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〜 学ぶ 楽し さ と 新 し い発 見を 〜
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〔大学・短大等の進学先の例〕
岩手県立大学、岩手医科大学、盛岡大学、富士大学、東北芸術工科大学、東北公益文科大学、東北生活文化大学、目白大学、
淑徳大学、岩手県立大学盛岡短期大学部、修紅短期大学、東北生活文化大学短期大学部、東北女子短期大学、函館短期大
学、青森明の星短期大学、桐朋学園芸術短期大学、岩手県立農業大学校、岩手県立産業技術短期大学校
〔専門学校等の進学先の例〕
北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ、菜園調理師専門学校、辻製菓専門学校、盛岡医療福祉専門学校、盛岡情報ビジネス専門
学校、北日本医療技術専門学校、北上コンピュータ・アカデミー、日本工学院専門学校（芸術専門課程）、専門学校東京アナウンス
学院、岩手県立二戸高等技術専門校、岩手県立宮古高等技術専門校
〔就職先の例〕

第１回オープンスクール
７月１７日（金）のオープンスクールには、多数の生徒の皆さん、保護者の皆様にお越
しいただき、当初の予想を上回る約２００名以上の参加がありました。猛暑の中での開
催となり、会場は大変暑く、また、行き届かなかった点も多々あったことと思いますが、本
校への理解を深めていただく機会となりましたら、幸いに存じます。次回は１０月２７日
（火）の開催予定です。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

過去３年間（平成24〜26年度）の進路内定状況（平成27年9月現在）

つる家（京都市 料亭）、菊の井（京都市 料亭）、重慶飯店（横浜市）、南国酒家（東京都）、渡り温泉、東家、ホテル東日本、南部
屋敷、三寿司、日清医療食品、伊東園（東京・ホテル）、川徳、岩手農協チキンフーズ

全体説明会の 様子

校内見学の様子

第１回体験授業

卒業生の声
小笠原早奈美 さん
（平成25年度卒業）
河南中学校出身

仁平七瀬

「目白大学
外国語韓国語学科」

「岩手看護専門学校卒→
盛岡つなぎ温泉病院 勤務」

スコーレ では高 校生 のう
ちか ら韓 国語 を学 ぶこと が
でき、韓 国語 弁論 大会 な
どにも参加できたこと が今の
自信につながっています。

ス コーレ で選択 した福 祉
の授業が私の背中を押して
くれました。今は正看護師 と
して働いています。

さん
（平成22年度卒業）
飯岡中学校出身

８月１日（土）の体験授業にも、たくさんのご参加を頂きました。５つの授業から選択して体験していただきましたが、概ね、好評を
頂きました。少しでも進路の参考になれば幸いです。御礼を申し上げます。次回は１０月３日(土)の開催予定です。

石山裕子

さん
（平成16年度卒業）

赤崎中学校出身

「盛岡大学卒→石神の丘美術館 勤務」

大瀧香純 さん
（平成24年度卒業）
ホームスパンを体験しよう

スイーツを作ろう

演劇体験をしよう

「川徳百貨店

下橋中学校出身

勤務」

人と関 わる 仕事がしたいと思っ たのは、スコーレでたくさんの友
達に恵まれたから。笑顔には笑顔が返ってくること を学びました。

カレーをつくろう

動画をつくろう

一部アンケートご紹介
糸つむぎがとっても楽しかったです。最初は上手にできなかっ たけれど、先生がやさしく教えてくださって、うまくできる
ようになったので嬉しかっ たし、ハマり ました。

私は石神 の丘 美術館で学芸員と して働いて
います。学芸 員になりたいと思っ たきっかけは、ス
コーレの授業でし た。芸 術鑑賞と いう贅沢な時
間。その授業で感
じ たこ と が 、今 の
私 へつなが っ てい
ます。

