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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

「 早 稲 田 」 の 面 目 だ け は え子である学院生は非常 本の内容はすっかり忘却
凌駕しようではないか！
十分保ち得たと思ってい に優れた美質を持ってい の 彼 方 に 消 え 去 っ た が、
る。研究集会初日の、各 る。 そ の た め、 我 々 は 「 師 へ の 愛 も 真 理 へ の 愛
学
- 院生へのメッセージ 校管理職が集う幹事会で 日々の生活のなかで、教 も実は唯一の、同じ愛な
早稲田大学本庄高等学院長
は本学院茶道部による呈 え子たちから多くの刺戟 のである。だからと言っ
吉 田
茂 茶があったし、應援部は と学びとを感受している。 てこのことは、アリスト
参加者に対するキャンパ だから、キルケゴールに テレスにはプラトンを反
に高まった。今後は、こ 大学特別招聘教授・名古 スの案内係を担当し、な 殊更、教え子から学ぶ視 駁する権利もなく、プラ
うした意識の高まりのう 屋大学名誉教授）による おかつ懇親会では「早稲 座を持つことこそ教師の トンを批判する権利もな
ねりをさらに大きくする 「 何 の た め の 教 師 」 と い 田の栄光」を高らかに歌 条件であると言われなく く、プラトンを凌ごうと
のが課題である。
う基調講演に始まり、二 い上げ、席を盛り上げて ても、彼の意味する所を、 する権利も亡いと言うこ
十一月半ばには、本学 日目には、本学の教務副 くれた。いつも感じてい 日々、優れた美質を持つ と を 意 味 し て は い な い。
院を会場にして第二二回 部長の本田恵子氏（教育・ ることだが、茶道部や應 学院生と学びあう中で実 師を批判し師を凌ぐこと
全国私立大学附属・併設 総合科学学術院教授）の 援部に代表される学院生 感できているのである。 は師への愛と矛盾しない。
中学校・高等学校教育研 「 生 徒 を 理 解 し、 自 立 さ の多くは凜とした心の美
それは師への愛の結実で
究集会が開催された。こ せる教師力」という講演、 を持っているように思う。 基調講演をされた安彦 あ る。」 と い う 一 節 は 今
れは、聞き覚えのある言 さらに本学理事の村上公 研究集会で、他校の先生 先生の講演のタイトルは、 でも思い出される。
辞を交えた「自ら学び
一氏（教育・総合科学学 方にその美質の一端を示 フランスの著名な哲学者
このギュスドルフの言
自ら問う生徒を育てるた 術院教授）の「大学改革 す こ と が で き 喜 ば し く であり、教育者でもあっ 葉を借りて言えば、全国
め に 」 の テ ー マ の も と、 と 附 属 校 」、 三 村 隆 男 氏 思っている。日々の生活 たジョルジュ・ギュスド 制覇を成し遂げた囲碁・
本学院における教育の現 （ 教 育・ 総 合 科 学 学 術 院 のなかでは、時に心を痛 ルフ（一九一二～二○○ 将 棋 部、 映 画 部 の 面 々、
在（いま）を問い直す意 教授）の「私立学校とキャ めるような事例も起こる ○）の『何のための教師』 また、多くの美質を持つ
味からも重要な機会と捉 リア教育」というタイト が、学院生の多くは安定 という書名に因んだもの 学院生よ、真理という愛
え、 公 開 授 業 や 分 科 会、 ルの分科会が続いた。基 した高校生活を送り、青 だ。一九七二年に日本で を獲得するために、遠慮
二つの講演を用意し、他 調講演終了後には鎌田薫 春を謳歌する頼もしい若 も刊行されたその本は少 せ ず、 師 の 説 を 反 駁 し、
校の先生方への問題提起 総長も駆けつけ、本学を 者たちである。
なからず日本の教師に影 師を批判し、師を凌ごう
となるよう心掛けた。準 代表して挨拶をしてくだ
響を与えた。ギュスドル ではないか。皆のよく知
備から当日の運営まで精 さった。このように、い
キルケゴールはその著 フの言う「教師」とはフ る『荀子』の中に見える
力的に関わってくださっ わば「オール早稲田」の 『わが作品の説明的視点』 ランスの大学で教える教 「 出 藍 の 誉 れ 」 の 故 事 の
た棚橋知之先生、嘉来純 力を結集してこの研究集 の中で「教師であること 師のことで、彼はその中 ように。（教師の喜びは、
一先生、事務の飯島智子 会を開催できたことが何 は教師と断言することで で、本来的に「教師」が「教 教え子に学問の面や生き
さんを始めとする本学院 よりの喜びである。一昨 もなく、授業をすること 師」たり得れば、当時の 方の上で、凌駕されるこ
教職員の皆様にはほんと 年、立命館中学校・高等 などでもない。…教師で （ ギ ュ ス ド ル フ に と っ て とです。）
うにお世話になった。心 学校を会場校に行われた あることは真に弟子であ は今の）大学の崩壊や大
（二〇一七年一二月記）
より感謝を申し上げたい。 大会が参加者も多く、そ る こ と で あ る。」 と 述 べ 学教師と学生との無用な
研究集会は本学の特任 れはそれは立派な大会で ているが、この逆説的言 軋轢など生じないと説い
教授でもあった教育学者 あったので、それに比肩 辞は極めて示唆的である。 ているのである。
の安彦忠彦先生（神奈川 できたかどうか不明だが、 先ほど書いたように、教
四十年前に読んだその
囲碁・将棋部の江口幸
寛 さ ん、 尾 﨑 優 介 さ ん、
笠原大知さんの三名が埼
玉県代表として全国高等
学校将棋選手権大会で勝
利し全国制覇を成し遂げ
た。また、映画部が日本
テレビで放映された「動
画甲子園 高校生映像コ
ンテスト」で見事優勝し
た。嬉しい出来事である。
今夏、系属校の早稲田佐
賀高等学校野球部が甲子
園で校歌「都の西北」を
高らかに歌い上げたこと
に比べれば、やや地味な
活躍かもしれぬが、全国
制覇は立派である。他に、
スポーツ・文化部門とも
に本学院の公認団体は熱
心に活動している。ＳＳ
Ｈクラブも限られた予算
で各プロジェクトを地道
に進めているし、ＳＧＨ
事業も文部科学省による
中 間 評 価 は 低 か っ た が、
各プロジェクトの活動は
いよいよ盛んになり、そ
れに参加した学院生の意
識とプロジェクトに関
わった教員の意識は確実
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物理的に広く、
概念的に狭く

生徒会会長

実 花

のノーベル賞受賞者、ラ
ビンドラナート・タゴー
ルの言葉です。
世界中手を取り合って
仲良くしましょう、なん
て小学生に言うみたいな
綺麗事で片づけることが
私は出来ないから、ずっ
ともやもやしていました。
別にこの言葉に出逢った
からといって視界が良好
になった訳ではないけれ
ど、これが私の最近の気
付きであり、学びであり、
考え続けるべきことです。
学院生、日常に疑問は
あ り ま せ ん か？ 先 生 が
言っていることは絶対に
正しいですか？グーグル
先生は本当に何でも教え
てくれますか？前日に覚
えたことを 分で吐き出
して、その日のお昼には
もう全部忘れちゃう、そ
う い う の は 程 々 に し て、
今しかできないこと、（少
なくとも今は）人間にし
かできないことをしま
しょう。あなたの価値観
を邪魔できる人はどこに
もいません。
末筆になりますが、一
年間生徒会活動にお力添
え頂いた皆様に感謝申し
上げ、生徒会長の言葉と
させていただきます。

50

市 川

というアメリカ人に出
会ったことは無いのです
が。）
しかし一度日常生活に
戻ると、ニュースで「中
国 と の 外 交 が …」「 竹 島
が …」「 米 ロ 首 脳 が …」
と聞くし、授業で他人事
のようにその国の歴史
を 学 ぶ し、「 ○ ○ 人 は マ
ナーが悪い」とか、彼等
との 国 という隔たり
を感じずにはいられませ
ん。繰り返すようですが、
私にとってそうした国
は、友達の○○くん、○
○ちゃんが住んでいると
いうだけであって、学校
生活でいうとクラスメイ
トが東京や埼玉に住んで
いることと何ら変わりは
な い の で す。「 マ ナ ー が
悪い？○○はとても謙虚
だったのに」そんなこと
をよく考えていました。
しかし私のこうした焦
りというかやるせなさ
は、実はずっと前にとて
もシンプルに言語化され
ていたことが分かりまし
た 。 “Men are cruel, but

＂

アジア人初
Man is kind”

„

他を生かすために

＂

保護者の会会長

„

後輩への言葉、学院へ
の想いを１０００文字で。
そう依頼があったのが一
カ月前。私は後輩に何か
言ったり、学院への想い
を素敵に語れるほど素晴
らしい人間ではないです
し、何なら結構多くの学
院生よりもよっぽど雑で
適当です。
そんな私の高校生活を
振り返ってみると、生徒
会活動以外にもＳＳＨや
ＳＧＨのプログラム、学
校外のサマーキャンプや
海外研修に意外と多くの
時 間 を 割 い て い ま し た。
そうすると、日本以外の
国や地域をアイデンティ
ティとする人と、真面目
なことからくだらないこ
とまで沢山の話をしたの
ですが、仲良くなればな
るほど 外国人 という
認識よりも 友達 とい
う認識の方が圧倒的に強
くなることに気が付きま
した。つまり、 アメリ
カ人のトム ではなく
ああ、トムはそういえ
ばアメリカ人だね と
い っ た 感 じ で す。 ト
(ム
＂

＂

„

宏 祐

ろうと。更にその人はこ
う 続 け ま す。「 と も す れ
ば自らの権利ばかりを主
張したり、他の人の揚げ
足をとったり、他の人を
おとしめるようなことば
かりするような時代に
なってきている。が、「他
を生かすために」といっ
た気持ちを全ての人々が
持ち続けていれば、いさ
かいのない、また不安や
不 穏 な こ と の 起 き な い、
素晴らしい世の中が訪れ
るのではないか」と。
大学受験に追われるこ
となく自由な校風の中で
過ごしたこの三年間で得
た様々なこと、先に進む
早稲田という大学で学ぶ
こと、それらを基礎にし
て、みなさんはこれから
の社会に於いての「 that
～他を
others may live.
生かすために～」を是非
実践し、素晴らしい世の
中を築いていって頂きた
いと願っております。
最後に…我が子達が卒
業を迎えることが出来た
のは、吉田学院長をはじ
めとした教職員のみなさ
まのお力添えあってのこ
とでございます。卒業生
の 保 護 者 の 一 人 と し て、
心 よ り 感 謝 い た し ま す。
誠にありがとうございま
した。
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„

