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普通コース   

 今回の普通コースの研修旅行のテーマには「ホロコースト及び東西冷戦を知る」を掲げて事前指導に取り組みました。具体的には全学

年必修「英国史」において、スピルバーグ監督『シンドラーのリスト』及び同監督『ブリッジオブスパイ』を解説しながら視聴させ、上記に関す

る興味や関心を抱かせるようにしました。初日はベルリン到着後、壁やストーリーオブベルリン博物館、 核シェルターを見学し、生徒たちは

東西冷戦が激化した 60年から 70年代にかけてのリアルな状況を感じたようです。特に、ドイツ最大規模の核シェルターは核攻撃に

よる有事を想定して造られたもので、非常に印象深かった様子でした。２日目はチェックポイントチャーリー博物館、ユダヤ博物館、

ホロコースト記念碑、国会議事堂を見学しました。特に、 チェックポイントチャーリーは ベルリンが東西に分割されていた時代に東ベルリン

と西ベルリンの境界にあった検問所ですが、 映画 『ブリッジオブスパイ』でも登場した場所であったので興味深く見学していました。３日目

はベルリン郊外ポツダムに向かい、プロイセン国王フリードリッヒ 2世が夏の離宮として建造させたサンスーシー宮殿及びポツダム宣言が

出されたツィツィーリエンホフ宮殿を見学しました。特に日本の無条件降伏を勧告したポツダム宣言についての解説は皆熱心に聞いていま

した。４日目はザクセンハウゼン強制収容所、カイザー・ヴィルヘルム記念教会などを見学しました。収容所の正門に掲げられた「労働す

る者は自由になる」の有名な標語を見て、その標語とは正反対の運命をたどったユダヤ人について思いをはせる生徒が多いことを後の感

想文から知ることが出来ました。最終日はドイツ歴史博物館を見学してから、市内観光をした後に空港へ向かい、21時頃に無事、学

園へ到着しました。今回の研修旅行を通じて、今後の学習に向けて役立つ非常に貴重な体験ができたと思います。（魚山）  

 

秋の研修旅行～ベルリン～ 
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サッカーコース 

 今年はプロコーチによる練習、プロチーム下部組織との試合、スタジアムツアー、ヨーロッパリーグ観戦等を行う中で、以下のような目標を

決め活動をしました。 

①攻撃力向上 

②練習試合に勝つ 

③時間厳守 

④個人の目標をもつ 

 達成できた目標もできなかった目標もありますが、しっかりと目的意識をもって遠征に臨めたことが良かったと思います。 

 初日から、ドイツ 2部リーグに属していて、元日本代表の内田篤人選手が所属するプロクラブである、ウニオンベルリンとの練習試合があ

りました。試合中ボールを持たれる時間は長かったのですが、守備をしながら主導権を握ろうと頑張りました。フィジカルコンタクトの面では

帝京の生徒の方が強く、奪ってからの素早いカウンターでチャンスをいくつか作りました。結果は 0－3 の敗戦でしたが、生徒にとって貴重な

経験だったと思います。 

 3日目にはヘルタベルリンのホームスタジアムであるオリンピックスタジアムのツアーに参加しました。このスタジアムは 1936年のベルリンオリ

ンピックのために建設され、近年では陸上のウサイン・ボルト選手が 100ｍ9.58秒の世界記録を達成したことで有名です。選手たちのロ

ッカールームなども見学でき、試合の舞台裏を見ることができました。 

 4日目の夜はヘルタベルリンとウクライナのゾリャのヨーロッパリーグの試合を観戦することができました。後半からでしたが日本代表の原口

選手も出場し、最高の雰囲気の中で試合観戦することができました。 

 このような環境でサッカーができることに感謝し、この経験を学園に戻ってからの活動にいかしていきたいと思います。（末弘） 
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  想像力  ２年   

