大会
で全国出場を掛けた関東地区代表校決
定戦まで進みました。ゆったりとした
雰囲気の部活です。「そもそもディ
ベートとは何だ？」という人も、まず
はぜひ一度体験しに来てください。

純

秀平

紺野

３年Ａ組 小池

３年Ｅ組
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１０
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日本中がラグビーワールドカップで盛り上がる中、
本庄高等学院では球技大会が行われました。午後か

らの天気が心配され急ぎ足での進行となりましたが、
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１年Ａ組
優勝

出島一太

球技大会

実行委員長

2年F組

今年も白熱した好ゲー
ムが多く見受けられまし
た。 特 に ２ 年 サ ッ カ ー で
は 準 決 勝、 決 勝 の い ず れ
も 戦で勝敗が決すると
い う、 非 常 に ス ペ ク タ ク
ル な 展 開 で し た。 互 い の
プライドがぶつかり合い、
選手達が全力プレイをす
る。そんな熱き戦いを目の
前にすると僕は スポー
ツのチカラ を痛感しま
す。その場にいる人達は、
ただ傍観しているだけで
は物足りなくなってくる。
気 持 ち が 高 ぶ り、 こ ち ら
も全力で応援したくなる。
そんな相乗効果によって
会場のボルデージは最高
潮に達する…
どの競技でもこのよう
な最高の雰囲気があった
のではないでしょうか？
それこそが スポーツ
のチカラ であり友やク
ラスの絆を深める要因に
なるのではないかと僕は
思 い ま す。 み な さ ん 球 技
大会お疲れ様でした。

1

B

01
11
PK

H

H

01
12
03

1
0
1

PK
1
0

PK
0
1

PK

2
PK
PK

Ａ組
１年

総合
優勝
Ｄ組
２年

一層深める１日となりました。

2015 年１０月１日（木）

A

2
1
D

1

„

„

みんなで頑張りました。

２年Ｄ組
優勝

＂

＂

どの競技でも白熱した試合が行われ、クラスの絆を

サッカー

みんなのおかげです。
みんなで勝ち取った勝利です。
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ソフトボール
みんながよく打ったり、守った
りして、自分の役割を果たして
くれました。それが勝因になり
ました。

優勝
C
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１年Ｈ組

B
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2 21
H
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43
E

優勝

5

1

86

２年Ｃ組

“アマゾンズ”勝因は、みんな
が一丸となって勝利に向かって
やった事です。こんなキャプテ
ンでもみんながいたので勝てま
した。
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バレーボール
本番で強さを発揮しました。苦手
な子も積極的に参加し、チームと
してまとまることができました。
男子の応援！皆の協力！そして
見事優勝できたのは普段からの
絆が一番の勝因だと思います。

優勝
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１年Ｂ組
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第34回

稲稜祭

ブラスバンド部

グリークラブ
ピアノ部

軽音部
Waseda University Honjo Senior High School
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應援部

書道部

早大本庄
vs
慶応志木

WDC

落語研究会

どう「新穂」するか

稲稜祭実行委員長
橋爪 優祐
稲稜ホールの使用や屋外での食品
販売などの新しい試みが穂を実らし
てほしい、学院生に進歩してほしい、
そんな気持ちから生まれた今年の
テ ー マ「 新 穂 」。 私 た ち 学 院 生 が 進
歩するためにはどのようなことが出
来るのか、実行委員は常にその問題
と向き合っていました。稲稜祭には
様々な人のたくさんの思いが詰まっ
ています。そんなたくさんの思いが
詰まった稲稜祭を成功に導いてくれ
たのは他でもない学院生の皆さんで
す。この稲稜祭で進歩し、新たなス
テージへと進むことが出来たのでは
ないでしょうか。
最後に、改めてこの稲稜祭を成功
へと導いてくれたすべての人に感謝
申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。