＂

清 水
卒業生のみなさん、卒
the injured. I will be
業おめでとうございます。 prepared at all times
また、卒業生の保護者の
to perform my assigned
皆様に於かれましても春
duties quickly and
のよき日の本庄高等学院
efficiently, placing these
卒業と大学進学に心より
duties before personal
お祝いを申し上げるとと
desires and comforts.
もに、生徒在学中の保護
These things we (I) do,
者の会へのご理解とご協
that others may live.
下手な和訳にはなります
力に感謝いたします。
今回は、卒業をされる が、「 命 を 救 い 負 傷 者 を
生徒のみなさんへ、この 助けるのは、降下救難員
場 を お 借 り し て、「 あ る としての私の義務である。
言葉」を送らせて頂きた 私は、いついかなる時も、
与えられた任務を迅速か
いと思います。
つ効率よく実施するため
◆他を生かすために◆
「 降 下 救 難 員 」 と い う に、直ぐに対応できる態
仕事があります。彼らは 勢を維持する。これらの
危機の迫った人々の元に 任務は、個人の欲求や満
ヘリコプターに乗って駆 足よりも優先させる。以
けつけます。駆けつけた 上のことを、私は他を生
先がどんな事故現場でも、 かすために行う」といっ
嵐の海でも、吹雪の山で たあたりでしょうか・・・
この中の「 that others
も、ワイヤー一本にその
～他を生かす
命を託してヘリから降下
may live.
し、危機の迫った人々を ために～」という一節は、
救助するのです。危険を 降下救難に携わる人々だ
顧 み ず に 人 の 命 を 救 う、 けのものではないとある
そんな彼らの「信条」は 人は言います。これから
の時代を背負って立つみ
なさんにも一般社会の中
にあっても是非必要であ
It is my duty as a
Pararescueman to
save life and to aid

„

2017 夏季研修報告

今夏、国内外９つの研修が行われ、61名の学院生が参加しました。

韓国・ハナ高校 国際高校生シンポジウム（７／17～21）
藤井優実(3B）柴田亮輔(3F）遠藤竜仁(2B）清水玲奈(2C）矢㟢るゐ(2C）笠原栞奈(2G）飯塚健杜(2H）
ハナ高校主催のアカデミックな国際シンポジウムに２チームで参加。今回の大会テーマ“News Media“に
関して、メディアに数多く内在する問題点を高校生の視点から分析し、発表しました。また来年度開催する
WaISECに向け、高校生による学会運営についても多くを学びました。

中国・上海蘇州プロジェクト（７／25～30）
中島安(3C）原嶋野乃(3D）藤内来実(2A）森亮太朗(2C）鈴木美佳(2F）浅野友里(2G）大野日菜子(2G）
「世界文化遺産」紡績業を中心とした教科横断型授業で、本庄周辺で盛んであった紡績業を通して日本と中国
との関わりについて学んでいます。今年度は蘇州中学での研究発表、シルク博物館や紡績工場見学、またホー
ムステイを経験し日中親善交流を深めました。

国際シンポジウムWorld Youth Meeting 2017（８／３～４）
中村優里花(1D）美才治花歩(1E）伊藤璃杏(1H）
日本福祉大学主催の国際シンポジウムにインドネシア・ジョグジャカルタ第二高校の2名と今年もチームとして参
加しました。今年のテーマ「国際社会と私」のもと「私達が考える未来の在り方」と題し、グローバル化の進む現
代で求められている教育や若い世代が将来何をするべきかを発表し、優秀発表８チームの１つに選ばれました。

【思い愛隊】ネパール班 社会問題研究（８／５～15）
蓮實直海(2A）荒川航輝(2E）柳澤佑奈(2G）小野桃(1A）野口有希乃(1E）大畑璃子(1F）髙浦明香(1F）
NPO法人ラリグラス・ジャパン運営のスタディーツアーに今年も参加。貧困による人身売買や少女売買の現
状を見聞しました。現地ではNGOマイティ・ネパールとNDWSに保護されている女性や子ども達と交流し、
ボランティア活動を行いました。六高祭や稲稜祭を通じて現地での経験を伝え、支援活動を続けています。

韓国・安養外国語高等学校との学習交流（８／８～11）
宮本里緒菜(3C）金光里緒(3C）吉森明日香(2A）秋庭杏香(2B）加藤由起(2B）田村莉乃(2B）
野本紗希(2B）村田凜乃(2B）髙山実女(2D）安元萌華(2D）飯塚優夏(2H）西村味佳(1E）
松沼花音(1E）平野由佳(1G）清水和佳奈(1H）
安養外国語高等学校を今年も訪問して学習交流を実施。4日間のホームステイやユネスコAPCEIU訪問、
「貧困と格差」「ジェンダー」「環境」「日韓関係」について日韓合同グループで発表を行いました。

シンガポール・インバウンド観光調査研究（８／22～25）
齋藤有紗(3A）松田梨沙(2B) 小川いぶき(2C) 村瀬里緒(2C) 富木良(１F)
「外国人観光客のリピーターをどのように増やすか」をテーマとし、観光先進国シンガポールでの実地調査や政府観
光局訪問。SSHで長年交流のあるNJCを訪問し、両校生徒同士の意見交換を通して、日本のインバウンド観光の現
状や課題を考察しました。また11月に早稲田大学情報教育研究所において英語で本研究の口頭発表を行いました。

【思い愛隊】自然保護班 屋久島プロジェクト（８／28～30）
髙橋淳也(3A）石井怜菜(3H）白石渉(2A）豊野拓巳(2A）原田海(2C）今野桃衣(2F）望月那海(2G）
井上絵理(1A）田中萌映子(1E）不藤奈々(1G）
世界自然遺産である屋久島を訪れ、屋久島環境文化財団が運営するボランティア研修に参加しました。屋久島の自
然の偉大さを体感するとともに、海岸や里地清掃を通じて自然との共生について学習。また環境保全と環境資源の
対象としての屋久島の在り方について考察しました。

インドネシア研修（８／27～９／１）・フリーペーパープロジェクト
濱野真由(3A）花田知優(3B）橋本泰成(3C）栁川幸音(１D）濱谷遥(1H）
編集メンバーは上記５名に加えて、坂内歩美(3G）田所翠(２H）高田旬悟(１D）谷口創太郎(１D）
長年交流が続くジョグジャカルタ第二高校を訪問し、毎年共同発行しているフリーペーパーの編集会議を実
施。農業体験や伝統菓子作り、伝統楽器演奏体験や世界遺産のボロブドゥール寺院・プランバナン寺院群見
学のフィールドワークを通じて知見を深め、フリーペーパー発行に向け実りある体験をしました。「食文
化」をテーマにした「FREE PAPER No.9」が間もなく仕上がります。

沖縄・基地問題研究（８／29～９／１）
北村玲恩(２D）関智美(１C）
旧海軍司令部壕やひめゆり壕、沖縄県平和祈念資料館の見学、対馬丸記念館での語り部のお話を通して
歴史を学び、嘉手納基地周辺の視察や沖縄国際大学訪問を通じて沖縄をとりまく基地問題や県経済、総
合的な人権保障のあり方について考察しました。
Waseda University Honjo Senior High School
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SGH スーパーグローバルハイスクール
本学院は２０１５年度よりスーパーグローバルハイスクール（SGH）の指定を受けました。
新たな授業カリキュラムの開発、国内外への派遣、国際交流など様々なプログラムを通じて
将来、国際的に活躍できるグローバルリーダーの育成を目指しています。

稲稜祭SGHポスターセッション（１０/２８～２９）において、SGH指導教諭の望月眞帆先生、シニア
スタッフ３年柴田亮輔さん、２年遠藤竜仁さん、１年大畑璃子さんにSGHの活動や来年度開催される
国際高校生シンポジウムのWaseda International Symposium on Education and Culture（以下
WaISEC）についてお話を伺いました。

―SGH 活動や学院生に期待すること
をお聞かせ下さい。
（望月先生）

本学院のSGH活動は、世

界の諸課題について学び研究するだけでな
く、学院生自ら組織運営や課題研究、イベ
ントの考案、SNS等での広報活動など幅広
く活動に携わり、異学年へと繋いでいま
す。こうした活動で培った知識や経験は将
来、大学や社会のコミュニティーにおいて
大いに役立つものと考えています。SGHで
は知識を得るだけが目的ではなく、得た知
識をどう活かし、どうアクションに繋げて
いくかが鍵となります。そのためには小さ
な活動を継続して積み重ねていくことが重
要です。
また海外パートナー校のメンバーは自分
たちのための教材ではなく、世界で共に歩
む仲間であることを心に留めて、今後も交
流してほしいと願っています。

―活動に積極的に取り組んでいる理由
や思いを教えて下さい。

写真左手より1年大畑璃子さん、２年遠藤竜仁さん、３年柴田亮輔さん、望月眞帆先生

―学院生に対し、どのような働きかけ
をしていますか。

います。世界が広がりますので、興味があ

（遠藤さん）

てほしいと思います。

今年５月よりSenior Staff

(43名)に加え、Senior Staff Core (14名)
を立ち上げました。昨年のPre-WaISECか
ら来年度開催のWaISECへと繋ぐ運営や広
報活動を行っています。来年度のWaISEC
は、現２年生しかPre-WaISECを経験して
いないためノウハウの共有が課題ですが、

