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学校案内 2021

盛岡スコーレ高等学校



スコーレ 人 間

スコーレは
人のつながりから学ぶ。

自分のことをよくわかってくれて、落ち
込んでるときとかに察してくれて、どう
したの？って聞いてくれる家族みたいな
友達がいます。

ちょっとした家族。

先生も一緒に笑う。
生徒たちがとても素直だから、いつも
ほほえみながら見守っています。嬉しい
ことを、みんなと分かち合える子が多い
ところもステキだなと思います。

お互いを認めあう。
やりたいと思ったことをお互いが認めあう、
包容力のある学校。 生徒のみんなに楽し
いって思ってほしいし、先生たちも「楽しい」
って思いながら授業をしています。
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スコーレってどんな学校？
スコーレ 生 活

「生活即教育」
「生活即教育」という言葉は、私たちの学校の建学
の精神です。机上の勉強だけではなく、豊富な体験
と正しい生活の中から物事を学び、身につけること
を大切に考えています。

知ってほしい言葉

「個性」が、ガチ。
スコーレには、いろんな個性をもった先生や
生徒が集まっています。たくさんの経験を
分かち合うために、礼拝の授業では、先生や
先輩が経験談を作文にして発表しています。

生活することから、学ぶ。
「生活すること」を大切に学んでいます。生徒も
先生も一緒に、丁寧に掃除をしたり、あいさつ
をしっかりしたり。この学校は、点数では測れ
ないことを大切にする学校です。

スコーレでは、あなたの個性や感性を
大切にします。 だから、授業を選ぶのも、
洋服を選ぶのも、自分自身！ 自分で考える
ことを大切にする学校です。

スコーレは、自由。
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スコーレだからできる学び。
スコーレ 学 び

スコーレでは、学び方にも個性があっていい！と
考えます。大学のように、たくさんの授業の中から
自分の興味に合わせたものを選んで「あなただけ
の時間割」を作ります。皆さんの学びに寄り添う
ユニークな先生たちが皆さんを待っています。

あなたらしい、学び方を。

他ではできない体験、
あります。

スコーレでしかできない、たくさんの「体験」
が待っています。「高校生レストラン」や「アー
ト&クラフトショップ」は、作るのも接客する
のも生徒自身。一般のお客様からのありがとう
が、自分を成長させてくれます。

「つくる」授業が、
　　　好きになります。

種から野菜をつくる「草花」の授業。布から服
を作る「被服」の授業。土から陶器を作る「陶芸」
の授業。板から棚を作る「工作」の授業。言葉
で詩を作る「自己表現」の授業。スコーレでは、
たくさんの「つくる」を学べます。
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「あなたらしい学び」の第一歩は、本
気で自分を大切にできる人になるこ
と。まずは、自分を見つめ直しましょ
う。学校のみんなで「あなたらしさ」
を応援します。 

あなたらしく学べるのが
スコーレです。
学び方にも個性があっていい！と私たちは考えます。あ

なたが学びたいと思うことを、必要なところから学ぶこと

ができます。また、「ベーシック」という科目では、基

礎の学びと専門分野の体験で自信を伸ばします。

たくさん経験して、人生を楽しみたい。
いろんなジャンルの授業を選択した時
間割をつくることもOK。

芸術関連のことをたくさん知って将来
に活かしたいから、絵画、機織、陶芸、
デザインを中心にした時間割です。

実習も授業もほとんど調理関連の授業
を選んで、専門的なことを学ぶ時間割
にしました！

盛岡スコーレ高校では、学年に１つずつあるハウス
が学校生活の中心となります。大きな集団で、多く
の友だちと接しますので、皆と顔見知りになれます。
色々な人とのつきあい方が学べると思いますよ。

自分でチューター（あなたの担任）を選ぶことがで
きます。安心して学校生活を送れるように、全力で
サポートします。友人関係に悩んだり、進路につい
て悩んだりした時、親身になって相談に乗ります。

