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※この学園通信は、一般公開用に再編集して掲載しております。ご覧ください。 
 

１．各行事                                                                                            .: 

・入学式 
 ４月８日（金）本学園のシアター３で、新入生、在校生、教職員、保
護者が参列しての入学式が行われました。水際対策がまだ残る時期に渡
英を見合わせた新入生保護者のために、式の録画映像を配信しました。
新入生一人一人が呼名される入学許可のあと、校長式辞、新入生代表
挨拶、在校生歓迎挨拶と続き、教員の他、日頃の学園全体のサポートを
しているスタッフの紹介がありました。その後、マナーハウス前の中庭で記念
撮影をし、歓迎のランチパーティーのお食事と会話を一緒に楽しみました。こ
れから始まる帝京ロンドン学園での生活のなかで一人ひとりが大きく成長で
きるよう、学園一同応援してまいります。 
 
 
・春の遠足 
- ロンドン 
  The new KO1 students visited London today. For most of them, it was their first time in the city and it 
was a good chance to get used to travelling by train and underground. The trip took in some of the most 
famous sights in London, places they had only seen on TV or in textbooks before. Students loved 
Carnaby Street, the birthplace of the miniskirt, and everyone remembered the location of the Japanese 
supermarket near Leicester Square so they can buy some Japanese snacks in the future. The trip by boat 
up the River Thames from Big Ben to the Tower of London was an interesting way to see London from a different point of 
view. Finally, the group had some free time in Borough Market where they could buy some freshly made smoothies and try 
some food from around the world. We walked a lot but the trip was a great introduction to London and a chance for the 
students to get to know each other a bit more.  
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- オックスフォード 
 ２年生・３年生は、イギリス最古の大学都市であるオックスフォードへ行ってきました。 
  先ず訪れたのは、クライストチャーチです。ここでの見ものは、何と言っても「ハリーポッター」ホグワーツ魔法魔術学校
の食堂のモデルとなった「ザ・ホール」。薄暗いホールの中では、ハリーポッターの世界に迷い込んだような気分になりま
した。その後、オックスフォード市内を徒歩で観光し、午後には大学図書館であるボードリアン図書館のガイドツアー
に参加しました。ガイドの方によれば、この図書館は現存する世界最古の図書館であり、「ハリーポッター」２作の撮影でも使わ
れ、撮影時の裏話なども聞くことが出来ました。 
 生徒たちは、数多くの世界的著名人や首相を輩出したアカデミックな雰囲気溢れるオックスフォードの町とハリーポッターの世界
を、十分堪能した様子でした。 
 

 
 
・ 生徒会主催 新入生歓迎式 
 ４月１１日（月）に生
徒会主催の新入生歓迎会
が実施されました。 
 最初に生徒会長より生徒
会の紹介が行われました。 
その後、１，２、３年生の
縦割りチームでバスケットボ
ール大会をしました。 初め
て先輩と話す新入生は緊
張しながらも、徐々に会話
も増えていきました。 
 このイベントを機に、学年
の垣根を超えて交流してほしいと思います。 
 
 
 



3 
 

２．寮便り                                                                                    .:                                                    

 ４月１７日（日）のお昼に新入生の歓迎会 BBQパーティを行いました。肌寒さは少し残るものの、日に当たると暖かく感じる
ようになりました。２年前に行った BBQパーティが楽しかったからまたやりたいという３年生の提案で、今年度最初の寮生イベント
が行われました。これを機に様々なイベントを企画し、学年やコースを超えたつながりを強くしていってほしいと思います。 
 また、１６日（土）に過去２年間で行えなかった自由外出も可能になり、希望者はロンドンへの外出も果たしました。自分た
ちで寮生活を充実させるために、いろいろな活動やイベントの企画・運営を過去の先輩たちが行ってきました。寮生活を通して、社
会性や自立する力を養っていけるよう見守っていきたいと思います。寮執行部も来季に向けて募集しています。 

 
 

３．各コースより                                                                            .: 

・サッカーコース 
 今年度から以前より提携していた Academy との関係を強めることになっています。つきましては今まで以上に FAB Academy と
の練習の回数が増えるとともに、２学期には合同での試合も予定しています。今までよりもより現地との関わりが増えることで、生
徒のサッカーの技術面はもちろんのこと、英語力、コミュニケーション力の向上にも期待しています。 
 
・アートコース 
 今年度のアートコースがいよいよ始まりました！今年度もどうぞよろしくお願いします。１学期、月曜、水曜、金曜クラスでは絵画
や立体などを学び、火曜と木曜日は ISCA講師の指導の下、英語によるイギリスの美術教育を学びます。木曜日はアート＆デザ
インについて Lisa先生に習いました。各学年によって、学ぶ内容が異なりますが、それぞれ自分の課題やテーマに向かって取り組
んでほしいと思います。 
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４．保健室より                                                                               .: 
 新年度が始まり、気持ち新たな生徒の皆さんと、またこの１年間を一緒に過ごせることを楽しみにしています。４月１１日に身
体測定、１２日に尿検査、１３日にスクールカウンセラーの御園生さんによる、思春期の心の動きや相談室の紹介などを含む
講話を行いました。この１年間、生徒の皆さんが健康に過ごせるように、保健室のスタッフも力を合わせて、皆さんのサポートを行
いたいと思います。 
 

５．新学期の様子                                                                          .: 
 新年度、そして新学期が始まり、最初のホームルームで学年ごとにクラス役員と委員を選出しました。生徒会活動や行事などで
運営する側として主体的に取り組んでいってほしいと思います。 
 生徒は各自、今学期の目標とそれを実現させるための具体的な計画を立ててまとめました。漫然と日々の生活を送るのではな
く、「この時点でこういう自分になりたい」という目標と着実な計画、実践、そして振り返りを継続していくことが大切です。新学年に
なったことを機に、思いを新たに、多くのことに挑戦していってほしいと思います。そして、クラス担任は、この目標・計画について、各
生徒と面談を行います。 
 また、新年度にあたり、寮監長、養護教諭はそれぞれ、新入生と面談を行っています。生活や健康について話を聞くという面談
は年度当初に行われますが、教員は日常的に生徒たちの相談に乗っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今月の一枚 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2022サッカーコース、始動！ 

帝京ロンドン学園の Instagramはコチラ！▶▶▶ 
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