杜 MORI No.39
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３年Ａ組

３年Ｃ組

３年Ｂ組

３年Ｄ組

３年Ｅ組

３年Ｆ組

３年Ｇ組

３年Ｈ組

２年Ａ組

２年Ｂ組
Waseda University Honjo Senior High School
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34th Toryo-Fes

２年Ｃ組

２年Ｄ組

２年Ｅ組

２年Ｆ組

２年Ｇ組

２年Ｈ組

１年Ａ組

１年Ｄ組

１年Ｂ組

１年Ｃ組

１年Ｅ組

１年Ｆ組

１年Ｇ組
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１年Ｈ組

34th Toryo-Fes

ＥＳＳ部

写真部

映画部

政治経済部

文藝部

ＳＳＨキノコ

天文部

茶道部

ＳＳＨ部

囲碁将棋部

地歴部

どんぐりプロジェクト

ＳＧＨ

同窓会

演劇部

々

美術部

みんなＴ

着
準備

Ｖ観た？

高校生クイズ

青春劇

有志ダンス

歌うま

躍動!!

男装女装大会
Waseda University Honjo Senior High School
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学

院

行

事

ト

ピ

ッ

ク

ス
日)

入学式(４月７

新緑が鮮やかな葉桜へ移り変わろうとする中、３４９名の新入生を迎
え、２０１５年度早稲田大学本庄高等学院の入学式が大隈講堂で行われ
ました。
吉田学院長は祝辞で、自然豊かな大久保山で学ぶ３年間で、豊かな感
性と共感力を持ち、心身共に逞しい人材になることを期待すると述べら
れました。また、学院生活を送る中で「己の本性を知る努力をする」「未
来を展望しつつ現在を着実に生きる」「実感を大事にする」という３つ
のお言葉をいただきました。
また、早稲田大学鎌田総長からは、早稲田大学が育成するグローバル
リーダーになる準備として、のびのびと自由に個性を伸ばし洞察・思考・
判断・表現の能力を鍛え、多くの本と芸術に触れて教養を身につけ感性
を磨き、そして、スポーツで逞しい体力と精神を育んでくださいとのお
言葉をいただきました。
式後、朝から小雨が降り心配した写真撮影でしたが、新入生は早稲田
の一員として笑顔で、輝く未来をしっかりと見据え胸を張っていました。

26日)

台中一中訪問(５月

学術交流姉妹校である台湾国立台中第一高級中学との交流
会が５月２６日に行われました。
５４名の台中生徒の皆さんが学院を訪問し、歓迎セレモ
ニー、キャンパスツアー、授業交流等を行いました。両校の
生徒にとって、将来にわたり有意義な交流の場であったこと
を物語るように目を輝かせていた学院生が印象的でした。
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0日)

早慶戦(５月3

『ハンカチ対ビリギャル』のポスターが
話題となった２０１５年華の早慶戦！
５月３０日は早稲田大学の優勝がかかっ
た立ち見も出る程の神宮球場。慶応も早稲
田の優勝を阻止すべく、両校のプライドを
かけた試合が行われました。
結果は４対０で早稲田の勝利。
関東六大学野球４４度目の優勝を目の当
りにした早大本庄一年生！肩を組んで歌っ
た『紺碧の空』は、一生忘れられない思い
出になるでしょう。

月16日)

サマーセミナー(７

台風の影響で悪天候の中、今年も高大一
貫教育の観点から、サマーセミナーが開催
されました。
早稲田大学各学部の先生方が、全２０の
講義を開いてくださいました。学院生たち
は、興味のある講義に参加し、熱心に耳を
傾け、積極的に質問をしていました。
大学の講義を肌で感じることができ、貴
重な２日間となりました。

月13日)

