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協力会会長就任にあたって
協力会会長

毛利

靖子

正門から望む岩手山も雪を頂き、盛岡も冬の装

あたり、皆様に寄付をお願いする協力会初代会長

いとなってまいりました。協力会の皆様、いかがお

毛利卓の一文がありました。協力会は、その10年

過ごしでしょうか。

前に、私の義父にあたる毛利卓の発案により生まれ

よしひさ

このたび、前会長大津至久の理事長就任により空

たものです。思いがけず義父の文章に接し、何か背

席となっておりましたスコーレ協力会会長に就任い

中を押してもらった気がいたします。他の手紙の中

たしました。今年度スコーレは、理事長、副理事長、

には、10円切手の貼られた封書や５円の官製はがき

高校には校長も新しく迎え、まさしく新体制でスタ

などもありました。どれも長い歳月の間、
多くの方々

ートしております。新しい事業も多く始まります。

の思いに支えられ今があるということを物語るもの

幼稚園、事業部と共に、教職員全員でスクラムを組

であり、皆様方のご支援なしでは今日の学園の姿は

み「生活即教育」の理念の下、よりよい教育環境を

なかったと感じました。本当に感謝申し上げます。

作り上げようと取り組んでいるところです。協力会

学童保育の他に、高校では近々「高校生レストラ

がその応援団として後押しができるよう、会長とし

ン」が開店予定です。その昔、学園の生徒が、田ん

て微力ながら努めて参りたいと思います。どうぞよ

ぼのあぜ道に「小昼（こびる）
」を運んでいたことが

ろしくお願い申し上げます。

あるそうです。一面の田んぼは商業地や住宅地とな

さて、来年度よりスコーレでは、新しい取り組み

り、時代も環境も変わりました。しかし、料理を一

として、学童保育事業をスタートさせることとなり

所懸命に作る生徒の表情は、今も昔も変わりなく生

ました。長年の間「三寮」の名で親しまれていた旧

き生きしています。地域の皆さまに足を運んでいた

寮を取り壊し、新しい施設が建てられています。取

だき、生徒が作ったランチを味わっていただければ

り壊し前に整理をしたところ、押入れに眠っていた

と思います。

創立者吉田幾世の遺品が見つかりました。本、
聖書、

会員の皆様、さらに力強く進んでいこうとするス

資料、そしてダンボール十数箱にもぎっしりと詰

コーレに、引き続きご支援ご協力のほどよろしくお

まった手紙。

願い申し上げます。

その中に、創立40周年記念事業の体育館建設に

（岩手山を背景にした旧校舎）

（岩手山を背景にした現在の校舎と街並み）

「教育」で「地域」を支えたい
学校法人スコーレ
協力会の皆様、学校法人スコーレへの長年にわた
るご支援、心から御礼申し上げます。

副理事長

相澤 徹

ズが高まっております。盛岡市からの「ぜひ、学童
の開設を」という要請にお応えした次第です。

昨年９月から副理事長を務めている相澤と申し

食育を大切にすること、子どもたちをのびのびと

ます。これまで岩手県庁で様々な行政分野の仕事を

育てる姿勢など、スコーレらしい学童づくりに取り

して参りましたが、「教育」こそが地域を支えていく

組みます。幼稚園の卒園生も重点的に受け入れ、ご

柱だ、という想いから、スコーレでの仕事をお引き

家庭の期待に応えたいと考えています。

受けいたしました。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

高等学校、幼稚園、事業部に加え、学童クラブ経
営が法人の第４の事業となります。少子化の中で、

さて、学校法人スコーレは、地域の方々との結び

教育という仕事も大きな転換期にあります。これら

つきを大切にし、地域に無くてはならない教育機関

四つの事業が、連携しながら相乗効果を上げていく

でありたいと考えております。こういう観点で、平

ことで、地域の総合的な教育機関として皆様からの

成28年４月から「スコーレ学童クラブ」を開設する

評価をいただけるように、努力してまいります。

ことといたしました。地域の小学校の児童数が増え、
共働きのご家庭が増える中で、学童クラブへのニー

今後とも、どうぞご支援くださいますようお願い
申し上げます。

ホームページが
新しくなりました！
！

スコーレの魅力をもっとたくさんの人に伝えるべ

事業部からはおいしくて安全安心な製品を紹介し

く、ホームページを全面リニューアルしました！（事

ています。また、これまで 以上に気軽にご利用いた

業部のインターネット通販サイトは年明け１月にグ

だけるよう、インターネット購入でもカード決済が可

ランドオープン）

能になります。（詳しい利用方法はホームページをご

法人では学園の歴史を、高校では総合学科ならでは
の多様な魅力をお伝えしています。また、入試関連報、
新しい試みなども、詳しく載せています。
幼稚園では、幼稚園での一日や給食についてのこだ
わりなどと共に、可愛いらしい子どもたちの表情がい
っぱいです。

覧ください。）ぜひ、一度ご覧になってみてください。
学校法人スコーレ https://www.schole.jp/
盛岡スコーレ高等学校 https://www.schole.jp/highschool/
スコーレ幼稚園 https://www.schole.jp/kindergarten/
スコーレ事業部 http://www.patata33.com/
スコーレショップ http://www.patata33.com/netshop/