夏休み報告書

在校生の声

３年 Ｎ くん （ 乙部中学校出身 ）
夏休み中、進路実現のために、京都へ職場実習に行って来ました。
１年目の先輩と ２人でまかない作り もしま した。１時間で４０人分 位
の主菜、副菜、汁物を作 らなければならないのですが、作っている 最
中も 仕事を頼まれて、時間内に出 来ませんでした。研 修を通して学
んだことは、学校の調理実習は就職してから確実に役に立つこと、コミュ
ニケーション能力が重要だということでした。
２年 Ｅ さん （ 見前南中学校出身 ）
夏休み中、家庭菜園にチャレンジしました。以前から植物が好きで、
ずっと挑戦したいと思っ ていまし た。「きゅうり 」ならプランターでできること
を知り 、始めてみることにしました。一番大変だっ たのは、毎 日の水 遣
り でした。母の力も借 りましたが、少しずつ花も咲き、実もなってきま し
た。初めて野菜を育てて思ったことは、と ても手間が掛かること、物 事
を継続することは大切だということでした。

スコーレで気に入っていることとは？
何でも自分で選べるところ。先生も生徒もみんな個
性的なところが好き。先輩後輩も仲がいいし、友人
のように接しています。

学年みんな、先生方と昼食を食べる「学年食」がとっても楽しみ。スコーレの授
業は、机以外での学習が多いところも気に入っています。

チューター制についてどう思う？

９/１８（金）〜２１日（月） アイーナ５Ｆ
１０時〜１９時（最終日１５時）
スコーレ祭
１０/１７（土） ９時３０分〜１５時３０分
（入場は１５時まで）

スコーレは、先生と生徒の親密度が違う。あだ名はもちろん、○○ちゃんとか○
○くんとか、みんな親しみを込めた呼び名で呼んでいます。

１年 Ｙ さん （ 大宮中学校出身）
私は、夏休みに3泊4日で「あし なが育 英会奨学生のつど い」に参
加し ました。私は人見知り をするので、初めは行きたくない気持 ちで
いっ ぱいでし た。しかし 、実際に行ってみる とたくさんゲームを したり 一
緒に歌を歌っ たりして互いの名前を覚えることができました。最後の日
には、なぜ自分が奨学生になったかを話し合うことができるようになり、
とても良い仲間をつくることができました。

スコーレＴＯＰＩＣＳ

農場だより

本校の標準服

クラブ活動

はぁもにぃ作品展９

自分に合った先生を選べるから、いいと思う。進路相談でも何でも、親身になっ
てくれるのが嬉しい。

ホームマネージメント部
「第６回 チョリコン製菓の部」
で賞をいただきました →

スコーレ高校では、生徒たちが敷地内 にあ
る農場で野 菜を育てています。校内や、隣 接
する幼稚園の保護者の方への販売実習も 行
なっております。

「自分達でご飯を作って食べる」 って、ホント？
本当です。学年食と言います。 調理選択
のクラスでは、当番制で学年分の食事作り

・ すいか
「紅まくら」という品種です。４０ｃｍ以上 ある 大
きな横長のすいかです。とても赤くて甘いです。
生産者 がカットして販売 しています。

を担当します。学年食は週に１回。仲間が

・ とまと
と れたてのと まと は洗っ ていないのに表面に水
滴ができています。調理 の授業では、おいしい
トマトをきれいなバラにしたてた一皿も。

何かな？

作った食事を食堂に集まってみんなで食べ
るなんて、まるで家族みたい。おいしい食事

学年食の様子

に会話も弾みます。さあ、今日のメニューは

調理室の様子

・ とうもろこし
とうもろこしはそのまま食べてもおいしいですが、
ポップコーンにしてもおいしいです。理科室では
とうもろ こしを 乾燥させて、ポップコーンのもと を
作っています。
特設クラブ
「岩手県高等学校１年生テニス選手権大会優勝」
紺野伊吹くん（北上中学校出身）

上：芳賀智穂さん（宮城・栗駒中学校出身）
下：鱒沢楓さん（紫波第三中学校出身）

・ びっくり野菜
スコーレ の農場は栄養満点 。野菜がみる みる
大きく育ちます。このズッキーニは40ｃｍ以上あ
りました。

実際の手づくり 食事

心を込めて作っ ている様子