理工三学部説明会(６

副都心線西早稲田駅３番出口を出る
と、そこはキャンパス。銀色に統一さ
れた建物と初夏の日差しに輝く木々の
緑が印象的な空間が広がっていました。
附属・係属校生徒と保護者対象に早
稲田大学理工学術院の進学説明会が、
西早稲田キャンパスにおいて行われま
した。「他学部との違いは、学科によ
り内容が大きく異なることであり、良
く調べて選んでほしい。」という大石
教授の挨拶に続き、基幹・創造・先進
の各学部の特色や内容の説明、１８学
科それぞれの理念の説明がありました。
本学院からは
理工学部を目
指す２、３年
生が参加し皆
熱心に耳を傾
けていました。

Waseda University Honjo Senior High School
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月30日)

人権教育講演会(９

講師に北村年子先生を迎えて、「ホームレス襲撃と学校の
いじめの相似性」をテーマに人権教育講演会が開催されました。
「助けて」と言える自分を好きになること、声をあげられる雰囲気を作ることが大切であるとのお話があ
りました。講演中 身を乗り出して聞き入っている学院生の姿が印象的でした。また、講演後も先生のもと
に熱心に質問に行く学院生の姿もありました。思いは、子供たちの心に届いたようです。

日)

芸術鑑賞会(11月４

澄みきった青空の広がる秋の日の午後、学院に
て落語を鑑賞しました。
金原亭馬玉さんによる子ほめ、春風亭小柳枝さ
んによる粗忽長屋が披露され、林家正楽さんが
ゴーヤや五郎丸選手といったお題に、瞬時に対応
するプロの紙切りの技を見せてくださり、学院生
からは感嘆の声があがりました。
ワークショップでは、落語に欠かせない太鼓や
三味線、小道具についての説明があり、学院生に
よるなぞかけの優秀作品が発表されました。

ＳＳＨ成果報告会が稲稜ホールにて開催され、今年度の事業報告と
今後のＳＳＨ事業の展望について議論されました。
生徒研究発表は、斬新な発想や地道な実験や観察の積み重ねに基づ
く研究成果に驚かされるばかりでなく、英語による発表などプレゼン
能力の高さも感じられる成果発表となりました。卒業生２名を加えた
パネルディスカッション
では、ＳＳＨでの様々な
経験が大学での活動や進
路選択において大いに役
立ったなどの話をいただ
きました。

遠足(10月２日)
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日)

SSH報告会(11月18

１年生の学年行事である遠
足は、谷川岳天神平の散策と
沼田のりんご狩りでした。山
頂では生憎の小雨でしたが、
ロープウェイ内はおしゃべり
の花が咲きました。原田農園
のもぎたてリンゴは格別な美
味さでした！

学院行事トピックス

月17日)

SＧH成果報告会(２

「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」の構想にもとづいた SGH 成果 6 演題
が報告されました。初年度とは思えない多様な価値
観やグローバルな視点での取り組みに学院生は真剣
に耳を傾けていました。

2月５日)
ウインターセミナー(1
キャリア教育の一環として各分野でご活躍されて
いる卒業生８名を講師に迎えウインターセミナーが
開催されました。それぞれの専門分野でのお話や学
院生時代から社会人としての今に至るまでの興味深
い内容に学院生は真剣な様子で聴講していました。

大久保山を濡らした前日の
12日)
マラソン大会(12月
雨も上がり、澄み切った空の下、
2 学期を締めくくるマラソン大
会が行われました。
男子 10.0km、女子 4.6km のコースを、学院生は
ベストを尽くし精一杯走り抜けました。

女子
陸上部１位
16分 25秒
２年Ｇ組 宮島 瑞生
一般の部１位
19分 34秒
１年Ｅ組 金子 萌

男子
陸上部１位
33分 47秒
１年Ｅ組 狩野 佑介
一般の部１位
36分 05秒
３年Ｆ組 髙橋 佑輔

本庄市民文化会館において 32
日)
日)
卒業式(３月９
卒論報告会(２月17
期生の卒業式が挙行されました。
319 名の卒業生に向け、吉田
学院長からは、「人生は進歩です。若い時代は準備の時です。
稲稜ホールにて、本学院生と慶應義塾湘南
最上のものは過去でなく将来にあります。悩む事ができるのは
未来があるからです。大いに悩んで下さい。そして自分の運命 藤沢高等部から４演題が報告されました。
2 年生の本格的な論文執筆にむけてとても
を決めるのは自分自身です。君達の健闘を祈ります。」とのエー
参考になった報告会でした。
ルをいただきました。他者の幸福を実現できるために果敢に挑
戦し続ける 319 名は心新たに輝く明日への扉を開きました。