 研修旅行前の国語の授業で、実際に自分の身に起きていな

いことを考えるとき、想像力が大切だという話を聞きました。それ

は、被害を受けた人たちの気持ちになって、自分がそこにいたら

ということを想像しなさいということだったのだと思います。しかし、

どうやって想像したらいいのだろうか、どうしたらその人の気持ちに

なれるのだろうか。考えても答えは出ず、結局想像力というもの

が何なのかに悩まされ続けました。 

 二日目にユダヤ博物館に行きました。博物館には重い扉で

仕切られている部屋が一つあり、扉を開けると冷たい空気が私

を包み、今までの展示とは違うとすぐに判断しました。そこには

何もなく、ただ真っ暗な中に小さな窓があるだけでした。小さな

窓から差し込む光は地面までは届かず、助からないユダヤ人の

運命を表している様で、外から聞こえてくる音は、自分が現実と

隔離されていることを実感させました。そして、コンクリートの床は

歩くたびに足音を響かせ、自分しかいないという不安、誰かに追

いかけられている様な恐怖を感じさせ、悲しみに暮れるユダヤ人

の顔を容易に思い浮かべることができてしまったのです。 

 明日の見えない不安、絶望。意思と反して残虐なことを繰り

返さなければいけない苦しみ、葛藤…。私は一度も会ったこと

のない人、全く別の人種の人、全く別の時代に生きる人の気

持ちを想像したのです。その瞬間、想像力とは無理に作るもの

ではなく自然にその人の中にある人情のことだと気付きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内作文 

コンテスト 

      ベルリンへの研修後に、旅行の感想を書き、写真１枚を盛り込んで作品として提出してもらいまし 

    た。どの作品も非常によく書かれていて、ベルリン旅行を引率しなかった先生方からは「実際に行って見て 

    きたような気持になった」というコメントをいただきました。 

 心に湧き上がる目に見えない感情を、どう言葉にして読み手に伝えるかということを、作文を書く前に生徒たちと話しました。魚山先

生の英国史の授業で、全校生徒が「シンドラーのリスト」という映画を見ました。映画の中には、モノクロの背景にたった一人の赤い服

を着た小さな女の子が登場します。悲しみや絶望などすべての感情や生きる気力さえも無くしていく世界に、人間の生命、そして希望

の象徴として、その少女が立っていると思うのです。国語の事前学習では、ユダヤ人の精神科医であるヴィクトール・フランクルが強制

収容所での出来事を冷静に分析して書いた「夜と霧」という作品の一部を抜き出して読みました。過酷な環境の中、囚人たちが何に

絶望し、何に希望を見出したのか。私たちは作品を通して当時を想像することにより、歴史を振り返り学びました。自分の考えや感情

を語る言葉を多く持った生徒になってもらいたいと願いつつ、今後も作文指導をしていきたいと思います。（谷地舘） 

 教職員全員で審査したコンテストの結果は以下の通りです。（谷地舘）  

 

  

 

 

                 

 

   黄色い花の贈り物     １年   

 一瞬にして目に飛び込んで来たあの憂愁さは、私の中で

一生忘れることのできないものとなった。 

 11月 2日私たちは、白い息と共にザクセンハウゼン強制

収容所にいた。収容所の入り口には「働けば自由になれる」

こう記されていた。しかし、一歩足を踏み入れてみるとそこ

は、駄々広い更地に高い壁で囲まれ自由も希望も無い監

視されている虫かごの中のような場所だった。 

 その中で、私は一瞬にして目に飛び込み頭から離れない

風景があった。それは、色の無い空間の真っ白い人体実験

台の上に供えられていた一輪の綺麗な黄色い花だ。なぜ私

の頭から消えないのかは、分からないが、きっとこの風景が、あ

の「シンドラーのリスト」の中にあるワンシーンのように感じたか

らだと思う。それは、一部分だけ色の付いたシーンだ。黄色い

花には、「生命の輝き」という花言葉があるそうだ。この綺麗

な黄色い花は、ただの綺麗な黄色い花ではなかった。この黄

色い花は、私に沢山の刺激と感情、人を思いやる気持ちを

黄色い花を通して教えてくれたのだと思う。そして、生命の大

切さを改めて自分の体で感じさせてくれた。   

 53万 5千人のユダヤ人や身体障害者、一人一人の生

命の輝きを粗末にし、虐殺したこの国のこの収容所で起こっ

た事実を二度と繰り返さないようにしていきたい。そして、忘

れられることのないように私たちと同じ若い世代の理解を深

め、自分の口から伝えていきたい。 
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   別世界だった   ３年   