れば話を聞くなど、まず第一歩を踏み出し

―来年度開催の WaISEC についてお
聞かせください。
（望月先生）

来年度は海外校7～８校

と国内校の参加を予定しています。内容は
Pre-WaISECのプログラムを基本とし、研
究発表や参加校メンバーをシャッフルした

帰国生である私は長年、客

そこで活きてくるのが上級生から下級生へ

観的な視点から日本を見つめてきました。

受け継がれる「学びのサイクル」です。活

当初は軽い気持ちで参加したSGH活動でし

動で得た知識や経験を共有し、学びのサイ

たが、沖縄プロジェクトへの参加や羽田真

クルを回し続け、発展的な活動を目指して

先生からの助言が刺激となって積極的に取

いきたいと思います。

すし、研究発表を希望する学院生は一過性
あってほしいと思います。

が強くなりました。その結果、SGHのPR

―学院生や来年度の新入生に向けて一
言お願いします。

チームの立上げや生徒主体の運営へと大き

（大畑さん）

く発展させることができました。帰国生で

など積極的に関わった経緯があり、学院入

ある自分だからこそできたのではないかと

学後も同様にSGHに参加しました。先輩方

強く感じています。

の強い思いに引っ張られる形で取り組んで

（柴田さん）

り組むようになり、さらに自らの体験を共
有し、他の学院生に還元したいという思い

SGH 成果報告会
1月31日、2017年度のSGH成果報告会が稲陵ホー
ルにて開催されました。生徒による夏期プロジェク
トの成果報告や学院卒業生をゲストに迎えたシンポ
ジウム等が行われ、SGH活動のこれからの展望に期
待をいだかせる充実した内容となりました。
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私は中学時代、生徒会活動

少人数グループ対抗のアイディアコンペ
ティション等を考えています。授業の一貫
として全学院生に参加してほしいと思いま
のものでなく、数年間積み重ねた研究で
学院生の自主的な活動は、社会学や情報
工学の分野にも繋がる重要な学びの経験で
す。一つ一つの学びが継続的な学びとな
り、卒論や学部選びなど将来にも役立てて
欲しいと願っています。

開会式

400M

優奈

体育祭実行委員長

３年Ｂ組

船見

今年の体育祭は、当日も
予備日も雨が予想されてい
ましたが、天候に恵まれ無
事に開催することができま
した。
実行委員それぞれが、決
まった役割だけでなく臨機
応変に行動してくれたおか
げで、予定通りに進行する
ことができました。
今年は何年かぶりに借り
物競争が行われ、色々な面
で不安がありましたが、参
加した人も観戦していた人
も楽しんでくれていたよう
でとても嬉しかったです。
みんなの笑顔がたくさん
見られたのが、何よりもや
り甲斐に感じました。
１年生から３年生まで、
思い出に残る行事の一つと
していつまでも心に残って
いたら嬉しいです。
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前夜からの雨も上がり、紺碧の空へと変化する中、色とりどりの

走り高跳び
1500M

Ｔシャツを着た学院生達が熱気溢れる激闘を繰り広げました。

走り幅跳び
砲丸投げ

真剣に取り組む姿勢、屈託のない笑顔が印象的でした。

200M

100M

体育祭

第36回
６月１日

三人四脚

走

パン食い競

借り物競争

綱引き

應援部
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大縄跳び

レー

部活紹介リ

全員リレー

ー

本庄SPリレ

学院新記録
3年本庄ＳP
2' 07" 54

３Ｅ

閉会式

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

3A

フィールドの個人種目の四冠の
勢いを団体種目までつなげて優勝する
事ができました。昨年の悔しさを果た
せて大変嬉しかったです。

3D

全員リレーの１位が最高でした！
現 3D から来年の体育祭に参加する
人がいないことを祈ります（笑）

1B

2B

B 組は男女の仲がとても良く、
練習の時もほかのクラスよりも一番
盛り上がっていました。B 組一丸となって
全力で応援した結果が優勝につながった
と思います。ありがとうございました。

学年新記録

勝ちました !! イェーイ！
みんなのおかげです。

２年200M女子
２Ｅ 足立涼子 28"00
２年400M男子
２Ｆ 大畑遼恭 52"05
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T シ
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10月16日(月)～21日(土)、3コースに分かれて
の修学旅行が行われ、さまざまな文化や歴史を

学びました。帰国時には季節はずれの台風21号
の影響が心配されましたが、どのコースも無事
に帰国できました。

←北京大学散策

→
万里の長城

韓国

青瓦台

←

安養外国語高等
← 学校との交流

ソウルタワー

10:00 羽田空港国際線ターミナル集合
10/16㈪ ソウルへ
ソウルタワー
〈ソウル泊〉
ＤＭＺ（非武装地帯)
10/17㈫ 戦争記念館
〈ソウル泊〉
韓国歴史博物館
東大門市場・青瓦台
10/18㈬ 大学生との街歩き
The Painters HERO観賞 〈ソウル泊〉
水原華城
10/19㈭ 韓国民俗村
安養外国語高等学校との交流〈ソウル泊〉
東和免税店
10/20㈮ 班別自主研修
漢江クルーズ
〈ソウル泊〉
コリアハウス（文化体験）
10/21㈯ ソウル発
18:35 羽田空港到着・解散

DMZ（非武装地帯）

台湾
10/16㈪

（台北）鼎泰豐で昼食
10/17㈫

（台中）夜市散策

10/18㈬
10/19㈭
10/20㈮
10/21㈯

（台中）国立自然科学博物館

10:30 羽田空港国際線ターミナル集合
台北松山空港へ
中正紀念堂（衛兵交替式）
台北101展望台夜景見学 〈台北泊〉
国立故宮博物院
台中へ移動
国立自然科学博物館・寶覺禅寺
逢甲夜市班別散策
〈台中泊〉
台中一中との交流
台南へ移動
赤崁楼
〈台南泊〉
台南市内自由行動
台北へ移動
〈台北泊〉
台北市内班別自主研修
〈台北泊〉
九份見学
台北松山空港発
19:55 羽田空港到着・解散

Waseda University Honjo Senior High School

台湾

（台北）中正紀念堂

（台中）寶覺禅寺

韓国

The Painters HERO 鑑賞

12:30 成田空港第１ターミナル集合
10/16㈪ 北京へ
レストランで夕食後ホテルへ〈北京泊〉
万里の長城（居庸関）
10/17㈫ 景山公園
お茶文化体験
〈北京泊〉
北京大学附属中学との交流
北京大学散策
10/18㈬
夕食（北京大学附属中学との交流会）
〈北京泊〉
天安門広場
故宮博物院
10/19㈭
北京都市計画展覧館
雑技観賞
〈北京泊〉
班別自主研修
10/20㈮
天壇公園
〈北京泊〉
空港へ
10/21㈯
13:55 成田空港到着・解散

中国

中国

10

修学旅行
班別自主研修
（北京動物園・前門大街）

北京大学附属中学
との交流↓
故宮博物院
←天壇公園

北京都市計画展覧館→

班別自主研修（景福宮）
漢江クルーズ

水原華城

台中一中との
交流

↑
（台北）九份
台北市内
班別自主研修→
（龍山寺）
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交流授業→
←交流部活

→

北京コース最高！

3年Ｆ組 柴田 亮輔
私達学院生にとって、人生最後の修学旅行。北
京コースの71人は、本当に充実した5泊6日を過
ごすことが出来ました。万里の長城の雄大さ、故
宮博物院の歴史の深さ、中国雑技団の迫力、その
全てに圧倒されました。
また、北大附中生とも貴重な交流が出来、特に
交歓夕食会での余興はとても盛り上がりました。
最後に「世界に一つだけの花」の中国語バージョ
ンを2号車の全員で歌ったのは、と
ても感動的でした。この71人で修学
旅行に行けて、本当に楽しかったで
す。北京コース最高！ありがとう！
後輩のみなさんへ…北京コース本
当にオススメです！ぜひ！
あめ細工

もっとも日本に近い国、韓国
３年Ａ組 髙橋 淳也
北朝鮮情勢が心配された中でしたが、無事に修
学旅行を行えたことを嬉しく思います。同じアジ
アとはいえ大きく違う韓国の文化や歴史を学ぶこ
とができ、貴重な経験となりました。2日目に訪
れたDMZ（非武装地帯）では、緊迫する南北朝
鮮問題を肌で感じ、４日目の安養外国語高等学校
との交流では途上国に贈る靴に色を塗ることで、
自らが国際共生の一端
を担っていることを知
ることができました。
修学旅行韓国コースに
ご協力いただいた先生
方、JTBの方々に深く
感謝いたします。
チーズタッカルビ

台湾修学旅行の思い出

3年Ａ組 早川 麗
台湾の修学旅行では、国立故宮博物院で歴史が
長い貴重な展示物を見たり、台北101のような最
先端の建築物を見たりと今昔様々なものを見るこ
とができました。台北、台南、台中と様々な場所
を観光しましたが、似ていても少しずつ違うのが
とても面白く、まだまだ1日2日では足りないほ
どでした。そのなかで行われた台中一中との学校
交流は、両国の価値観の違いや文
化の違いなどたくさんのことを学
ぶことができました。
このような価値のある体験がで
き、先生方、日本旅行とガイドの
皆さま、保護者の皆さま本当にあ
りがとうございました。
マンゴーかき氷

China Freaks 2017

３年Ｇ組 組主任 嘉来 純一
「遅れてすみません」「ごめんなさい」と言われれば、「気をつけて
きてね」と言いたくなる。修学旅行北京コース 5 日目、班別自主研
修終了間近の携帯電話越しのことだった。実のところ、半分近くの班
が集合時刻に遅れて到着した。それでも不思議といらいらとしない。
やはり「遅れてすみません」「ごめんなさい」という一言がきいてい
たのであろう。今回の修学旅行では、全体を通して気持ちよく過ごす
ことができた。
北京大学附属中学生との交流。お互いに意思疎通を図ろうとする姿
を見ると微笑ましく思える。思い返してみれば、私も20年以上前に
同じ空間で同じようなことをしていた。私の最初の海外経験はアメリ
カ。しかし勉強したはずの英語が分からない。一方その約1年後、北
大附中生とは、お互いに英語と漢字を駆使しながら、不自由な思いを
しながらも対等な関係でコミュニケーションをとることができた。楽
しかった。それが外国語教員になるきっかけとなっている。