チューター制

ハウス制

スコーレ 学びの特色 1

スコーレ 学びの特色 2

スコーレ 学びの特色 3

スコーレ 学びの特色 4

個性豊かな先生たちが
待っています。
私たちは、先生たちも生徒と一緒に学ぶ気持ちを大

切にしています。スコーレの先生は、通訳や調理人、

芸術家に楽器弾きやスポーツマンなどたくさんの経

験をもった先生たちが揃っています。学校生活で

困ったことがあったときは、身近な先生だけでなく、

各学年に所属するサポートの先生、学校相談員、カ

ウンセラーなど、自分にあった大人に相談すること

ができます。

100人100通りの
カリキュラム
総合学科
あなたが作る「あなただけの時間割」。それ

が、総合学科の大きな特徴になる「単位制」

と「選択制」です。あなたの興味、関心に

合わせ、授業を自由に選んで、自分だけの

時間割をデザインします。一人ひとりの時間

割が違うから、大学生のように色々な教室

を移動しながら授業を受けます。

担任が選べる！?
クラスがない !？

及川求  校長
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調理師免許／食物調理技術検定

4つの調理室と、プロの講師陣があなたを待っています。
一から技術を身につけ、調理師免許取得を目指します。

調理のプロになるための体験がいっぱい！

日本料理、中国料理、西洋料理など、
たくさんの料理の作り方を学べます。

実際にお店をもっているプロの先生が、
一流のワザを伝授してくれます。

実践的な経験の場である高校生レス
トランで、どんどん腕を磨けます。

知らなかった料理が
作れるように！

たくさんのプロに
教えてもらえる

高校生レストランに
参加できる

好きな先生

長岡智
典先生

！

調理の
ことな

んでも

教えて
くれる

し、

おもし
ろい先

生。

二人の専門調理師の先生が調理を
教えます。基礎基本から丁寧に学
び、3 年生になると毎週 1回、充実
の講師陣から調理のトップレベルで
通用する技術を学びます。（日本料
理、西洋料理、中国料理、和菓子、
洋菓子、寿司）

受けられる検定

調理の基礎である「包丁を
研ぐこと」から丁寧に教えま
す。体に安全な料理をつくり、
誰かに食べてもらう楽しみを
感じることを大切に、学んで
いきましょう。

長岡 弘司  先生
食文化概論、調理実習等

寿
司
が
大
好
き
で
す
！

先生 MESSAGE授業 PICKUP

専門調理 食堂 第1調理室 第2調理室

株式会社志百家

井口一三 先生

日本料理

アートホテル盛岡

十文字忠雄 先生

西洋料理

サンセール盛岡

熊谷和弘 先生

中国料理

日本料理・寿司 一の○

高橋剛一 先生

寿司料理

竹芳

長澤武久 先生

和菓子

カフェコンディトライ
マイヤーリング
藤原敏裕 先生

洋菓子

調理・盛り付け・空間デザイン・接客のすべてを高校生が運営し、本格的
な日本料理や西洋料理、中国料理を作ります。授業で学んだことのすべて
を活かし、実際のお客様に召し上がっていただくチャレンジの場です。

高校生レストラン営業中！東北初 !

毎週 1回、学年全員に
昼食を作る「学年食」
実習があります。皆と力
を合わせて大量の調理
をすることで、病院や施
設での調理に役立つ力
がつきます。

１回150食!?
学年食で学ぶ集団調理

高校と同じ敷地内に地
域のお客様向けのレス
トラン「パタタ」があり
ます。ここで生徒は実
習を繰り返し、経験を
積みます。現場の技術
を肌で学びます。

レストランパタタで
現場力を育てる！

調
理

ここがキラっ！

スコーレの 食 がさらに輝き出した!

校内にある生徒・職員
向けレストラン「キッチ
ントマト」での実習で
は、調理、販売、接客、
全てを学びます。食を
職にするための実践力
が身につきます。

自分たちが考えたメニューを
学内レストランで

充実の施設

第一線で活躍する講師の先生

3年 武田 誠司  さん
紫波第三中学校卒業

すごくやりたかった料理を丁寧に
教えてくれる環境が嬉しいです。
高校生レストランや放課後の時
間に先輩から学ぶことも多かった
です。

中学生の頃 高校生の今
部活！部活！って感じだったけ
れど、主人公が料理人になるド
ラマを見て、自分も人を喜ばせ
ることができる調理師を目指そ
うと思いました。

実習を続けていくうちに、自分で考えて
動くことと、人と協力することができる
ようになってきて、成長したなって思え
ます。お客様においしいと言ってもらえ
る料理ができる調理師を目指します！