 別世界だった。 

 自分が生きてきた場所とは１８０度違う。壁の中の世界。 

 いたるところに花束が置かれていて、つい『シンドラーのリスト』で観た射殺シーンが頭の中を横切る。このザクセンハウゼン強制収容

所には、当時の時代がそのまま保存されていたのだ。だから余計に想像してしまい胸が痛かった。その中でも一番心に残っているのが

人体実験室と化した治療室だ。そこでは、国のため、自分たちのために新薬を開発する目的で、研究結果がマウスより出やすい人

間、すなわち収容所内の囚人を研究材料に使っていたそうだ。新しい薬が見つかればお金も稼げるし、人々から褒め称えられる。

「金と名誉ほど人を腐らせるものはない」私が尊敬する岡本太郎が自身の本で語っていたその言葉の意味がやっと分かった気がし

た。もし、このような事実を少しでも考えられる想像力があるなら、自分がうまくいって幸福であっても私は口が裂けても「幸せ」なんて

言えない。この世界は残酷なのだ。それはけして変わらない。だからこそ私は、ここで感じた悲しみや怒りを自分自身のエネルギーにし

なければならないのだ。見て悲しい、だけで終わってしまったらわざわざ見学に行った意味がない。行動しなければならないのだ。それ

は写真をはじめ、何らかの形で必ず実現されて見せる。私は、このような人達のために大学に入ってモノ作りを勉強したい。それはこ

の収容所を見た私の義務でもあるし、私が彼らにあげられる唯一の「花束」だと思ったから。 

 

英国社会コース 

11月 15日（水） 

 アフタヌーンティの学習の後、英国文化コースはシャーロックホームズの作品につ

いて学習しています。Baker Street にあるシャーロックホームズ博物館と

Charring Cross にあるシャーロックホームズパブに出かけて来ました。話の中の

２２１B の家は実際存在していない住所だったのですが、まるで本当にあったシ

ャーロックの家のように作られていました。家の内部に置かれている全ての物が話

に合わせて、ビクトリア時代のアンティークであると聞き、皆で更に感動して見学を

しました。シャーロックホームズパブは当時小さなホテルでしたが、話の中にこのホテ

ルが出てくることから人に知られるようになったそうです。現在のパブの二階にはシャ

ーロックの部屋があり、恐ろしい顔のモリアーティ教授が立っていました。シャーロッ

クホームズの話を今後もっとたくさん読ん 

で知識を深めてほしいものです。この季 

節はロンドン市内ではあちこちにクリスマ 

スライトが飾られていて、楽しい校外学 

習が出来ました。（久保） 

 

 

 

大学についての講話 

11月 13日（月） 

 立命館大学英国事務所から坂本純子様、同

大学国際連携課から花村大輔様をお招きして全

学年合同による進学講話を実施しました。本学

園は立命館大学経済学部（国際専攻）から指

定校推薦の枠を頂いていることもあり、参加生徒

は大学の国際化に対する取り組みに内容について

真剣に聞いていました。なお、講話終了後に参加

生徒から個別に「１．経済学部ではどのような勉

強をするのか？ほかの大学との違い」、「２．国際

専攻の経済学部と普通の経済学部は具体的にど

のような違いがあるのか？パンフレットを拝見したが

より詳しく聞きたい」との質問が書面であり、後日、

回答頂く予定です。今後も、日本の大学のみなら

ず英国の大学の具体的な内容についても知る機

会を設けたいと思います。（魚山） 

 
クロスカントリー 

11月 13日（月） 

 １周約１．２ｋｍのコースを女子は２周、男子は３周で競いました。ほとんど

の生徒が体育の練習の時よりもタイムを縮め、例年以上にハイレベルな記録が続

出するなど、皆非常に健闘した良い大会でした。男女とも１年生が優勝するなど、

１年生の頑張りも目立ちました。上位３位までの順位とタイムです。（山田） 

  男子 

１位 １４分３８秒 

２位 １５分１５秒 

３位 １５分２６秒  

 

 女子 

１位 １３分２８秒 

２位 １３分４７秒 

３位 １３分４８秒 

学園の日々より 
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各教科より 

【英語科】Weekend Homestay 

11月 10日（金） 

１年生４名が週末ホームステイに参加しました。 

Ko1   
 We went to Mrs Lombardelli’s home. It is very big house. There 
have a lot of big bedrooms. And, they are very kind. We played 
tabletennis and biliyard. We went to bowling on Saturday. It was 
exciting. And, host mother is very good at cooking. So, we could eat 
very great food. They were very good family. So, I want to stay again. 
 