百聞あっての一見

３年Ｄ組 組主任 矢野 健治郎
恙無く修学旅行が終って良かった｡口煩い私にあれこれ言われなが
らも､交流やクルージング等､生徒は楽しんでくれた様で何よりだっ
た。
学院生がこの修学旅行で何を学んだか、それが旅行を企画し引率
した教員側としては最も気になるところである。朝鮮半島有事一歩
手前、かのように国内で喧伝された中、それでも韓国へ行けたこと
で何を見て何を感じて来られただろうか。ソウル市内は有事一歩手
前という空気ではなかった。市民が脅威に馴れて楽観しているから
なのか、脅威を感じていないからなのか。安養の高校生たちは非常
に友好的であり、交流は大成功であった。反日感情などないのか、
それはそれと冷静に捉えていたのか。何も調べずに現地へ行けば何
も感じなかっただろう。事前に十分に学び考え、それを現地で実際
に見たことと併せて更に考えた、そんな姿勢で臨んだ学院生がいた
としたら、引率教員としてそれ以上の喜びはない。

有意義な６日間を終えて

３年Ｃ組 組主任 塚越 健司
今年度台湾コースは、生徒106名、引率教員６名、看護師１名、添
乗員３名の総勢116名体勢での訪問であった。台風に見舞われること
もなく、天候に恵まれた６日間であった。
本年度の新しい取り組みとして、台北市内に加え、台南市内でも半
日の自由行動を実施した。台北よりさらに暑く、歴史ある台南の街並
みを肌で感じることができた有意義な時間となった。
そして、台中一中との交流。想像以上の熱烈歓迎に圧倒されながら
も、いざ交流が始まると積極的にコミュニケーションを取る姿は、さ
すが学院生。授業→昼食→部活動→商店街散策と、丸一日行う交流を通
じて、異国の友人と絆を深める姿に、修学旅行の大きな意義を感じた。
「交流するまでは嫌だと思っていたが、交流が修学旅行の１番の思い出
だった」と多くの生徒が言っていたことが、今も印象に残っている。
最後に、日本旅行の皆様、引率教員団、関係各位に、改めて御礼申
し上げます。
Waseda University Honjo Senior High School
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各部長への質問
①２０１７年度部員数

動

②部の紹介・ＰＲ／大会成績等

運

ス キー部

部
３年

組

３年Ｇ組

G

齊藤

渡辺

優

豪

小池

隼弥

バ ドミントン部

３年

３年Ｈ組

①女子 １年／ 名 ２年／８名 ３年／７名
②女子バスケ部は、県大会出場を目標と
し、先輩後輩の分け隔てなく互いに切磋
琢磨しながら活動しています。活動は
火・木以外の週５日、学院体育館で行っ
ています。高校からバスケを始める部員
が多い一方で、昨年は北部ベスト４、県
大会出場などの結果を残しました。新
チームには、２年生を中心に更なる活躍
を見せてくれることを期待しています。

バ スケットボール部 女(子）

組

３年Ｃ組

①男子 １年／ 名 ２年／８名 ３年／７名
女子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
②バドミントン部は、週５日活動してい
ます。
男子は団体戦北部２位県大会出場、個人
戦シングルス北部２位県大会ベスト 、
個人戦ダブルス北部２位、県大会ベスト
、女子は団体戦県大会出場などの功績
を残しました。初心者も多いですが切磋
琢磨しながら、日々の練習に励んでいま
す。学年、男女問わず仲良く明るい部活
です。これからも後輩たちのさらなる活
躍を期待しています！

３年Ｅ組

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
女子 １年／１名 ２年／１名 ３年／１名
②私たち男子バスケットボール部は、県
大会を目標にして日々学院体育館で練習
に励んでいます。活動日は火・水・木・
土・日の週五日です。
三年生最後の大会では、あと一勝という
ところで県大会出場を逃してしまいまし
たが最後までチーム一丸となって戦うこ
とができました。悔いが無いと言えば嘘
になりますが、その分後輩達の躍進を切
に願います。

バ スケットボール部 男(子）

32

３年Ｂ組

敬梧

辰巳 穂乃実

川崎

32

ソ フトテニス部（男子）
①男子 １年／４名 ２年／ 名
３年／８名
②こんにちは！柔らかい方のボールを使
う テ ニ ス 部 で す。 私 た ち の 売 り は 何 と
いっても「家族」のようなにぎやかさ！
テニスコートには、毎日楽しい笑い声や
話し声、時には雄叫びが響いております。
そんな超個性的メンバーも試合になれば
真剣そのもの。きっとあなたも惚れるこ
と 間 違 い な し！ 興 味 を 持 っ た 方 は 是 非
ソフトテニス部へ

バ レーボール部

３年Ｃ組

３年Ｈ組

①女子 １年／９名 ２年／６名
３年／６名
② 部活も充実したい！＂そう思うなら
この部活に入ることを全力でお勧めし
ます。初心者から全国経験者まで様々な
バックグラウンドを持つ部員は、それぞ
れ 自 分 に 合 う 目 標 を 掲 げ、「 テ ニ ス を 楽
しむ」共通の想いのもと、日々の部活に
取り組んでいます。
『ソフテニは家族』そんな言葉が自然と
生まれるこの部活で、一緒に最高の青春
を過ごしましょう！

ソ フトテニス部（女子）

19

Ｆ

６

18

！！

①男子 １年／８名 ２年／７名
３年／９名
②バレーボール部は、先輩後輩間の距
離が近く、部員一丸となって日々高み
を目指し、練習に励んでいます。
部員の中には、高校から始めたという
人も多いですが、六大学附属リーグで
は満足のいく結果とはいえないもの
の、健闘して四位という結果を収めま
した。後輩たちには四位以上はもちろ
ん、昨年の部最高位である二位を超
え、優勝してほしいです。

８

17

サ ッカー部
25

①男子 １年／ 名 ２年／ 名
３年／ 名
②今年は、去年・一昨年と同様に新人戦
の県大会と関東予選には出場することは
できませんでした。その悔しさをモチ
ベーションに練習に励みましたが、イン
ターハイでは県ベスト という結果に終
わりました。選手権ではベスト８という
目標を達成できるようにがんばります。
後輩たちには、悔いが残らないように
日々の練習に、真剣に集中して取り組ん
でほしいです。
32

①男子 ２年／１名 ３年／１名
②週一回の活動を中心に自主トレーニ
ングを行っており、シーズンに向け筋
力増加及び基礎体力の向上を目的に活
動しています。また冬休み及び春休み
に早稲田大学高等学院と合同で合宿を
行っています。プロの方に指導をお願
いしスキー技術の向上を目指し切磋琢
磨しています。競技スキーに興味があ
る方は初心者でも歓迎していますので
入部を検討ください。

村上

岩木

秋吉

荒川

由衣

悠太

百花

真輝
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３年

組

飯田

小林

池田

惣太

将也

浩気

硬 式テニス部（男子）

硬 式野球部

３年

組

F

３年 組

名

３年Ｆ組

①女子 １年／５名 ２年／７名
３年／５名
②みんな仲良しで、部活では笑顔が絶えま
せん。でも、部員はみんな「やるときはや
る」と「遊ぶときは遊ぶ」のメリハリがき
ちんとつけられます。基本毎日活動してお
り、それなりに忙しくて大変ですが、やれ
ばやるだけ結果は出るので、とても達成感
があります。後輩たちには、引退まで一つ
一つの試合を大切にして、悔いなく引退し
てほしいです。

硬 式テニス部（女子）

①男子 １年／６名 ２年／ 名 ３年／９名
②硬式テニス部は木曜日を自主練習日
とした週７日の活動を行っています。
テニス歴 年の経験者から高校から
始めた初心者まで幅広い経験を持つ部
員たちが練習に励んでいます。実績と
しては団体戦で埼玉県大会ベスト 、
県大会個人戦に４人出場などがありま
す。厳しい上下関係などはありません
ので部員全員がのびのびとテニスに打
ち込めるような環境です。今後とも硬
式テニス部をよろしくお願いします。
１６

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／
②硬式野球部が目指しているのは
「チャンピオンスポーツ」としての
野球です。日々励んでいる練習を含
め、すべての活動を通じて「努力す
る才能を身につける」ことを最大の
目標として取り組んでいます。
仲間と苦楽を共にし、惜しみなく野
球に没頭できる時間は一生の宝物に
なると思います。
後輩たちには、焦らずゆっくり、一
歩一歩成長していってほしいと思い
ます。

津田

谷口

矢島

陸希

瑞季

克彦

自 転車部

卓 球部

①男子 １年／１名 ３年／１名
女子 ３年／２名
②私たち体操競技部は、週６日学院体育
館で活動しています。今年度は、個人戦
でインターハイ県予選に出場しました。
部員数が少ないため個別で先生にアドバ
イスを頂ける機会も多く、時間をかけて
自分と向き合い、個々のスキルに合わせ
た活動を行っています。体操競技は非常
に奥深いので、ぜひ多くの方に魅力を
知ってほしいと思います。

体 操競技部

①男子 １年／ 名 ２年／７名
３年／８名
②風に抗い、激坂に立ち向かい、ス
ピードで勝負する。自転車部はそんな
部活です。
ゆったり活動をする者から、レースガ
チ勢まで仲良く活動しています。私た
ちは自転車の楽しさを忘れずに成長す
ることを日々、心がけています。
自転車が好きな人、旅が好きな人、自
然を肌で感じとりたい人はぜひ一度体
験に来てください！

10

礼子

裕太

石川

崇平

中野

３年Ｆ組

新井

３年Ｂ組

３年Ｂ組

①男子 １年／６名 ２年／３名 ３年／６名
女子 １年／５名 ２年／４名 ３年／１名
②卓球部は月・水・金・土の週４日、
放課後に共通棟体育館にて活動してい
ます。今年から、朝練や昼練にも参加
できる練習環境を整え、部活のない日
には各自で練習内容を工夫し、目標に
向かって日々の練習に励んでいます。
男子卓球部と女子卓球部は違う練習メ
ニューをこなしているものの、男女と
もに仲良く、一丸となって頑張ってい
ます！

14
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ラ グビー部

組

３年Ｅ組

①男子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
女子 １年／２名 ２年／２名 ３年／２名
②我々は「日本一楽しいラグビーで花
園へ」をコンセプトに、日々全力で楽
しみつつラグビーをしています。ラグ
ビーは、必死に楕円球を追い、体を張
り、技術を身につける中で、心身とも
に成長し、人間としての質を高めるこ
とができます。伝統の早稲田ラグビー
に本庄から新風を吹かせるべく、これ
からも全力で楽しむラグビーをしてい
きます。