Waseda University Honjo Senior High School
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祝＊全国大会出場
囲碁将棋部（囲碁）全国大会優勝！
7 月 30・31 日滋賀県長浜市で行われた全国高等学校総合文化祭囲碁部門団
体戦で埼玉県が 6 戦全勝で優勝しました。
埼玉県チームの三将として出場した齊木果穂さん（3A）は 6 戦中 5 勝 1 敗で、
チームの優勝に大きく貢献しました。
埼玉県でも初、本校でも初の全国優勝になります。
齊木果穂さんのコメント：
「自分らしい囲碁を、全力で楽しむ。この考えが今回の結果につながったと思う。応援、
ありがとうございました。」

硬式テニス部

全国インターハイ出場

硬式テニス部 木元風哉君（2B）は、6 月に行われ
た埼玉県学校総合体育大会 兼 全国高等学校総合体育
大会県予選会のテニス男子シングルスの部にて埼玉県 2
位となり、8 月に大阪で行われた全国インターハイに出
場しました。全国大会では 1 回戦 8 ー 6 柳沼佑哉君（安
積（福島県））で勝利し、2 回戦 5 ー 8 藤井颯大君（同
志社国際（京都府）
）で負けました。どちらが勝っても
おかしくない接戦でしたが、１つサービスゲームを落と
したことが後々響きました。
木元風哉君のコメント：
「県予選では、去年もインターハイに出場できたことも
あり、プレッシャーがありましたが、無事、インターハ
イを決めることができ、自信がつきました。インターハ
イでは、1 回戦、緊張とプレッシャーに押しつぶされそ
うになりましたが、勝つことができ、2 回戦、勝てると
は思ったのですが、自分のプレーが思うようにできずに
終わってしまいました。来年はラストなので頑張りた

いです。」

スキー部

陸上競技部
全国インターハイ・2 種目で準決勝進出
陸上競技部は 7 月 29 日～ 8 月 2 日まで和歌山県和
歌山市の紀三井寺競技場にて行われた全国インターハイ
において男子 400m と 4 × 400m リレーの 2 種目に
出場し、両種目ともに予選を通過し準決勝に進出しまし
た。準決勝レースではともに敗れ、決勝進出はなりませ
んでしたが、宮川智安君（3C）は自己新記録、リレー
もチーム新記録で走り、ともに埼玉県代表の中では最高
の成績をあげました。

＜全国インターハイ出場メンバー＞
佐藤匠君（3F）、関将吾君（3H）、宮川智安君（3C）、
東和志君（3C）、鈴木颯人君（3G）、岩崎直哉君（3E）
代表者 宮川智安君のコメント：
「早大本庄陸上部全員で戦った全国総体でした。悔恨は残
りますが最高の青春でした。ありがとうございました。」

全国インターハイ出場
スキー部の平井綾乃さん（2D）が 2 月 4 日〜 2 月 8 日に青森
県南津軽郡大鰐町温泉スキー場で行われた第 65 回全国高等学校ス
キー大会（インターハイ）に出場しました。雪不足が心配されまし
たが、無事に大会が開催され、結果は GS（大回転）が 74 位、SL（回転）
が 67 位でした。3 月には、長野県志賀高原で行われる第 28 回全
国高等学校選抜スキー大会に出場することになりました。
平井彩乃さんのコメント：
「２回目のインターハイでしたが、納得のいくレースができません
でした。来年度またこの舞台に立てるように、頑張ります。」
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宏祐(副会長)