Ko1    
 I did home stay for 3 days. This time, I stayed in Sabine’s 
house. 
 On the first day I was welcomed at Sabine’s home.  I was 
happy to hear that children were waiting for me. I gave some 
Japanese snacks to them. They showed me their rooms, 
which were very cute. There were many toys and dolls. And 
then, we watched a Christmas film while eating snacks. I went 
to bed at 11 o’clock. I had good sleep in the double bed. 
 On the second day we went to a cafe to eat cream tea. There 
were Christmas shops and a beautiful garden. I ate a scone in 
the U.K. for the first time. It was very good!! 
After that, we made a donation for Remembrance Day in the 
Sainsbury’s. So, we got a poppy flower accessory.  
We went back home and we made a cake. I remembered how 
to make it. 
 On the third day we went to a Remembrance Day event 
because the school of Sabine’s son is taking part in 
Remembrance Day. I thought it is good education that we can 
know about the Second World War. I hope this peacefulness 
will go on forever… I learned good things. 
 I felt that I don’t want to go back to Teikyo! I want to do a 
homestay again in Sabine’s house. 
 

Ko1    
 I was able to stay at very big house for weekend homestay. It 
was like an expensive hotel. So when I saw it, I was looking 
forward to homestay for three days. And host mother and 
host father was so kind and helpful for us. And her cook was 
very good and healthy. So I think they are feeling happy.  I 
recommend to go to there for homestay. Actually I wanted to 
stay in my room. But homestay was actually good. So I think I 
should do a homestay on another day.           
 

Ko1    
 On November 10th to 12th I did weekend 
homestay. It was second time for me to do 
homestay so, I was excited. This family will accept 
me in winter holiday too because, I will go to 
Burnham Grammar school a week. This family have 
mom, dad, three years old boy and two years old 
girl. The children was pretty. 
  On Saturday we watched TV, went to local 
Sainsberry it was very small. After  we want to that 
shop. Host Mather and I did cooking Host Mather 
is from India so, we cooked Indian food it called 
“Briyyani”. Ingredients of “Biyyani” are chicken, 
tomato, raisins and so on. It was delicious. We will 
make again when I back to there in winter time. I 
am looking forward to be a winter holiday! 
 On Sunday we went church in the morning. It was 
first time to go to church. In the church they sing a 
lot. After we went to church we go back to home 
and watch TV. On TV they Live the end of 
anniversary of first word war parade. They were 
many people and the queen were also there. It was 
very interesting for me to watch this kind of 
parade because, Japan and England are totally 
difference so, It was interesting for me and I knew 
the when that the first war started and when that 
ended. After we watched TV we walked outside 
and go to Burnham Beeches. At first I thought we 
will go to beach but I walked then I Knew it forest. 
 In this homestay I experienced so many things and 
I really enjoyed. In this winter holiday I am looking 
forward to go this host family. 
 

 Remembrance Sunday 

11月 12日（日） 

 国際交流委員 3人は中山校長、久保と一緒に地元教会が主催する「リ

メンバランス・サンデー」（ Remembrance Sunday）に参加しました。神

父さんや地元の人々に「戦争は英国に限らず世界中どこでも起こるかもしれ

ないから帝京ロンドン生たちが今日のこの会に参加してくれたことは非常に嬉

しい」と言われたことが印象的でした。又、先日実施した文化祭で参加者か

ら頂いた募金の一部をお渡ししました。（久保） 
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  1年 2年 3年 