せいじ
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2016年、スコーレのアート＆クラフト（A＆C)を紹介する「フネー
トル・ド・スコーレ」　を設立しました。1933年の学校創立以来、
ホームスパンやきょうけつ染めといった生活美術、工芸の取り組
みを続け、その活動は少しずつかたちを変えて受け継がれていま
す。陶芸作品、ホームスパンの小物など、学校で制作したものを
お披露目するミニショップです。

「フネートル・ド・スコーレ」活動中！
スコーレオリジナルのクラフトショップ

先生 MESSAGE先生 MESSAGE
三
岸
節
子
っ
て
作
家
、

知
っ
て
る
？

マ
リ
ネ
ッ
ト
・
ク
エ
コ

素
晴
ら
し
い
で
す

実際に生活の中で使えるものを
作っていきます。じっくりもの
づくりに取り組むことで、ていね
いに生きることを知り、自然の
中からうまれたものを大切にす
る気持ちが育っていきます。

伊藤寛泰  先生
工芸Ⅰ

芸術って、何かを作るのが好き、自分だ
けの何かを見つけたいという人にぴった
り。じっと観察すること、表現すること
で、世界の見え方も変わってきます。あ
なたが「そのままの自分でいい!」と気
づけるように、全力でサポートします。

加藤祐子  先生
絵画

「見て」描く、デッサンを中心
とした授業です。芸術系な
どへの進学を考えている人
や、描くことの基礎をしっか
り身につけたい人にぴったり
です。

絵画
テーマにあわせて、絵画・彫塑・
デザイン・染め・織り・陶芸な
どの中から何を学ぶかを選びま
す。「つくる」を通した総合的な
学びの時間です。

創造 

木工や染め織り、その他クラ
フト作品の制作をしながら、
「身近な工芸品」「美しく」「使
える」をテーマに、ものづく
りを体験していきます。

工芸
羊毛から糸を紡ぎ、糸から布
（マットやマフラーなど）を織り
上げます。発展クラスでは、機
織りの技法を軸に、素材選び、
染色、模様織りなど高度な織り
に挑戦します。

機織り

アート＆クラフト室 機織室 特別教室棟
美術や工芸の授業で利用される教室
です。放課後には、芸術好きの生徒が
集まります。

染色から始め、糸を紡ぎ、織りまで、ホーム
スパンの技術全てが学べます。織り機は
50台以上あります。

別名芸術棟です。機織室・美術室・音楽室・被服
室・第2・3調理室があります。特別棟ホールで
は、イーゼルをたててデッサンの練習をします。

自分の表現したいことを、ゆっくり
見つけていくことができます。

生徒も先生も芸術に関してはお互いが
仲間です。一緒に発見しましょう。

美術館での鑑賞や、アーティストとの交
流授業もあり、感性を磨いていきます。

自由にのびのび
作品が作れる

いろいろなタイプの
先生に教えてもらえる! 受けとる力を養える

絵画、音楽、デザイン、工芸、鑑賞……たくさんの経験であなたの想像力をカタチに！
「ものづくり」は、スコーレの伝統。様々な「ものづくり」を体験し、自分だけの作品を作っていきます。

芸術・工芸で学べること

好きな食べ物

粉もの
！

特にお
好み焼

きと

たこ焼
きが好

き

芸
術

ここがキラっ！

スコーレの アート で、想像力をカタチにする!

こんな授業があります

充実の施設

3年 髙橋 蓮菜  さん
南城中学校卒業

ものづくりの楽しさ、特に「機織
り」の魅力に気付いた！織り方次
第で自分で考えた色々な模様が
作れるし、自分のペースでコツコ
ツ織っていくことが楽しい！高文
祭で賞をもらうこともできました。

中学生の頃 高校生の今
勉強があまり好きになれなくて、本当
に自分がやりたいことは何かを探して
いました。スコーレなら花巻から電車
で通えるんじゃないかって、母に相談
したら賛成してくれました。

色々な趣味を持っている人がいるから、
趣味が合う友達を見つけました！先生た
ちも愉快なので、自分もちょっと明るく
なったような気がする。好きな服装がで
きるのも、自分にとっては魅力です。

色彩検定／フラワー装飾技能検定受けられる検定

れ な
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海外のアーティストの曲を英語で歌えるように
なりたい。その気持ちが重要！

外国語を使ってどんなことをしたい？

語学は、頭だけではなくて、
口と耳を使って体に染み込ま
せていくのがポイント。

毎日10分間だけ、英語を話してみよう！

一人でやっていると「自分には
できない!」と思いがちです。
誰かと一緒にやることで、やる
気がアップ!スコーレでは、私
達がバックアップします!