永井美智子

３Ｅ

黒澤

２Ｂ

岩上

悦子

２Ｂ

加藤

２Ｅ

松本多喜子

中園

由美

光世

２Ｆ

出島

和田

１Ｆ

伊藤

千草

及川美恵子

山口

諏訪

彩子

１Ｃ

丈晴(会長)

入

１Ｄ

真理

２Ｆ

山崎

１Ｅ

今井

畠山

３Ｈ

洋子

田原
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キャンパスツアー

清水

３Ｃ

２Ａ

馨

文化事業委員会は、子どもたちが三年間学ぶ本庄高等学院及び早稲田
大学について詳しく知っていただくこと、先生方と保護者間の交流を図
ることを目的として活動してきました。
早稲田大学をより一層知っていただくキャンパスツアーでは、まるで
早稲田大学の学生になったように講義を受け、キャンパスを歩き、我が
子がこれから学ぶ大学での四年間に期待のふくらむツアーとなりました。
大久保山散策ツアーでは、子どもたちが通う学院は、このように素晴ら
しい自然の中にあるのだと再認識した素敵な一日となりました。劇団四
季の「アラジン」の観劇会では、ハッピーエンドに至福の時を過ごすこ
とができました。いずれの企画にも多くの保護者の方にご参加いただき、
楽しい時間を共有することができました。また、一緒に活動を支えてい
ただいた文化事業委員会の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。素
晴らしい仲間に出会えた最高に楽しい三年間でした。最後になりますが、
ご尽力、ご参加いただきました学院長をはじめ先生方、事務局の皆様に
はこの場を借りて御礼申し上げます。
文化事業委員会委員長 寺沢 広美

塩澤るみ子

広美

精亮

１Ｅ

栄一

寺沢

３Ｅ

健二(副会長)

２Ｇ

美由紀

康子

３Ｃ

◆文化事業委員会

文化事業委員会
活動報告
二学期、四日間にわたり十三学
部を訪れるキャンパスツアーが実
施されました。どの学部のキャン
パスツアーにも多くの保護者の皆
様にご参加いただき大盛況でした。
各学部の教授から学部の特徴や
カリキュラム、留学・就職状況な
ど、詳しい説明を伺え、これから
の学部選択を考えるうえで多いに
参考になりました。また、学生に
よる校舎内の施設案内や本庄高等
学院の卒業生による大学生活の紹
介は、我が子の大学生活をより身
近に知ることのできるものでした。
早稲田大学のどの学部も魅力的
で、これから学ぶ早稲田大学での
四年間に期待の膨らむツアーでし
た。

法学部・教育学部・商学部
政治経済学部・社会科学部・文化構想学部・文学部
人間科学部・スポーツ科学部
基幹・創造・先進理工学部・国際教養学部
10/17 ㈯
10/31 ㈯
11/28 ㈯
12/19 ㈯

大久保山散策ツアー
十一月七日（土）
本庄高等学院の広大な
キャンパス大久保山を、
全国森林インストラク
ターでもあらせられる内野郁夫先生に
案内していただきました。
秋の深まりが大変心地良い日で、多
数の保護者の方やご家族、また、吉田
学院長先生にも一緒に参加していただ
き、１００名を超える長い列を組んで
の散策となりました。
鳥の声や樹々のさざめきが静かに響
く中、内野先生のお話しはとても楽し
く、里山と人との繋がりや、樹木から
読み取れる特長、キノコの種類など、
多くをわかりやすく教えていただきま
した。さらに、先生が大久保山で見つ
けられた超巨大霊芝は、見る者を圧倒
し、本校キャンパスの豊かさを実感い
たしました。
大久保山の自然を五感すべてで感じ
る事ができた、とても贅沢な一日とな
りました。