 100  点   １人  

 90  ～   99点 ２人 ３人  

 80  ～ 89点 ５人 ２人 2人 

 70  ～  79点 ２人 ４人  

【英語科】現地校から交流生 

10月 24日（火） 
 

 Eton校から男子生徒が１名

Greenford校から女子生徒が２名、

本校へ通学体験を行いました。彼らから

感想文とお礼が届きました。 

【英語科】英単語 100題テスト 

 9月下旬に、英語の授業の一環として、英単語 100問テストを

実施しました。日頃、文の中での意味や使い方に留意して英単語

学習をしていますが、このテストでこれまでの学習の総まとめができ、

大変有意義でした。 出来事や事実、考えや意見等を言葉で表

現する時、適切な言葉を使って表現できることが大事です。日頃

の学習や日常生活において英語を使ってコミュニケーションを図るこ

とによって、表現の幅を広げていきましょう。（三松） 

 

 

 Our experience at Teikyo was 
amazing and was a very unique 
trip. It allowed us to be in an 
environment where we had to 
work hard to communicate with 
others which only caused our 
Japanese to improve. We have 
gained a lot of great memories 
and new friends that are all very 
friendly and kind. Everyone has 
helped us feel comfortable 
during our stay there and we 
are very grateful for everything 
that the school has had to offer. 
We wish to come back again to 
meet everyone again and make 
more memories. Thank you for 
your kindness, Teikyo!' 
 

 I was able to spend an amazing four days in Teikyo school. It wouldn't have 
been possible without the kindness of all the teachers and the students in the 
school. 
 Teikyo is quite different from Greenford high school ; in terms of people, how 
the school works and how many people there are altogether. I was intrigued by 
the Japanese and the culture of the whole school itself during my visit. 
 The fact that there was a junior and senior hierarchy was quite surprising and 
the amount of respect that had to be paid by the juniors to the seniors was also 
quite intriguing. 
 The food in the canteen was absolutely GORGEOUS (I got to have miso soup for 
the first time) despite me eating rice and the salad everyday. 
 In our school we have a lot of rules whereas in Teikyo there wasn't, even 
without the deterrent of excessive rules and consequences all the students 
were righteous and composed. Quite contrasting to how our school is; without 
the rules our school would be in chaos. I admired the composure and the way in 
which the students conducted themselves.Everyone seemed like a family and 
cared for each other which is quite rare to be able to see in our school. 
 Furthermore, despite having a language barrier the students (especially Haru , 
Sei, Suijui , Misaki, Tomoe ,Momoko ,Nowa ,Ruisei, Koya and everyone else in 
the class) reciprocated my efforts of getting to know each other and 
communicating. I was extremely thankful for that. 
 Lastly, spending this week in Teikyo has really motivated me, made me even 
more determined and has inspired me to continue learning this wonderful 
language and its cultures. 
 I really miss Teikyo and want to come back and meet everyone again. 
Thank you for your time and patience for the last few days.it was a great 
experience and it was a pleasure to be able to create and share lifelong 
memories with everyone. 
 

 I recently spent around a week in Teikyou school, and it 
was great fun. The first thing I would like to state is how 
nice the atmosphere was. Even though the day was packed 
when I looked at the schedule, it felt not at all like a chore. 
Everybody was friendly and lovely to talk to. The meals 
were delicious, and lessons interesting. I’m very grateful to 
the student council, with whom I was allowed to go to the 
Rikkyou open day, Mr Ingram, without whom this would not 
have been possible, and of course Nobuaki and Koki, who 
looked after me both in class and out. One thing to mention 
is the exercise routine. I, being someone who does not 
frequently exercise in school out of choice, really enjoyed 
basketball despite its general difficulty and the length of the 
play period.  
 Many thanks to all of you. 
 



 

 [7] 

   

   

女子寮より 

       毎学期恒例の誕生日会が 11月 18日に行われま 

      した、寮長を中心に準備をし、夜ご飯にみんなでチー 

  ズタッカルビとチーズフォンデュを食べました。デザートのケーキは

谷地舘先生が焼いたデコレーションでした。満腹になり、大変満

足だったようです。後片付けまで、しっかりと寮委員が行い、良い

誕生日会となりました。 

 また、ハロウィンパーティが 17日に行われ、 男子寮と協力して

取り組むことができました。女子寮の生徒はお化け役の生徒の化

粧も任され、血糊を付けたりと 

本格的な変装で、参加した生 

徒たちを驚かせていました。これ 

で２学期の寮企画はすべて終 

了です。残り２週間ほどですが、 

体調など崩さずに乗り切ってほしいと思います。（清木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

寮だより 

ハロウィンパーティ（寮企画） 

11月 17日（金） 

 実際のハロウィンから２週間遅れとなりますが、寮企画ハロウィ

ンパーティーが行われました。寮委員会が予てから企画してきた、

チームに分かれての暗闇の中でのカボチャ探しやホラームービー鑑

賞に、皆怖がりながらも非常に楽しんだ様子でした。（山田） 

 