困ったら、周りの人に
甘えちゃおう。

猿川先生　英語が嫌いな人でも、ちょっと
ずつ好きになれるよう、聴いたり話したり
することを大切にしています。
加藤先生　フランス語は日常会話から練習
しています。私はフランスに住んでいたの
で、実際に見たことも話していきます。
シュヴィ先生　ドイツと日本は仲良し。ド
イツには『japan tag』という100万人が集
まるコスプレ祭りがあります。そして、わた
しはドイツ人だし、外国人と外国語で話す
というチャンスがあります。
毛利先生　韓国語はK-POPや韓国映画な
どの、文化から学ぶ授業をしていきます。

4ヶ国語で「おはよう!」が言える高校
〈英語・フランス語・ドイツ語・韓国語〉

外国語を学ぶ3つのコツ先生たちが語る「語学」

英語
黒川和美 先生

Never
say

never !

Never
saysaysay

never !

敷地内にある広い農場で、園芸
を体験。野菜（トマト、なす、さ
つまいも等）や、花（サルビア、
ナスタチュウムなど）、種から発
芽させ、収穫します。

理論、実技の両方があり、花が持
つ文化的な背景を学び、ブーケ、
ブートニア、リース等を実技とし
て作っていきます。

フラワーデザイン草花

授業 PICK UP 先生 MESSAGE

植物って、何もしゃべらないけ
れども育てる側の気持ちが伝
わるんじゃないかな。小さな
種子から発芽させる喜び、植
物がゆっくり育っていく時間
は、自分も一緒に成長している
ような気持ちになります。

佐々木久美子  先生
草花、農業と環境

アボカドが
好き♡

英語、フランス語、ドイツ語、韓国語。
様々な国の言葉を通して、文化も学びます。

新しい言語で、セカイの見え方が変わる！

好きな先生
黒川和美先生本場の英語を教えてくれる！

語
学

3年 三上 裕夢  さん
一戸中学校卒業

ひろむ

スコーレに入ることで、日本以外
の文化を深く学べるようになった
ことが良かったし、行動範囲が広
がったので、いろんなことに興味
を持てるようになりました。留学
に向けて、IELTSの勉強をしてい
ます。

中学生の頃 高校生の今
部活ばっかりでした。語学をもっとちゃん
とやっていたら良かったな。スコーレは
気になっていた語学選択があり、制服が
決められてなくて、いい意味でゆるそうだっ
たから見学に来てみました。

英語をもっと身近に感じたく
て、映画を見まくってます！黒
川先生がきっちり教えてくれ
るので、英検の級もどんどん
上がっています。

Join us!

시작이
반이다

Ende gut, 
　alles gut.

英語
猿川温久先生

La vie est belle!

フランス語
加藤祐子先生

韓国語
毛利靖子先生

ドイツ語

シュヴィ
ドゥルスキー先生

ドイツ語

シュヴィ
ドゥルスキー先生

土に触れながら様々な花や野菜を育てることを学びます。
また、育てた花を美しく飾るフラワーデザインも学びます。

花や野菜を育てる、土に触れることが好き！農
業

3年 藤原 羽蘭  さん
仙北中学校卒業

みんな個性的だから、なかなか
話しかけにくかったんだけど、自
分から話しかけてみたら話せるよ
うになって、普通にいけるじゃ
んってなった。学年全員がハウ
スに集まるから、それも良かった
のかも。

好きな先生

大鷹麻
衣佳先

生

話せる
ことが

多いん
だ～

1年次には、全員でさつまいも
や里芋を育て、芋の子汁や焼き
芋、カレー等にして食べる経験
をします。

産業社会と人間

実用英語技能検定／実用フランス語技能検定／ハングル能力検定／日本漢字能力検定／書写技能検定受けられる検定 危険物取扱者試験／フラワー装飾技能検定／電卓計算能力検定／簿記能力検定（全経簿記）／実用数学技能検定受けられる検定