キャンパスツアー日程

文化事業委員会

総合支援委員会活動報告
稲稜祭
真っ青な秋空が広がる暖かな十月二十四日、秋風吹き
寒さを感じた十月二十五日の二日間。
昨年度に引き続き、皆さまをお迎えする校舎玄関前に
て「お休み処」を設けさせて頂きました。
「おもてなし」の気持ちで配茶し、テーブルと椅子を設
また、今年度は保護者の会の予算の中から「お休み処」

置して、一息吐いて頂くことができたと思います。

て 頂 き ま し た。 来 所 し て く だ さ っ

「保護者の会」の二枚の看板を作っ
た 在 学 生 の 御 家 族 様、 御 親 戚 様、
受 験 生 と 保 護 者 様、 卒 業 生、 近 隣
に お 住 い の 方 々 等 々、 多 く の 方 に
早大本庄の良き校風を観て感じて
頂 け た の で は な い で し ょ う か。 委
員 会 活 動 と し て も、 委 員 同 士 楽 し

鈴木

寿子

今年度の総合支援委員会は「無理なく、できることを協力し合って、
楽しもう！」を掲げて活動して参りました。都合をつけて協力してくだ
さった皆様に深謝致します。これまでの先輩方が土台を作ってくださっ
たお陰で、今年度も楽しむことができました。そして、学院長をはじめ
教職員・学院事務所の方々にご尽力頂きましたことをこの場をお借りし
て厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
娘と共に早大本庄の門をくぐり、幹事をお引き受けしてから、瞬く間
に三年間が過ぎていきました。
「子供たちに何か協力できることはないだろうか」という思いで集っ
た幹事同士は旅を共にする仲になりました。三年間でたくさんの思い出
ができ、子供たちだけでなく、保護者も成長させて頂き、良き友を得る
こともできました。多くの人との出逢いに心より感謝申し上げます。
「自ら学び、自ら問う」これは生徒だけでなく、保護者の人生にも一
石を投じています。
「一生、自ら学び、自ら問う」進取の精神を忘れずに過ごしていきた
いと思います。
終わりに、これからも早稲田大学本庄高等学院の進化を期待し、益々
のご発展を願っております。

総合支援委員会委員長

鈴木

く活動できました。

卒業のつどい
三月九日（水）埼玉グランドホテル本庄に於いて、教

宏祐(副会長)

山口

丈晴(会長)

朋子

林

岡本まゆみ

諏訪

髙岡

１Ａ

１Ｄ

職員の方々と多くの保護者の方に御参加頂き、「卒業のつ

２Ｃ

初恵

三年間の感謝を先生方へお伝えする場を、保護者同士

阿部

石川

どい」を行うことができました。

２Ｂ

２Ｈ

恵子

裕美

が我が子の成長と想いを語りあえる場を、総合支援委員

紀子

宏子

清水

健二(副会長)

美樹

寿子

河井

会として提供

関

２Ｅ

するにあたり

３Ｈ

３Ｈ

鈴木

１Ａ

馬場

会議を重ねて

松井加奈子

祐子

準備してまい

３Ｄ

京子

３Ｅ

落合亜由子

り ま し た。 他

関口智恵子

谷口

の委員会幹事

３Ｂ

橋爪

２Ｈ

様にもお手伝

敦子

２Ｄ

い 頂 き、 感 謝
の 気 持 ち で
いっぱいです。
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岡部

３Ｅ

玉手由紀子

１Ｂ

真保

３Ａ

◆総合支援委員会

観劇会「劇団四季アラジン」

十二月六日 日( 東)京汐留の「電通四
季劇場 海」にて、「アラジン」観劇
会を行いました。
劇団四季によるディズニーミュージ
カルの最新作です。アラジンと王女
ジャスミンが、魔法の絨毯に乗る星の
輝く幻想的なシチュエーション。ラン
プの精ジーニーの独特のユーモア 豪
華な舞台装置・最高の歌と演技に酔い
しれ、最後は観客全員がスタンディン
グオベーションでした。
お越し頂いた吉田学院長・教務主任
髙山先生とともに、総勢１３０名が、
笑いあり感動ありの素晴らしい舞台に
至福の時を過ごしました。
‼