ワ ンダーフォーゲル部

３年

①男子 １年／４名 ２年／２名 ３年／３名
女子 ２年／３名
②ワンダーフォーゲル部は、月１回を
目安に身近な山々へ赴き、登山を楽し
んでいます。また、夏と秋には合宿も
行い３０００メートル級の山々にも挑
戦しています。我々は大会に出場し、
賞を受賞するといった喜びは味わえま
せんが、山頂にたどり着いた喜びは、
それに近いものだと思います。後輩の
みんなにはこれからもその喜びをより
多く味わって欲しいです。

剣 道部

15

20

13

①男子 １年／５名 ２年／３名
３年／３名
女子 １年／２名 ２年／２名
３年／５名
②私たち剣道部は、他の部活に比べ人数は
少ないですが、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、早稲田大学道場にて大学
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。

22
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１３

G
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Ａ
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名
名

松久保

翔

大智

田中

文
Ｅ ＳＳ部

化

部

組

３年Ｈ組

２年

齊藤

裕吏

康太

優里奈

新井

清川

グ リークラブ

①男子 １年／ 名 ２年／
女子 １年／ 名 ２年／
②歌が大好きな人が集
まった部活です。毎週火
曜日と金曜日にひたすら
楽しく歌っています。合
唱曲、ＪＰＯＰ、洋楽、
何でもやります！
合唱祭、夏期合宿、稲稜
祭ステージ、クリスマス
コンサートなどイベント
も盛りだくさん！
私たちと一緒に歌って、
最高の青春しませんか？

名
名

組

３年Ｆ組

名 ３年／
名 ３年／

３年

３年 組

①男子 １年／１名 ２年／５名 ３年／６名
女子 １年／８名 ２年／８名 ３年／４名
②ピアノ部はソロは勿論、異なる
楽器で新しい音色を生み出す、と
いう音楽の楽しさを存分に味わえ
る部活です。他にもアコギで弾き
語りをしたり、バイオリンや木管
楽器でセッションしたりと色々で
す。部員は日々校内コンサートや
稲稜祭に向けて技術向上に努めて
います。普段は月曜日と木曜日に
音楽室で活動しているので、ぜひ
見学に来てください。

ピ アノ部

17 10

牧野

天稀

賢知

丸岡 玲奈

鎌田

①男子 １年／５名 ２年／１名 ３年／７名
女子 １年／７名 ２年／６名 ３年／３名
②サイエンスクラブでは、部員が研究テーマごとにいくつかの班
に分かれてチームで研究を進めています。研究テーマは様々です
が、水中ロボット・３Ｄプリンター・色素増感太陽電池・宇宙線
の測定などを行っています。自分で研究計画を立案し、班を作る
ことも可能です。ぜひ一度見学に来てみて下さい。

サ イエンスクラブ

Ｃ

①男子 １年／６名 ２年／４名 ３年／４名
女子 １年／７名 ２年／７名 ３年／４名
②ＥＳＳは火・木・金に活動していま
す。部員の中には、海外経験がなく英
語力に自信がない子や英語力を維持し
たい帰国生まで幅広くいます。
活動はプレゼン・劇・英会話など、初
心者も活躍できる英語を使った多種多
様なアクティビティをしています。
我が部活のモットーでもある「去る者
は追わず来る者は拒まず」のもと、ど
んな子でも入部を待っています

ク イズ研究会

３年Ｃ組

23 15

組

組

①男子 １年／５名 ２年／４名
女子 １年／４名
②「部員が真摯にクイズに向き合い、
各 々 が 目 標 に 向 か っ て 精 進 す る。」 部
活はこのような感じです。現在は火曜
日と水曜日に活動しています。今年は
多くの例会（他校のクイズ研究会など
が主催する大会）でも良い実績を残せ
ています。
「クイズ」というものに興味がある
方、ぜひ来てみてください！

デ ィベート部

H

３年
３年／ 名
３年／９名

３年
３年／２名
３年／９名

G

D
14

陸 上競技部
①男子 １年／ 名 ２年／
女子 １年／９名 ２年／
②今年度の目標は「覇権
奪回」ということで両リ
レー種目と各個人種目での
関東大会、インターハイ出
場・入賞を目標に日々練習
に励んでいます。また、走
り幅跳びで全国高校総体へ
の出場を勝ち取り、部とし
て５年連続のインターハ
イ出場となりました。ま
た、４×４００ｍリレーで
も関東選手権出場というこ
とで多くの選手が活躍して
います。来年も一人一人が
より大きな舞台で活躍して
くれることを期待していま
す。

應 援部
①男子 １年／１名 ２年／１名
女子 １年／ 名 ２年／ 名
②應援部は、野球部、
サッカー部、ラグビー部な
ど様々な部活の試合の応援
に行かせていただいていま
す。選手の方々の力になる
応援をできるよう日々の練
習に取り組んでいます。活
動曜日は月・水・木曜日で
す。

①男子 １年／３名 ２年／１名 ３年／１名
女子 １年／１名 ３年／１名
②ディベートはカードゲームみたいなもので
す。強いカード 証(拠資料 を)集めて、それらを
組み合わせて最強のデッキ 議(論 を)作り、対戦
します。試合後に生き残ったデッキが対戦相
手より多ければ 強(ければ 勝)ちです。
カードゲームと違うのは、攻撃や防御が全て
３〜６分という短いスピーチ時間内で行われ
る点です。昨年は全国ベスト 。
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ブ ラスバンド部
３年Ｈ組

髙橋

凜花

幸寛

①男子 １年／ 名 ２年／３名 ３年／２名
女子 １年／ 名 ２年／ 名 ３年／ 名
②私たちブラスバンド部は、月曜日から土曜日まで放課後に週６
回活動しています。忙しいと感じるかもしれませんが、「ひとつ
の物事に打ち込みたい！」と、そんな気
持ちで活動している部員ばかりです。
先輩後輩関係なくアットホームな雰囲気
で、年間５回ほどの演奏機会をいただい
ています。その他にも式典や野球応援、
應援部さんのステージのバックなど活動
範囲は多岐にわたっています。
音楽を楽しみたい、学院生活は部活を頑
張りたい、そんなみなさんを音楽室、稲
稜ホールにてお待ちしています！

江口

竜也

演 劇部
３年

３年

①男子 ２年／７名 ３年／２名
女子 １年／１名 ２年／５名 ３年／２名
②私たちは月木土の週３日活動してお
り、毎年４回稲稜ホールで公演を行っ
ています。今年は本庄市の六高祭にも
参加しました。普段は即興劇、声劇や
各公演の練習をしています。公演では
台本、小道具などの制作、音響や照明
まで自分たちで行なっています。新た
に７名の部員を迎え、より一層個性的
になった演劇部の公演をぜひ見に来て
ください！

化 学部

麗

笙平

彩弓

早川

西澤

秋葉

組

組

組

３年

①男子 ２年／１名 ３年／ 名
女子 １年／２名 ２年／１名 ３年／６名
②こんにちは。私たちは気の向くと
きにふらっと集まって実験をしてい
る部活です。実験内容は部員の何気
ない一言で決まります。アットホー
ムな雰囲気の中で楽しい部活生活を
送りたい人におすすめです。いつで
も入部待ってます！
では。

写 真部

書 道部

３年

３年／
３年／

名
名

組

３年

梅澤

組

美菜

城山

諒

①男子 １年／２名 ２年／１名 ３年／２名
女子 １年／３名 ２年／ 名 ３年／ 名
②私たち書道部は、週２回でアットホームな雰囲気をモットーに
活動しています。大会や文化祭などに向けての書道パフォーマン
スを中心に硬筆展や毛筆展へ出品する作品も制作しております！
今年度の書道パフォーマンス
甲子園予選はおしくも関東圏
６位で本戦の全国大会への出
場とはなりませんでしたが、
これから稲稜祭や早稲田祭で
もパフォーマンスする予定で
すので、是非来てください！

軽 音楽部

名
名

16
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Ｅ

Ａ

10

10 12

３年Ｈ組

久田

11

11 12

囲 碁・将棋部

３年Ｂ組

①男子 １年／ 名 ２年／
女子 １年／ 名 ２年／
②部員 人の大所帯である
軽 音 楽 部 は、 週 １ 回 の バ ン
ド練習をメインに定期的に
行われるライブや稲稜祭ス
テージに向けて日々頑張っ
ています。
兼部も自由で、先輩、後輩と
も仲良くなれる早本一の素
晴らしい部活です。
自分たちで組んだバンドは
かけがえのない思い出、この
先一生の宝物
になります！
ぜ ひ、 青 春 を
ロックに捧
げてみません
か？

19 16

13

①男子 １年／８名 ２年／６名 ３年／３名
女子 １年／１名 ２年／１名
②私たち囲碁・将棋部はＳ２０２で月曜
日・火曜日・木曜日・金曜日に活動を
行っています。
将棋では、第 回全国高等学校将棋選手
権大会男子団体戦で優勝し、悲願の全国
制覇を達成することが出来ました。
今年度は部員数も増え、みんなで賑やか
に楽しく活動しています。初心者から経
験者の方、楽しみたい方から真剣に取り
組みたい方まで大歓迎です。

映 画部

①男子 １年／２名 ２年／４名 ３年／３名
女子 １年／２名 ３年／４名
②私たち写真部は自由に学校内の豊か
な自然や美しい風景、学校の行事など
を撮影しています。様々なコンテスト
や学校内掲示板の写真の掲載、稲稜祭
での展示を行っています。写真が好き
なら誰でも大歓迎！兼部でも大丈夫！
みんなで仲良く写真を撮りましょう！

80
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Ｈ
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①男子 １年／５名 ２年／５名 ３年／４名
女子 １年／３名 ２年／２名
②水木土と活動日は決まってはいますが、特にそれにとらわれる
ことはなく、活動日外も活動したりと自由
な雰囲気です。脚本を書く、撮影する、演
じる、映像を編集する、ＣＧを用いるなど
活動の幅は広く、自分のしたいこと、得意
なことで一つの作品製作に携われることが
大きな魅力であると思います。毎年、Ｎコ
ンや映画甲子園に作品を提出しています。