うらん

高校生の今
カラーガードを小学校からやっていて、
中学校でもやってました。髪型とか、
衣装とか考えるのも楽しかった。そん
なことの基礎になることが学べる学校
だったのでスコーレに入学しました。

「色彩」や「フラワーデザイン」の授
業が面白い！なんでも相談できて、
話を聞いてくれる先生に出会えたこ
とが大きいかな。自分のことをわかっ
てくれるような気がするから。

中学生の頃
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進学がしたい！
さらに学びを深めるため

学問を探求したい生徒に向けてのバックアップをしています。

大学・短大の受験に対応できる学力はもとより、進学後の学

問に本格的に取り組んでいく力を育てることを目的としていま

す。自分から学び、そして仲間と共に学ぶことによって、学問

への関心を育て、将来のイメージを膨らませることができるよ

うに、授業を充実させています。

どんな選択からも

まだまだある！ あなたに合った選択科目

被
服

情
報

自己表現Ⅰ・Ⅱ

実習は車椅子操作、ベッドメイキ
ング、手浴やベッドから車椅子
への移乗などを行います。イン
ターンシップで、介護施設へ行
く先輩もたくさんいます。

造形表現や紙芝居・絵本の読
み聞かせ、赤ちゃんのお世話の
仕方を学びます。スコーレ幼稚
園での実習もあります。保育技
術検定の合格も目指しています。

子どもの発達と保育

スコーレ高校では、スコーレ幼稚園と連携し
様々な活動を行っています。
●英語の絵本の読み聞かせ交流　●放課後訪問ボランティア
●農業体験のサポート　●園児向けの工芸品の製作　など

生活と福祉

授業 PICK UP 先生 MESSAGE

拓海くん、そうだね。まず子どもが好
きなことが一番大事。それから、わかっ
てもらえるように話すことも大切になっ
てくるよ。本をなるべくたくさん読むと
いいと思いますよ。自分が「こうした
いな」という思いがあれば、あきらめ
ないでトライしてみてね。わたしも応援
しますよ！

福士泉  先生
スコーレ幼稚園のベテラン先生

「い
たずらきかんしゃ 

「い
たずらきかんしゃ 

すきな絵本だよ
すきな絵本だよちゅう ちゅう」
ちゅう ちゅう」

幼稚園が同じ敷地内にあるのが特徴！保育実習も行います。
園児とのふれあいの中で、子どもを育む技術を学びます。

子どもが好き！人の役に立つ仕事がしたい！

スコーレの好きな場所
3年ハウス

保
育・福
祉

3年 田中 拓海  さん
城西中学校卒業

誰かの役に立に立つ仕事がしたい
なあと思っていて、子供が好きだ
から、保育や保育芸術の授業を
とっています。園児が敷地内に居
るので、どんなことに興味が有る
のかなって、一緒に遊びながら知
ることができます。

中学生の頃 高校生の今
学校がめんどくさくて、ずっと
休みたいなーって思ってた
(笑)。1人でいたし、保健室
に行くことも多かったなあ。

先生たちも優しいし、話しかけてくれ
る友達もたくさんいるから全然問題な
い。ハウスで友達と遊んだりしてて、
学校はまあまあ好き。

幼稚園との
連携教育

俳優や声優に
なりたい！

表
現

進
学

詩や絵画鑑賞、色彩を通して
表現者としての感性を養います。

部活動では文芸誌発行や
演劇活動もしています。

中学での自分

授業を通して

授業PICK UP

ファッション造形・服飾手芸

ファッションに
興味がある！

洋服や和服作りに挑戦します。
小物作りをすることもできます。

被服検定（和装・洋装）
1級を受験できます。

中学での自分

授業を通して

授業PICK UP

情報の表現と管理

パソコンに
触れているのが

好き！

パソコンを使って、
文書作成、表計算、作曲を学びます。

デジタルクリエイターに必要なPCの
基礎・基本操作をレクチャーします。

中学での自分

授業を通して

授業PICK UP

国語、数学、英語、小論文
について、「進学者向けの
授業」と「放課後などの課
外授業」の両方で学ぶ機
会を充実させています。

島
眞
弓
先
生

入
試
・
広
報
担
当

保育技術検定受けられる検定

たくみ

1716



ス
コ
ー
レ
は

み
ん
な
で
つ
く
る
学
校

1918



盛岡スコーレ高校の寮には全国から
生徒が集まってきます。中学校を卒
業したての入寮に、不安や心配は多
くあると思いますが、ほとんどの寮
生が卒業時には「はじめは不安も
あったけど、今ではここが私の家に
なり、友人や先輩というたくさんの
家族ができました！」とりりしい姿
で巣立っていきます。