ガイフォークスナイト 

11月 4日（土） 

 学校からバスで 6－7分の所にある GERRARDS CROSS の花

火大会に行ってきました。研修旅行から帰ってきた翌日ということもあり

ましたが、13名の生徒が参加し、中山校長も同行されました。近くに

住んでいる子供ずれの家族でにぎわっておりました。花火が始まるまで

の間ホットドッグやハンバーガーで腹ごしらえ、生徒たちはおいしそうに

食べておりました。6時半過ぎに花火開始、「ヒュー」、「ドーン」、「バラ

バラッ」と花火が開くと観衆から歓声委が上がり、約 30分でしたが楽

しいひと時を過ごしました。日本では花火といえば夏ですが冬の花火も

いいものです。澄渡った冬空に花火が一生懸命上がっていくのを見て

いると、どこまでも一緒に上がっていきたい気分になりました。（岩泉） 

 

【国語科】１年生漢字 100題テスト 

11月 1５日（火） 

 毎時間の国語総合（１年）の授業で、漢字検定の問

題集を使った漢字小テストを行なっています。１学期に３

級範囲を終えましたので、その学習の成果を見る漢字まとめ

テストを行ないました。  

合格者（80 点以上）は１名のみでした。傍線部のみ見

て同音異字を書いたり、部首だけ間違えたりという残念なミ

スも多くありました。合格できなかった生徒には再テストを行

います。（谷地舘）  
 

  

 

サッカーコース 

 先日 Buckinghamshire Schools Cup の予選全結果

が出揃い、本学園は見事ベスト 8進出を決めました！予選

は 3勝 2敗でグループ 3位。他のグループの 3位チームと比

べ、成績が良かったので予選通過することができました。ここか

らはトーナメントとなり負ければ終わりとなります。準々決勝は

今月末に予定されて 

いますが、ひとつでも 

勝ち上がれるように 

頑張っていきたいと思 

います。（末弘） 

 

男子寮より 

 毎週水曜日の夕食後、寮委員全員が集まり寮企画、 

寮の問題点や改善すべき点等について寮長を中心 

に話し合いが行われております（男子寮委員会）。先回は冷蔵

庫の使い方について＊勝手に温度を低くすると、缶ジュースが凍っ

て破裂する＊期限切れの食べ物が長く置いてある、特にイチゴ等

のフルーツは解けてその汁が冷蔵庫を汚すという指摘があり、この

点について話し合いました。これにつきましてはすぐにその日の点呼

時に全員に伝え、理解と協力をお願いしました。必要であれば寮

委員がポスター、張り紙を作ったりして注意を促しております。寮生

と学校とのいいパイプ役になっていると思います。「快適な寮生

活」。寮生活も今学期の残すところあと数週間となりました。期末

試験ももうすぐです、かなり寒くなってきました。風邪などひかないよ

う体調管理には十分気を付けて残り頑張ってください。（岩泉） 
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バスケットボール部試合 

 バスケットボール部が１０月１日に Awayで、１１月８日に Home で試合を行いま

した。１０月の試合は、学園から車で１時間ほどに位置する Milton Keynes のチーム、

Milton Keynes Speederz。高さと速攻を得意とするチーム相手に、前半こそ帝京が１

点リードするという展開でしたが、後半に逆転を許し、最終的に６７対８２で負けてしまい

ました。１１月の試合は、近隣にある Chalfont Community College との対戦で、

Home の応援の中で奮闘し、８５対４８の圧勝でした。この試合は、キャプテンの大量

得点に加え、副キャプテンの活躍、３ポイントシュートを４本中３本決める選手など、全体

的に良い展開で試合ができたと思います。（山田） 

 