10

11 12
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部活紹介

数 学研究会
３年 組

渡邉

慶大

礼子

真優乃

石川

大澤

組

３年Ｂ組

①男子 １年／１名 ２年／６名 ３年／３名
女子 １年／１名 ２年／１名
②数学研究会は毎週金曜日、顧問の先
生からの講義形式で主に大学数学の基
礎を勉強しています。数学系の卒業論
文にも役に立つ活動内容となっていま
す。
「受験」という枠に囚われない数学を
私たちと一緒に勉強してみませんか？

政 治経済部

３年

①男子 １年／５名 ２年／９名 ３年／４名
女子 １年／６名 ２年／１名 ３年／５名
②政治経済部は毎週火曜と土曜に、
日々のニュースを部員同士で共有す
るニュース解説プレゼンや、討論な
ど様々な活動を行っている部活です。
「固いことをゆるく学ぶ」というモッ
トーで、先輩後輩といった縛りを感じ
ることなく意見交換をし、アットホー
ムな雰囲気が特徴です。エコノミクス
甲子園や経営シミュレーションゲーム
ＭＥＳＥの大会などに積極的に参加し
ています。

昔 男ありけり会
①男子 ３年／１名
女子 １年／４名 ２年／６名 ３年／３名
②昔男ありけり会では、変体仮名班と
競技かるた班に分かれて活動していま
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」の輪読
を行っています。競技かるた班では、
「ちはやふる」でおなじみの競技かる
たの練習に取り組んでいます。どちら
の班も和気あいあいとし、部員同士も
仲の良い部活です。

地 歴部
①男子 ２年／１名 ３年／４名
②活動は週末や長期休みが中心で展覧
会を見に行ったり、地理歴史に関する
巡検を行ったりします。今年度は舞鶴
天橋立京都に巡検に行き、歴史や地理
の授業に関連する内容をフィールド
ワークで学ぶことができました。部員
が少なくなるので興味のある方は是非
来てください。去年まで女子の先輩も
いたので男女問わず歓迎しています。
木曜日Ｎ２１２へお越しください。

茶 道部

組

安

瑛二郎

秀一郎

中島

加藤

下橋

３年Ｃ組

３年Ｇ組

３年

①男子 １年／１名 ２年／３名 ３年／５名
女子 １年／ 名 ２年／８名 ３年／ 名
②私たち茶道部は月曜日と土曜日の週
２回、裏千家の講師の先生のご指導の
もと、お点前や着付けなどのお稽古を
しております。また四季折々のお茶会
や国際交流、長期休業中の部活では茶
杓作りを行うなど様々な活動を行なっ
ています。男子も女子も仲良く良い雰
囲気の中、日本の文化である「茶道」
に触れることが出来ます。

天 文部

①男子 １年／５名 ２年／３名 ３年／３名
女子 １年／６名 ２年／５名 ３年／５名
②天文部は毎週月曜日にみんなで楽し
く活動しています！今年は部員が新入
生に限らずたくさん増え、去年より大
所帯になりましたが、みんな星が好き
なのでとても楽しい時間を過ごしてい
ます。これから冬に向けて暗くなるの
が早くなるので天体観測する機会が増
えると思いますが、見かけたときには
望遠鏡を覗いてみてはいかがでしょう
か？

美 術部

①男子 １年／４名 ２年／５名
女子 １年／６名 ２年／２名
②美術教員の先生方のご指導
のもと、デッサン、水彩、油
絵、銅版画、デジタルイラス
ト、陶芸等々多種多様な作品
を制作しています。部員それ
ぞれの得意な分野が多岐にわ
たっていて兼部も多いなか、
和気あいあいと創作活動に取
り組んでいます。また、今年
は夏合宿を行いました。部員
自らが企画・運営し、実りの
ある合宿にすることが出来ま
した。

文 藝部

①男子 １年／１名 ２年／１名
女子 １年／４名 ３年／２名
②文藝部は、部員が小説や
詩など、オリジナルの文芸
作品を持ち寄って、「瓶の
蝉」という部誌を発行して
います。「瓶の蝉」は校内
で配布していることもある
ので、ぜひ一度手に取って
みてください！

落 語研究会

３年

３年／１名
３年／３名

３年

組

組

齋藤

美和

真

優奈

内山

八木

２年 組

３年／２名

Ｅ

①男子 ２年／１名
②どーも、落研でーす！
我らが落研、今は力を蓄えるときだと思い、日々自分のペースで
部を行なっています！
そして、きたるべき時 稲(稜祭 に)なれば大きく羽ばたくのです！
空を駆けるのです！雲の如く浮くのです！
でも気合いを入れすぎてクラスで浮いてしまう、なんてことはな
いですよー。
どーもー！

杜 MORI No.41
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第36回

稲稜祭

36th Toryo-Fes

書道部

グリークラブ

WDC

有志ダンス

和太鼓

Waseda University Honjo Senior High School
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36th Toryo-Fes

應援部

ブラスバンド部

軽音楽部

稲稜祭実行委員長

ど、協力してくださった全ての

務所の方々、保護者の方々な

て、学院生の皆様、先生方、事

最後に、稲稜祭開催にあたっ

にしていただけたら嬉しいです。

らの「個性」をこれからの宝物

で花開かせた、普段とは違う自

は「百花繚乱」でした。稲稜祭

また、今回の稲稜祭のテーマ

あったのだと思います。

人の中にそれぞれの稲稜祭が

テージでの発表…皆さん一人一

クラス企画、部活動の展示やス

得られることが出来ましたか？

か？今年の稲稜祭を通して何を

どのようなものになりました

稜祭は学院生の皆さんにとって

ることが出来ました。今年の稲

が、今年も無事に稲稜祭を終え

２日間とも雨天になりました

個性花咲く稲稜祭

里緒菜

宮本

方々に感謝を申し上げます。

杜 MORI No.41
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３年 C 組

１D

１E

１F

２B

２C

２D

２H

３A

３B

３F

３G

３H

Waseda University Honjo Senior High School
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36th Toryo-Fes

クラスイベント
１A

１B

１C

１G

１H

２A

２E

２F

２G

３C

３D

３E
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ク ラ ブ イ ベ ン ト

ＥＳＳ部

ＳＧＨ

クイズ研究会

どんぐりプロジェクト

ピアノ部

囲碁・将棋部

映画部

演劇部

写真部

政治経済部

地歴部

茶道部

天文部

同窓会

美術部

文藝部

Waseda University Honjo Senior High School
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36th Toryo-Fes

後夜祭

中夜祭

軽音楽部

歌うま
ＷＤＣ
運動部対抗二人羽織早食い対決

歌姫
特別ゲスト‼︎市來玲奈さん

應援部

閉会式
稲稜祭実行委員の皆さんお疲れ様でした！
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入 学 式
４月７日

学院行事

Topics

満開の桜の中、2017年度早稲田大学本庄高等学院の入学式が行われ、336名の新しい早稲田ファミリーを迎えました。
今年は進行がすべて英語で行われ、吉田学院長からは、「学院」とは大学につながる高等教育を学ぶ場であり、知識だけでなく教
養を身につけてほしい。そのためには、書物に親しむこと、他者と関わり世界に関心を持つことで実感を伴った知識を得ること、そ
して人間を支える身体の力や精神力を養うこと、の３つが大切であるとの式辞をいただきました。
また鎌田総長からは、早稲田大学が育成を推進している真のグローバルリーダーとなるには、個性豊かで多様な人と切磋琢磨する
中で人間力を磨くことが必要だが、こうしたことは大学に入ってすぐできるものではない。学院生は大久保山の豊かな自然の中で受
験技術にとらわれることなく様々な力や感性を磨く環境を最大限に活かして欲しい。そして三年後にまた大隈講堂で会いましょう、
との祝辞をいただきました。
小雨の降る中で始まった式でしたが、写真撮影の頃には青空も広がり高校生活のスタートにふさわしい一日になりました。

台中第一高級中等学校来訪

５月23日

学術交流姉妹校である台湾の台中第一高級中等学校（以下台中一中）の生徒55名、引率の先生方3名が本学院に来訪され交流会が
行われました。（台中一中は3学年75クラスを有する大規模かつ台湾の中でも高い教育レベルを持つ日本の高校にあたり、台湾修学
旅行の際に訪問交流をしています。）
学院生がネームカードを掲げ、到着した台中一中のバディと対面。すぐに打ち解けてあちらこちらで英語が飛び交っていました。
歓迎セレモニーでは台中一中の生徒による学校紹介や合唱の披露、学院からはグリー部・吹奏楽部の演奏、生徒有志による歌やダン
スの披露で大変盛り上がりました。
その後は物理実験教室やキャンパスツアー、折り紙などで交流が行われ、調理実習で作った味噌汁を一緒に味わいました。短い時
間でしたが密度の濃い素晴らしい交流会でした。
Waseda University Honjo Senior High School
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早慶戦応援

５月27日

初夏の風薫る快晴の土曜日、一年生の恒例の学年行事である早慶
戦応援が神宮球場で行われました。
試合は5回まで0-0。投手戦の様相を呈してきた6回裏、慶應に満
塁ホームランを打たれ0-4に。次の7回表、早稲田の猛攻により5-4
と試合をひっくり返し、スタンドでは3度の紺碧の空が流れました。
しかし、その裏、またもや慶應に満塁ホームランを打たれ、その
まま試合終了となりました。
試合には負けてしまいましたが、間近で見る六大学野球の熱戦、
大学応援部の迫力とチアリーダーの華やかさに早稲田の一員となっ
た実感を噛み締める一日となりました。

サマーセミナー

７月18日·19日

早稲田大学全１３学部および大学院から１６名の先生をお招

理工三学部説明会

６月10日

初夏のさわやかに晴れた日、西早稲田駅を出るとシルバーに

きして開催されました。皆それぞれに興味のある分野を受講し、

統一されたキャンパスが広がりました。基幹、創造、先進の各

教室はどこも満員の盛況ぶりでした。

教授が学部の特色や内部の説明後、18学科それぞれの説明が

大学の授業さながらの講義は興味深くあっという間の９０分。
普段よりはおとなしい学院生でしたが、質問する姿も見られ、
学部進学への期待が高まる２日間でした。

あり、２年生の附属・系属校生徒と保護者が熱心に説明を聞く
姿が印象的でした。
また、学部説明と共にキャンパスツアーも開催され、西早稲
田キャンパスの理解を深めました。将来の夢につながる一歩と
なるため、とても有意義な一日となりました。