盛岡スコーレ高校の文化部は日常の活動を
大切にし、それぞれの興味や関心に合わ
せて入部できます。部活動で培った力を進
路に活かしている生徒もたくさんいます。
運動部は、お互いに励まし合いながら技術
向上やチームワーク作りを大切にしていま
す。そこで育った力は、社会に出た時の粘
り強さや集中力のもとになります。

盛岡スコーレ高校には、制服がありません。季節
や場所などをわきまえた服装を心がけることも大
切なことと考えているからです。入学式や卒業式、
講演会など、改まった場所に着ていく洋服として
「標準服」を用意しています。標準服はブレザー
とスカートやパンツのスタイルで、ネクタイやリボ
ン、シャツなどは決まったものはありません。また、
標準服を買うか買わないかも自由です。

寮はすべて個室になっています。また、みんなでくつろぐファミリースペース
があるので、ひとりの時間とみんなの時間をバランスよく過ごせます。近く
にはスーパーやコンビニエンスストアがあります。また、商業施設も多いエ
リアですので、大型ショッピングモールや家電量販店などもあります。

●設備
【共通】 全室床暖房
【ファミリースペース・食堂】
エアコン完備、大型テレビ、ビデオ、冷蔵庫
【サニタリー】 洗濯機、乾燥機各1台
【個室】 収納引出付ベッド、机、椅子、クローゼット
●寮費について
【入寮一時金】入寮費50,000円／施設設備費50,000円
【月額納付金】寮費58,000円（女子）／58,500円（男子）
※寮費には、食費・光熱費が含まれます。

●定員　桐花寮60名／桐輝寮40名
●職員　桐花寮2名／桐輝寮2名
●出身地域 ※実績
【桐花寮】
岩手県、青森県、秋田県、山形県、
福島県、長野県、静岡県、千葉県、
埼玉県、神奈川県、沖縄県など
【桐輝寮】
岩手県、青森県、秋田県、山形県、
福島県、埼玉県、東京都、福岡県など

寮生活のココがおすすめ!

寮監さんからのメッセージ

朝と夜は桐輝寮１階でレストラン等を運営しているスコーレ事業部のス
タッフによる旬の食材を使ったできたての食事が出ます。昼食はありま
せんが、平日は、各学年週に１回の「学年食」があり、その他の日は
個人での購入になります。事業部によるパン販売や、「キッチントマト」
などを利用できます。

Q

A

寮の食事はどうなっていますか？

先輩も後輩も一緒に暮らす仲間ですから、厳しい上下関係はありません。
これまで人間関係で苦労した人が多いので、その分、人に優しい人が多
いのがスコーレ高校の特徴です。はじめのうちは慣れないこともあると
思いますが、先輩がいろいろ教えてくれます。

Q

A

寮の人間関係は？

毎日学校に行けるようになる人、少しずつ自分のリズムを作っていく
人などさまざまですが、みんな自分なりのペースで学校を楽しんでい
ます。

Q

A

中学校にあまり行かなかったのですが、
寮生活は大丈夫でしょうか？

必需品は、洗濯カゴ！洗濯物をするときに必要です。また、柔軟剤
や洗剤、シャンプーも個人の持ち物です。

Q

A

寮生活に必要なものは何ですか？
常駐の寮監さんがいるので、病院に行ったり、簡単な手当てをしたり、
夜中でも対応可能です。緊急の場合は学校・家庭へもすぐに連絡します。

Q

A

怪我や病気など緊急のときは？

寮生同士で買い物に出かけたり、遊びに行ったり寮でゆっくりしたり、
みんな思い思いに休日を楽しんでいます。隔週土日は帰省日で自宅に
帰りますが、遠方の方や部活動のある場合などは寮に残ることができ
ます。（帰省日には原則として食事がありません）