【編集後記】
今年度の広報誌杜39号は「Thank you号」と称し、
“学院生のキラキラ輝く一瞬をなるべく多く掲載する”
“読みやすい文字（ユニバーサルデザイン）を採用する”
“笑顔で創りあげる”を目標に、今までご協力頂いた先生方、学院生、保護
者の皆様方へ感謝の思いを込めました。数千枚の中から選りすぐりの写真を
選び、一文字一文を練り上げ、「チーム杜」丹誠を尽くした№39号です。
〜学院生の皆様へ〜
安心して下さい！

見てましたよ！

『鼓動：紺碧の空からの絆』、『お揃いの T シャツ：個性と工夫が満載』、『炎
天下の学院：吹奏楽部の爽快な音色』、
『雪の野球場 : 朝練のかけ声』、
『後夜祭：
ホッと安堵のため息をついた団長、笑顔の断髪男子、声が枯れてしまった盛
り上げ隊』、『芸術鑑賞会：伝統芸能！素直に感動』、『ウインターセミナー：
卒業生のブッチャケ話に夢や希望』、
『マラソン大会：
大久保山の自然を満喫するためのラスト１周 !』、
『卒論報告会：文字、表現の責任』
本気な姿に何度も胸が熱くなり、涙がこぼれました。
ずっとサポーターでいますからね！
～学院関係者の皆様へ～
吉田学院長をはじめ諸先生方、事務所の方々、全ての行事に多大なご協力
ご理解を賜り誠にありがとうございました。｢自由｣という学院の校風が本来
意味するもの、自分自身の活動に責任を持つことの大切さ、数々の行事や取
材を通し多々知り得ることができました。
～保護者の皆様へ～
これからの人生で学院生が立ち止まった時、是非、杜の頁を一緒にめくっ
て下さい。ここには無我夢中で挑戦し続けた学院での生活、円陣を組んだ仲
間、そして個性豊かな学院生を応援してくれた先生方との標があります。
～杜編集委員会の皆様へ～
思いおこせば２年前の稲稜祭、雨天の中、学院校
舎裏の丘からシャッターチャンスを待ち構えている
杜編集委員会の先輩に愕然としました。一意専心な
姿に感動したことが昨日のようです。先輩方の足跡
をたどりながら『杜』へ真剣に向き合い、委員長と
なった今年度、試行錯誤と後悔の繰り返しでした。
されど、杜のメンバーは、相手の気持ちや立場を察し、自ら行動できる人達
の集合体でしたから、どれだけ救われ、どれだけ励まされたか数え切れませ
ん。感謝の思いでいっぱいです。「躍動感あふれる学院生」「進歩する学
院」を共有しながら一喜一憂の3年間でしたね。皆様との出会い、語り合っ
た時間、たくさんのメッセージ、全て宝物です。
『チーム杜』本当にありがとうございました。
杜編集委員会委員長

室井

照代

◆杜編集委員会
３Ａ 新島

明歩

３Ｂ 葉騰

瑞枝

３Ｄ 宇都宮式子

３Ｄ 島田

康弘

３Ｆ 手塚

ちづる

３Ｆ 山田

睦

３Ｇ 熊谷

めぐみ

３Ｇ 室井

照代

２Ａ 石田

恵利

２Ｃ 岡田

玲子

２Ｃ 小松

賢

２Ｄ 熊田

欣世

２Ｇ 島村

君子

２Ｇ 田伏

琴美

２Ｇ 中島

直美

２Ｈ 野村

香

２Ｈ 宮澤

昭由

１Ｂ 赤山

祐子

１Ｆ 安井

陽子

１Ｇ 小笠原恵美子

１Ｈ 小泉

麻子

１Ｈ 鈴木

諏訪

丈晴(会長）

山口

保護者の会だより「杜」第39号

１Ｇ 中條津弥子

敦子

健二(副会長）

清水

宏祐(副会長）
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