六高祭
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８月20日

本庄市高校生プロジェクト「六高祭」がはにぽんプラザで開催されました。3回目となる
今回はそれぞれの特色を出していく「六高六色」をスローガンに行われ、本庄高等学院も生
徒会を中心に、美術部、書道部、ピアノ部、演劇部、軽音楽部、映画部が参加しました。

人権教育講演会

本年度のテーマは『スポーツを通じたボランティア・支援を考える』
日本ブラインドマラソン協会常務理事 鈴木邦雄様を講師にお招きし、

10月18日

視覚障がいランナーの高澤節子様・和歌幸代様にご協力いただきながら、
障がいに寄り添うことについてお話を伺いました。困っている人には『お
手伝いしましょうか』と声をかけてみるのが良いと具体的に教えていただ
きました。
講話に続いて陸上競技場に場所を移し、視覚障がいランニング及び伴走
を学院生全員が体験しました。この貴重な体験を通して、一人でも多くの
学院生が困っている人に声をかけられるようになって欲しいと願います。

遠

足

10月20日

１年生学年行事の遠足が、例年とは違いクラスごとに計画
を立て実施されました。
Ａ組

軽井沢ガラスギャラリーアームス、BBQ（バーベ
キュー）、リンゴ狩り

Ｂ組

榛名湖、伊香保グリーン牧場、伊香保温泉散策

Ｃ組

横浜中華街揚州飯店、カップヌードルミュージアム

Ｄ組

伊香保温泉散策

Ｅ組

軽井沢ガラスギャラリーアームス、BBQ、リンゴ
狩り

Ｆ組

わらび平森林公園キャンプ場BBQ

Ｇ組

宝登山神社、BBQ、博物館

Ｈ組

リンゴ狩り、BBQ、ガトーフェスタハラダ工場見学

小雨が降ったり止んだりのあいにくのお天気でしたが、友
達と楽しく過ごし、クラスの絆をさらに深める遠足となりま
した。

ウインターセミナー

芸術鑑賞教室

11月15日

12月９日
早稲田大学キャリアセンター
佐々木センター長、宇都宮大学
藤井助教に加え、本校卒業後早
稲田大学に進み、その後様々な
道を選択されたＯＢ・ＯＧ６名
を講師に迎え、８講座が開催さ
れました。
多様なクローバル社会につい

本庄市民文化会館にて「邦楽・津軽三味線・和太鼓」（あ
べや・若獅子太鼓）の芸術鑑賞教室が行われました。

ての講義や、自身の学部選択、

普段はあまり親しむ機会のない和楽器・邦楽ですが、和

大学進学後に見付けた目標、そ

を印象付ける艶やかな色彩の舞台を背景に、日本を代表す

して現職に就いた経緯について

る実力グループによる津軽三味線、和太鼓、民謡の迫力あ

の講義に、学院生は真剣に聴き

る演奏を堪能しました。また、軽妙なＭＣ進行のもと、分

入っていました。一つだけでは

かり易いそれぞれの楽器の特徴、ルーツ解説、加えて先生

ない将来の選択肢に想いを馳せ

と生徒の体験出演、演奏と「見て聞いて触れる」を楽しん

る時間となりました。

だ芸術の秋に相応しい一日となりました。

Waseda University Honjo Senior High School
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12月14日

マラソン大会

２学期の最終日、マラソン大会が開催されました。冬晴れの中、例年通り男子
は10km、女子は4.6kmのコースを走り抜けました。
真剣に記録に挑戦する人、友達と励ましあい走る人、それぞれが精一杯取り組
んでいました。

女子

男子
陸上部

女子１位

陸上部

16 分 54 秒

33 分 05 秒

2 年 C 組 小川いぶき
一般

3年F組

女子１位

一般

18 分 24 秒

的場寛人

男子１位

35 分 35 秒

2 年 G 組 髙橋舞子

卒論報告会

男子１位

2年D組

夏目祥希

２月21日

稲稜ホールにて、本学院３年生と慶應義塾湘南藤沢高等部から４
演題が報告されました。
長い時間をかけて作り上げた卒業論文の発表はどれも素晴らしく
２年生も熱心に耳を傾けていました。
これから本格的となる本文執筆に向け、参考になる報告会となり
ました。
第３４回卒業証書授与式が本庄市民文化会館大ホールにおいて挙行

卒 業 式
３月９日

されました。列車遅延のため３０分繰下げての開始でしたが、卒業生
３４０名が３年間の月日を振り返りながら、新たな一歩を踏み出しま
した。
吉田学院長からは「世界に目を向けると、向学心があっても大学
に進むことのできない若者が多くいる中、大学で学びうる君たち
は、学問を大いに学び、世界平和や国際共生を実現するために努力
しなければならない。それが早稲田人の責務である。また、悩まれ
るのはあなたに未来があるからです。大いに悩んでください。そし
て自分の運命を決めるのは君たち自身です。」とはなむけの言葉を
頂きました。
卒業生は教職員や保護者、在校生に大きな拍手で祝福されながら
会場を後にしました。

Good luck
on your
new
journey.
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2017 年度 学院生の活躍
囲碁・将棋部（将棋） 全国大会優勝
囲碁・将棋部（将棋）が8月3日㈭、4日㈮に宮城県白石市で行われた第41
回全国高等学校総合文化祭将棋部門大会および第53回全国高等学校将棋選手
権大会に出場し、見事優勝を果たしました。
メンバーは、大将 江口幸寛(3H)、副将 尾﨑優介(2D)、三将 笠原大知
(2A)でした。埼玉県代表としてはこの大会初の男子団体戦優勝となります。
代表者

江口君のコメント：3人の今までの努力とチームワークで、厳しい

戦いを勝ち抜くことが出来ました。目標にしていた全国優勝を達成できて嬉
しいです。

ソフトテニス部

インターハイ出場

ソフトテニス部の辰巳穂乃実(3H)・飯塚優夏(2H)ペアが、

陸上部

インターハイ出場

陸上のインターハイが7月29日(土)～8月2日(水)に山形県天

7月27日(木)～29日(土)に福島県会津若松市で行われたイン

童市で開催され、上野真琴(2A)が走り幅跳びに出場しました。

ターハイに出場しました。

上野さんは陸上部初の女子選手の出場で、試合当日はバスツ

代表者

アーを組んで応援に駆けつけた部員達が熱い声援を送りました。

辰巳さんのコメント：勉強との両立は簡単では無かっ

たので、とても嬉しかったです。最高の舞台に立てたこと、支

上野さんのコメント： 多くの仲間が遠い山形に応援に駆けつ

えてくださった全ての方に感謝しています。

けてくれ、とても嬉しかったです。ふがいない結果で終わって
しまったため、来年は必ず入賞したいと思います。

囲碁・将棋部（将棋） 第３０回全国高等学校将棋竜王戦出場
囲碁・将棋部(将棋)笠原大知(2A)が6月18日(日)に行われた第53回全国高等学校将棋
竜王戦埼玉県大会で優勝し、8月16日(水)、17日(木)に福岡市「電気ビル共創館」で行わ
れた第30回全国高等学校将棋竜王戦に出場しました。
笠原君のコメント：竜王戦に出たことで全国の将棋のレベルを知り、今後どこまで強くな
ればいいかが明確になりました。この経験を生かして全国でも活躍できるようにしたいで
す。

全国高等学校デザイン選手権

入賞

中田共哉・尾﨑貫太・大葉響(いずれも3A)が、10月22日(日)に山形市で行われた
第24回全国高等学校デザイン選手権（「デザセン2017」主催：東北芸術工科大学）
決勝大会に進出しました。二度にわたる予選を勝ち抜き、応募総数1,113件の中から
入賞10組に選ばれました。
代表者

中田君のコメント： 定期試験や修学旅行で厳しい日程でしたが、みんなで

協力して最後までやり切り、良い経験になりました。
Waseda University Honjo Senior High School
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囲碁・将棋部（将棋） 全国新人大会・関東大会出場
第37回埼玉県高等学校将棋王将戦大会において、女子の部で阿南美穂
(2A)が優勝、男子A級で尾﨑優介(2D)が3位に入賞しました。阿南は、
1月25日(木)～27日(土)に静岡県浜松市で行われた第26回全国高等学校
文化連盟将棋新人大会に二年連続出場しました。
また、第24回埼玉県高等学校将棋王位戦大会において阿南が女子部門
で優勝。男子A級で笠原大知(2A)が準優勝、尾﨑が5位、男子B級で櫻
井章宏(1G)が3位に入りました。阿南と笠原の両名は、12月23日(土)
神奈川県横浜市で行われた関東大会に出場しました。
阿南さんのコメント：関東大会の反省を生かして、全国大会では124人
中26位という満足のいく結果が残せたので良かったです。

映画部

動画甲子園～高校生映像コンテスト～

優勝

日本テレビで12月17日(日)に放送された「動画甲子園～高校生映像コ
ンテスト～」に映画部が出演しました。全国から8校の高校が選抜され、
それぞれ個性的な映像作品を披露しました。本学院映画部は、CGによる
VFX（Visual Effects）を駆使した「購買戦争」という作品で満点を獲得
し、見事優勝を果たしました。
また、映画部は本庄市からの依頼を受け、本庄市の台湾向けPR映像
「The Beginning of Hanipon」を製作しております。この作品には本庄
市のマスコットキャラクター・はにぽんが登場し、こちらもVFXにより
緊張感あふれる映像となっています。

☞YouTubeで“早本映画部”と検索してみてください。

ソフトテニス部

男女共に関東大会出場

ソフトテニス部の辰巳穂乃実(3H)・飯塚優夏(2H)
ペア、小池隼弥(3B)・宮下皓志(2F)ペアが、6月3日
(土)、4日(日)に山梨県甲府市で行われた関東大会個
人戦に出場しました。