Q

A

休日はどのように過ごしていますか？

門限は 18：30 です。部活動や通院などの場合は、事前に届けてお
けば門限を延長できます。

Q

A

門限はありますか？

ハンドボール部（男女）
バスケットボール部（男女）
バドミントン部（男女）
バレーボール部（女子）
卓球部（男女）
ボウリング部（男女）
陸上競技部（男女）
サッカー部（男子）

寮生活 Q&A

ホーム
マネジメント部
科学同好会

スコーレの寮生活 スコーレの部活動

スコーレは自由服

とある寮生の1日

玄関のディスプレイをかえた
り、金魚を飼ってみたり、
楽しく安全に生活出来るよ
うに工夫しています。協力
しながら成長していく寮生
を、応援していますよ！

吉田さん ご夫婦
桐花寮

毎日元気に学校にいけるよ
うに、見守っています。寮
だから学べる人付き合いが
あると思います！あんまりこ
まごま言わないように気を
つけています（笑）。

小笠原さん ご夫婦
桐輝寮

※盛岡スコーレ高校では、
個人での大会参加も応援しています。

朝ごはん
全員で掃除をして、
朝ごはんです。

授業
しっかり話を聞いて
ノートをとります。

夕ごはん
寮のご飯は
とっても美味しい!

リビングルーム
みんなでテレビをみた
り、話をしたりして過ご
します。

運動部

合唱部
書道部
美術工芸部
演劇部
文芸部
英語部

軽音楽部
吹奏楽部

文化部

3
年 

佐
々
木
源
木
さ
ん

乙
部
中
学
校
卒
業

陸
上
競
技
部

陸上競技部は、たくさん
の大会に参加しています。
大会の度に自己新記録が
出るので、練習するのが
楽しくてしょうがないです !

その日の天候や気分にあわせて好きな服で登校しています。

\ 標準服です\
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進
学

就
職

【調理・製菓・食品】 ●株式会社つる家 ●株式会社菊の井 ●株式会社重慶飯店 ●株式会社KPG HOTEL&RESORT（熱海ふふ） ●株式会社築地す
し好 ●株式会社八十嶋 ●株式会社銀座木村屋 ●浅田屋伊兵衛商店株式会社 ●盛岡友愛病院 ●日清医療食品株式会社北東北支店 
【事務・販売・接客・介護・その他】 ●社会福祉法人藤実会都南あけぼの荘 ●医療法人杏林会イーハトーブ病院 ●有限会社風月堂 ●川村商事有限会
社(すノ家） ●株式会社初駒 ●株式会社ヤマト（焼肉・冷麺 北上店） ●有限会社スズテック（マップス 本宮店） ●株式会社フレンドステージ山の神温
泉優香苑 ●花巻温泉株式会社 ●株式会社アートホテル ●一般社団法人葛巻町畜産開発公社 ●陸上自衛隊 ●海上自衛隊 ●株式会社東京ドームリ
ゾートオペレーションズ ●株式会社サッポロライオン ●東日本機電開発株式会社 ● 山口北州印刷株式会社 ●いんべクリーニング ●株式会社ベル
ジョイス  他

敷地内には、高校だけでなく、幼稚園、学童、パン工場、レストランもあります。

アリーナ
バスケットボールコート2面分の床面積をもった
アリーナ。天井が県内高校で一番高いのが自慢！

ハウス
クラスルームはありません。学年ごとに「ハウス」
という広い空間で生活します。

講堂
講堂は、毎週 2 回の「礼拝」の授業や体育、部
活動に利用されます。

教科準備室
スコーレには、職員室の代わりに教科担当の先生
が集まる「準備室」があり、生徒たちが集います。

幼稚園
「よく遊び、よく学
ぶ」ための施設が
充実。高校生との
交流もあります。
手作り給食も大好
評です。

学童
2016 年 4月にオー
プンした「スコーレ
学童」は、小学 1年
生以上の児童が集う
場です。小学生の
元気な声にパワーを
もらえます。

事業部
パンやトマトケチャッ
プなどの学園製品を
販売しています。ラン
チが人気のレストラン
は、スコーレと地域
を結ぶ交流の場。

就職先・進学先
（令和２年3月までの3年分）

https://www.schole.jp/highschool/facilities

ストリートビューで
バーチャル学校見学が

できます！

May

Apr.