学校力の向上に向けて
盛岡スコーレ高等学校

会員の皆様方には、平素より温かなご理解とご支
援を賜り、衷心より感謝申し上げます。

校長

酒井 久美子

として、本校の特色である「調理教育」のさらなる
強化を進めるべく「特別奨学生制度（入学金・授業

さて、私こと、今年度第７代校長に就任いたしま

料等の減免制度）
」を来年度から導入することにいた

した。82年の歴史と伝統を有する本校は、今、まさ

しました。その趣旨は、

に建学の精神「生活即教育」に立脚しつつ、新たな

（１）
「調理」への関心を持ち、目的意識をもって学

時代に進むべき道の開拓の真っ只中にあります。激

業に励む生徒の能力向上に資すること

しい時代の変遷にあって、教育界、特にも私学をめ

（２）家庭の経済力に恵まれない生徒の学問への道

ぐる環境は年々厳しさの度を増しています。学校の

を拓くこと

存在意義を明らかにし、競争を勝ち抜き、地域社会

（３）生徒同士が切磋琢磨しながら学びあうことで

に認められる学校づくりを推進するには、学校自身

周囲に及ぼす相乗効果に期待すること

が身を切る覚悟を持ち、不退転の決意のもとに改革
への努力を続けていかなければなりません。

にあります。これらが、個々の力量を高め、ひい
ては全体としての学校力の向上につながっていくこ

本校では、これまで「教育は人づくり」の理念の

とに大いに期待しているところです。今後もこの制

もと、生徒一人ひとりの学びの心を尊重し、それぞ

度の拡充を図りながら、教職員が一丸となって学校

れの個性を育てるきめ細かで手厚い教育を行なって

力の向上に邁進していく所存であり、皆様には引き

まいりました。その継続のためには、これまで以上

続き変わらぬご支援を賜りますよう、重ねてお願い

に学校力を高めることが不可欠であり、方策の一つ

申し上げます。

平成28年度
＜募集内容＞学科・定員／総合学科
■第Ⅰ期募集
出願期間
選考日
選考方法
合格発表
入学手続
出校手続日
■学費
入学金
施設設備費
授業料等月額

盛岡スコーレ高等学校
男女200名（科目選択の場合

平成28年１月７日・８日
平成28年１月15日・16日
面接、課題作文
平成28年１月26日
平成28年２月９日まで
平成28年２月21日
100,000円
050,000円
035,000円

■第Ⅱ募集
出願期間
選考日
選考方法
合格発表
入学手続
出校手続日
■寮費
入寮費
施設設備費
寮費月額

募集要項
調理師免許取得は最大70名まで）
平成28年１月12日～ 26日
平成28年１月29日・30日
面接、課題作文
平成28年２月９日
平成28年３月20日まで
平成28年３月20日
50,000円
50,000円
（男子）58,500円
（女子）58,000円

●高等学校就学支援金について（平成27年度実績）
高等学校就学支援金制度により、上記の授業料に対して免除制度があります。
免除額は、保護者の市町村民税所得割額に応じて、0円～ 24,750円です。
●特別奨学生制度について
一定の条件を満たす学生に対して、入学金・授業料・寮費等を免除する制度です。
条件は、①調理選択②評定平均3.5以上あるいは評定平均3.0以上③校長推薦が得られること
評定平均3.5以上は特別奨学生A、3.0以上は特別奨学生Bとなります。AとBでは免除額が変わります。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

地域と育むスコーレの教育
学校法人スコーレ
協力会の皆様、平素より学校法人スコーレへのご理

理事長

大津

よしひさ

至久

構えで、教育環境を充実させる様々な取り組みにチャ

解とご支援、誠にありがとうございます。昨年９月

レンジしていきたいと考えています。そのためには、

より、毛利靖子前理事長の後を受け、理事長を務めさ

学校法人としての取り組み自体をしっかりと発信し、

せていただいております。一昨年に協力会長、法人役

その評価を我々が真摯に受け止め、更により良いもの

員をお引き受けして以来、めまぐるしい状況の中、法

に磨き上げることが重要です。その発信力強化の第一

人全体が一丸となって新体制をつくってまいりまし

歩として、ホームページを大幅にリニューアル致しま

た。その中で協力会の皆様へのご挨拶が遅れましたこ

した。ぜひ、ご高覧いただければ幸いです。また、来

と、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

春より「スコーレ高校生レストラン」を開店します。

ご存知の通り、少子化が進み、社会環境が激変して

実践的な場づくりをすることでスコーレの調理教育の

いく中にあって、教育機関の存在意義も転換期を迎え

充実を図り、同時にその成果を地域の皆様に発信し

ています。様々な問題や課題を抱える今こそ建学の精

ていきたいと準備中です。

神である「生活即教育」を再確認し、その本質的な変

この地にスコーレがあって良かったと評価いただ

わらないものの中にも新しく変化を重ねているもの

けるよう、最大限の努力をしてまいります。今後とも

を取り入れる柔軟さをもち、まさに「不易流行」の心

物心に渡るご支援を宜しくお願い申し上げます。

シェフは高校生。
スコーレ高校生レストラン来春オープン
学校は教育のための場所︒もち

ろんそうですが︑いいえ︑時には

レストランにもなっちゃうんで

す︒盛岡スコーレ高校では︑来春

から毎週土曜︑高校生レストラン

をオープンします︒

シェフも高校生︒ウエイターも

高校生︒彼らが主役となってこの

レストランを運営します︒

指導するのは一流料亭で経験

を 積 ん で き た 先 生︒
﹁本物の味﹂

を伝えられた生徒が作る料理は︑

なかなかのものです︒

調理の指導には伝統と定評の

あるスコーレが始める︑新たな挑

戦︒本格的な味を︑リーズナブル

な料金でご提供いたします︒

ぜひ︑皆さまのご来店をお待ち

☎／019 681 0831
住所／盛岡市向中野5 5 1
予算／ 500円〜 1,000円
営業時間／来春から
／土曜日のみ 11：30〜14：00
完全予約制
※長期休み等、休業の場合あり
駐車場有 スコーレ第２駐車場

しております︒

盛岡スコーレ高校 高校生レストラン