硬式テニス部女子

第11回さいたまコバトンカップ準優勝
硬式テニス部女子が、8月22日(火)、23日(水)にさいたま市で行われた第11回さいた
まコバトンカップ(第11回高校チーム対抗戦関東強化試合

by ダンロップ)において準

優勝しました。この大会は、埼玉インターハイ時の強化事業として、毎年関東各県の強
豪校を招き実施されている団体戦の大会です。
メンバーは、森川優希(2D)、齊藤ちひろ(2B)、山村明日美(1D)、室伏奏旅(2B)、
田中紗貴(1D)、杉本沙弥(1C)、梶川恵理香(1A)、新井詩乃(2H)でした。

河川研究班

第10回いい川・いい川づくりワークショップin九州

入賞

９月９日(土)、10日(日)に福岡市で行われた第10回いい川・いい川づくりワークショッ
プにおいて、本庄高等学院河川研究班、清水理愛(3E)・鈴木未来乃(3B)・熊谷琴葉(2A)
が、「もっと外来種問題について理解を深めよう！～身近に迫る外来種問題～」という
テーマで発表し、入賞を果たしました。
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文化事業委員会活動報告
観劇会「劇団四季 オペラ座の怪人」
七月十六日 土( 、)多くの保護者の方にご
参加いただき、ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場に
て「劇団四季 オペラ座の怪人」観劇会を
行いました。
荘厳な旋律での幕開けから、魂のこもっ
た最高の歌声と見事な演出により、妖艶な
別世界へ引き込まれた、あっという間の三
時間でした。
学院からお越しいただいた教務主任の高
山先生、薮事務長とともに、総勢一五〇名
で、夏の始めに至福の時を共有する事がで
きました。

大久保山散策ツアー
十一月十一日 土( 早)稲田大学教務
部本庄プロジェクト推進室の井上裕
一先生をお迎えし、本庄の歴史や文
化財に触れました。
一〇〇名を超える参加者からは
「古墳に登ったのは初めて」「埴輪
の窯跡がこんなところに！」といっ
た声が聞かれました。また、吉田学
院長から本庄こぼれ話や、本学院を
卒業された事務局の宮本さんから男
子校時代の学院の思い出など、貴重
なお話を伺いました。
大学農業プロジェクトのご協力に
より、野菜の特別販売も行われ、大
好評のうち閉会となりました。
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今年度、文化事業委員会では、
「学部説明会」「観劇会」

れらのイベントを通して、早稲田大学の尊さと素晴らし

「大久保山散策ツアー」の三つの行事を行いました。こ

早稲田大学には色々な学部があります。

さ、早稲田大学本庄高等学院の恵まれた環境を心から感

学部説明会

どの学部で何を学べるのか？大学生活と

じることができました。

特に「大久保山散策」においては、大久保山の大自然

はどんな感じなんだろうか？
それには、早稲田大学本庄高等学院の生

最後になりますが、いつもご親切にご対応下さった学

と歴史を感じながら「我が子を早大本庄に入れて本当に

者の会で開催していたキャンパスツアーで

院長先生、教務主任の高山先生、各先生方、どの行事に

徒も、保護者の皆様も興味津々だと思いま

すが、今年は、学院側からのご提案もあり、

もご尽力下さった事務局の皆様、いつも広い心で支えて

良かった」と素直に感じることが出来ました。

学院の二年生が大学から受ける学部説明会

下さった会長、副会長、幹事の皆様、そして、各行事に

す。そんな興味にお応えすべく、毎年保護

に同席させて頂く形で行うことになりまし

笑顔でご参加下さった保護者の皆様、心から感謝致しま

千草

す。本当にありがとうございました。

伊藤

た（開催は五月に早稲田大学で、十月には

文化事業委員会委員長

本庄高等学院で行われました 。)
保護者の皆さんが大学生だった頃とは、
学部のイメージや内容も様変わりしていて、
保護者も非常に勉強になりました。
もし、これを機会に、お子さんと一緒に進
路の話で食卓を囲んで頂けたら、こんな嬉
しいことはありません。
最後に、開催にあたりご協力頂いた関係
者の皆様に御礼申し上げたいと思います。

周
菁
美濃島裕子
清洲 治子
櫻井 智子
村上 美佳

打和ちづか ３Ｇ
和田 彩子 ２Ａ
原田 京子 ２Ｅ
菅
純子 １Ａ
大冨 恵子 １Ｈ
林 之成(副会長)

３Ａ 入 美由紀 ３Ｄ
３Ｈ 山崎 真理 ３Ｈ
２Ｃ 鈴木 洋子 ２Ｃ
２Ｆ 栗山 順子 ２Ｆ
１Ｃ 亀田 由美 １Ｇ
若旅 吉則(副会長)

◆文化事業委員会
３Ａ 伊藤 千草
３Ｇ 山口 和枝
２Ｃ 岡本恵理子
２Ｅ 末次 悦子
１Ａ 福島 真理
清水 宏祐(会長)

総合支援委員会活動報告
クリスマスの集い
十二月十七日（日）保護者会終了後、Ｊ
Ａひびきのホールに於いて、『クリスマス
の集い』を開催いたしました。

卒業のつどい
三月九日（金）に本庄高等学院食堂に於いて、
教職員の方々と多くの卒業生保護者の方々にご
参加いただき、『卒業のつどい』を盛大に行う
ことができました。
本庄市民文化会館での卒業式後、思い出深い
校舎に戻り、その食堂での『卒業のつどい』は、

そこで、お世話になった先生方への感謝の気

パスタやピザなどをいただきながら、保

はにぽんの登場など、アトラクション盛り

持ちを伝え、皆様で子供達の成長と思い出を語

保護者の皆様にとって感慨深い会となったので

沢山で楽しい会を企画させていただきまし

り合う楽しい時間を過ごしていただけるように、

護者のお父様達で結成された「おとうさん

た。師走のお忙しい中、参加いただいた保

委員全員で打ち合わせを重ね、当日は精一杯お

はないでしょうか。

護者の皆さまは、暫し童心にかえって、思

手伝いをさせていただきました。

バンド」の生演奏や、プレゼント抽選会、

いっきり楽しまれていた様です。
来年度以降も、この様な笑顔溢れる、温
かい集まりを企画していきたいと考えてお
ります。

先輩方から受け継いだ総合支援委員会の「委員会活動を楽しもう」

というモットーのもと、本年度も皆で協力し合い、楽しみながら活
動をしてまいりました。

本年度は、稲稜祭での『お休み処』の開設を止め、そのかわりに

保護者の皆様が、学年の垣根を越えて交流できる場として、『クリ

スマスの集い』を開催させていただきました。不安もありましたが、

試行錯誤を重ね、委員会の方々と共につくりあげていった、遣り甲

斐と感動は一入でした。協力をしてくださった委員会の皆様には、

感謝の気持ちでいっぱいです。

委員として様々な会議や、学院の行事に参加させていただいた事

で、多くの方々との出会いがあり、学ぶ事も沢山ありました。委員

会活動は、貴重な財産となりました。子供達の学ぶ学院と、保護者

の皆様の橋渡しをするお手伝いを少しでも出来ていたとしたら、幸
いです。

最後に、お力添えをいただきました学院長をはじめ諸先生方、事

岡本

まゆみ

務局の皆様に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。あり
がとうございました。

総合支援委員会委員長

杜 MORI No.41

31

之成(副会長)

林

吉則(副会長)

若旅

岡本まゆみ
渡邉 好恵
守谷佳代子
芥川 幸子
清水 好美
上原 純子

３Ｃ
３Ｆ
２Ｂ
２Ｇ
１Ｄ
１Ｅ

馬場 裕美
林
美樹
成田 昭子
尾木 蔵人
直木かおり
浅沼 美香

３Ｂ
３Ｃ
２Ｂ
２Ｆ
２Ｈ
１Ｅ

◆総合支援委員会
３Ｂ 河井 恵子
３Ｃ 岸野 広子
２Ａ 小山みな子
２Ｄ 川平真理子
２Ｇ 阿部 倫子
１Ｄ 野村
香
１Ｆ 加藤 俊市
清水 宏祐(会長)

【編集後記】
何か行事があるたびに、カメラを片手に走り
回りシャッターチャンスを狙って足掛け６年。
気が付けば「杜」も今回で５度目の編集作業と
なりました。今年度は総勢３３名の大所帯とな
り、どうやってまとめていこうかと悩みながら
のスタートでした。また、雨による球技大会の
中止、稲稜祭も天候に恵まれないなど思わぬ試
練もありました。空いたページを何で埋めよう
かと苦慮しましたが、「無理をせず、できる範
囲で楽しく活動する」がモットーの明るく前向
きな杜メンバー全員で考えて、結果的には「稲
稜祭」と「学院生の活躍」のページを増やして
元気いっぱいの学院生をたくさん掲載した「第
４１号」を発行することができました。学院生
の様子を知る思い出の一冊にしていただければ
幸いです。
最後に、取材にご協力頂きました先生方、事
務所の皆様、保護者の皆様、学院生、そして至
らぬ私を支えてくれた杜編集委員の素敵な仲間
たちに心からお礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。

杜編集委員会委員長
◆杜編集委員会
３Ａ 小泉 麻子
３Ｄ 関根 啓子
３Ｅ 赤山 祐子
３Ｆ 稲葉 裕子
２Ａ 萩原 直子
２Ｃ 荻原かおる
２Ｄ 松本美智子
２Ｆ 左古 容子
１Ｂ 荻野 幸子
１Ｅ 折茂さおり
１Ｆ 長 美佐子
清水 宏祐(会長)

小笠原恵美子

３Ａ 齋藤
香
３Ｂ 田中 由紀
３Ｄ 中條津弥子
３Ｄ 山本恵美子
３Ｅ 佐藤 陽子
３Ｅ 安井 陽子
３Ｇ 小笠原恵美子 ３Ｈ 江口 道子
２Ｂ 遠藤 康仁
２Ｂ 齋藤 秀敏
２Ｃ 後藤佐智雄
２Ｄ 竹井 達也
２Ｅ 伊能 幸代
２Ｆ 大久保美紀
２Ｆ 蛭田 博章
２Ｈ 田所 芳恵
１Ｂ 野村 明美
１Ｃ 中村 裕子
１Ｅ 羽深 恵子
１Ｆ 菅原
洋
１Ｈ 山崎 知子
若旅 吉則(副会長) 林 之成(副会長)
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