始業式
入学式
新入生歓迎会

●

●

●

スコーレ 施設紹介 スコーレの一年

生活すること。食べること。つくること。 生きるのに必要な基本を大事にしてきた
学校だからこそ、アットホームな雰囲気にあふれています。

盛岡スコーレ高校には、四季を通じてたくさんのイベントがあります。
さまざまな体験や経験を通して高校生活を楽しんでいます。

個人面談
高校総合体育大会

●

●

前期中間考査●

スポーツ大会●

芸術鑑賞会●
Jun.

創立記念日
三者面談
夏休み

●

●

●

夏休み報告会●

前期末考査
はぁもにぃ展

●

●

スコーレ祭●

後期中間考査
研修旅行
ツリー点灯式

●

●

●

クリスマス会
保護者面談
冬休み

●

●

●

新年言志発表会●

進路報告会
学年末考査
歓送会

●

●

●

卒業式
個人面談

●

●

終業式
春休み

●

●

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

緊張の入学式。

園児と一緒に
紙のこいのぼり作り。

すいか割りをしました!

鞍掛山登山。今年は晴れるかな？

恒例の大食堂、
おばけ屋敷が人気。
遊びに来てね！

研修旅行。
広島・関西コースチームで

グリコポーズ！

スケート教室。
初めてスケート靴を履いたかも？

年の初めに、聖書の中から
自分の気持ちに合ったことばを探して、

画仙紙に筆でしたためます。

卒業生を送る「先生バンド」

黒板アートで卒業生を
見送ります。

みなさんと一年を

過ごせるのを

楽しみにしています!

優勝チームには、ご褒美も。

【大学】 ●盛岡大学 ●東北芸術工科大学 ●八戸工業大学 ●青森大学 ●京都造形芸術大学 ●東北公益文化大学 ●東北生活文化大学 ●函館大学 
●城西国際大学 ●江戸川大学
【短期大学】 ●盛岡大学短期大学部 ●岩手県立大学宮古短期大学部 ●城西短期大学
【大学校・短期大学校・専修学校等】 ●岩手県立産業技術短期大学校 ●岩手県立農業大学校
【専門学校等】 ●北日本カレッジ（医療福祉・ヘア・調理） ●学校法人龍澤学館MCL専門学校グループ（ビジネス・福祉・ペット等） ●学校法人コアト
レース（ビジネス・福祉・調理） ●上野法律ビジネス専門学校 ●盛岡社会福祉専門学校 ●専修大学北上福祉教育専門学校 ●岩手県立宮古高等技術
専門校 ●岩手県立二戸高等技術専門校 ●辻製菓専門学校 ●エコール辻東京校 ●盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 ●仙台ウェディング＆ブラ
イダル専門学校 ●スーパースイーツ製菓専門学校 ●東北電子専門学校 ●崇実大学語学堂  他
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〒020-0851 岩手県盛岡市向中野五丁目5番1号
TEL
FAX 
URL  

●
イオンモール盛岡南

北
上
川

● ホーマック盛南店

ヤマダ電機 ●

杜
の
大
橋

明
治
橋

南大
橋

中の橋

盛
南
大
橋

盛
岡
駅

●
岩手県庁

●
ツルハドラッグ

向中野小学校
●

●
岩手トヨペット

●
盛岡商業高校

● 諏訪神社

南部屋敷 ●

至 盛岡駅

至 盛岡南 I .C

西松屋 ●

ヤマダ電機 ●

右折禁止

●
ファミリー
マート

● ツルハドラッグ 

仙北町駅西口より徒歩20分

ゆいとぴあ東線 「よぼういがく協会」行
→「盛岡スコーレ高校前」バス停下車

飯岡線「矢巾営業所」行
→「向中野四丁目」バス停下車

盛岡駅から　約12分

バスセンターから　約12分

バス（岩手県交通）

電車（東北本線）

 019-636-0827
 019-636-0830
 www.schole.jp/highschool/

盛岡スコーレ高等学校

盛岡スコーレ高等学校

盛岡駅発

盛岡駅発
バスセンター経由
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