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〔大学・短大等の進学先の例〕
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盛岡大学（文学部日本文学科）

〔専門学校・専修学校等進学先の例〕
盛岡大学短期大学部（幼児教育科）、岩手県立産業技術短期大学校（電子技術科）、東京ビジュアルアーツ（音響・コンサート学科）
エコール辻東京 （辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ）、エコール辻東京（辻製菓マスターカレッジ）、北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ

スコーレＳｕｃｃｅｓｓ Ｓｔｏｒｙ

（高度調理科、高度製菓衛生師科）、大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校盛岡校（教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
介護福祉士コース）、盛岡情報ビジネス専門学校（ネットワーク科・情報ビジネス科）

千葉 達仁
「東北生活文化大学家政学部生活美術学科」

平成２６年度卒業 花巻中学校出身

岩手県立農業大学校（農産園芸学科）、仙台コミュニケーションアート専門学校（クリエーティブコミュニケーション学科）、専門学校東京アナウンス

くん

学院（放送声優科）、盛岡ペットワールド専門学校（ペット美容トリマー科）、専門学校 盛岡カレッジオブビジネス（ブライダルビジネス科）
盛岡医療福祉専門学校（介護福祉科）

私は、絵を描くことが好きでスコーレに入りました。一口に美術といっても学べる分
野 は幅広く、デザイン・絵画・機 織り・彫刻・木工 と種類豊富 です。こんなに幅広 く
学 ぶことができる高校は他にないと 思いました。さらに、スコーレの良いところは、授業を自分で選び自分だけの時間割 を
作れるというところです。美術に関係する様々な授業を選択し学ぶことができました。中身の濃い有意義な時間でした。
放課後は、美術部で活動しました。美術室には、画材が多く用意されており 、私は作品制作に没頭することができまし
た。また、作品制作の際には、美術の先生がアドバイスをしてくれました。絵を描くのに、とても いい環境でした。自分の好

〔就職先の例〕
◆調理 株式会社菊の井、株式会社つる家、有限会社村幸（レ ストランむら八)、ＫＰＧ ＨＯＴＥ Ｌ＆ＲＥ ＳＯＲＴ（熱海ふふ）
株式会社長栄館、株式会社重慶飯店、社会福祉法人 藤実会 都南あけぼの荘、川村商事有限会社（すノ家）、花巻温泉株
式会社 ◆事務・販売・接客 休暇村乳頭温泉郷、株式会社ア スター 紫苑（ホテル紫苑）、株式会社共立メンテナンス（箱根
湯本温泉 月の宿 紗ら）、株式会社花耶 ◆製菓・食品・他 太子食品工業株式会社、岩手県北自動車株式会社
株式会社白鳩、株式会社いんべクリーニング、わかば食品株式会社、株式会社サンクスジャパン、有限会社風月堂、株式会社
藤商事(パン・洋菓子の製造)

きなこと が、思いっきり のびのびとできた3年間でした。スコーレで過ごした日々は何事にも代えがたい大切な宝物です。

卒業生の声
藤井仁美

さん

（平成26年度卒業） 秋田・平和中学校出身
「国際介護福祉専門学校こども学科（幼稚園・保育士コース）」

櫻田昌希

くん

（平成26年度卒業）東京・浅川中学校出身
「東北芸術工科大学芸術学部美術科（版画コース）」

私は高校三年間を桐花寮で生活 しました。入寮当初は

私は美術部 に所属していました。美術 の先生方は個

ンにこの学校のすべてが凝縮されています。ただ一人うつむきかげんにしていた友に対しても、優しさと励ましの拍手が自 然

ホーム シックになってしま い、夜に部屋 で泣いたことを覚 えて
いま す。寮 で過ごし て一番 変わったもの は家族への 気持ち

性的で活動は充実し ていました。毎日放 課後に作品制

と 子どもたちの中から生まれていました。

です。離れて暮らすことで家 族への思い や苦労がとてもよ く

して、３年生になり進路を考えるにあたり、美術を もっと学

見えてきま した。母からのメー ルや電話には何度も元気 をも

びたいと思 うよ うになりました。家業を継 ごう と考えていた

「 卒業式後の最後の学活」。子どもたちが胸を張り、笑 顔と涙で担任の先生から一人ひとり 卒業証書を受け取るシー

その拍手は、「あなたはここにいていいのですよ」という受容する温かな拍手でした。きっと子どもたちは、日々 このメッセージ
を感じ取っ て高校生活を送っていたのでしょう。

作をし 、２年生では高校美術工芸展で入賞しま した。そ

らい助けられま した。母が「寮に入れて良かった。確 実に大

私は、チューターや美術の先 生に相談したところ、真剣に

人になったよ 」と言ってくれたので 、私は辛くても三年間頑張

なって考えてくれま した。そして、「東北芸術工科大学」を

「当たり前」でありながら、現代社会においてとかく軽視されがちな「当たり前」がスコーレ高等学校にはあります。

ろう と思う ことができまし た。父も毎回ここぞという とき に助けて

薦めていただき ました。私は内心 「あ んなにハード ルの高

振 り返ると入 学式当日、希望 しながら入学したにもかかわらず、多くの子がうつむいていた姿 が思 い出 されます。しかし、

くれまし た。いつも家族のことを一番に考えてくれて、家族の

い大学に入れるはずがない」と考えていました。しかし 、学

学 校生活を送るにしたがっ て眼差しは徐々に上を向 き、気づけば家庭での話 題は高校生活のこと が多くを占めるように
なり、将来のことも口にするようになっていました。

ために働いてくれた父の存在があ ったから、私はスコーレに入

校見学にい き、学校 にただよ うただならぬ雰囲気におされ

学し学ぶことができま した。寮に入って大切な友人もできまし

て、次第に「どう しても入学して美術を勉 強したい」と思 う

高 校全入時代と言われますが総合学科と して生徒一人ひとりを大切にし 、学びなおしをサポートして力をつけてくれるの
が盛岡スコーレ高等学校の良さです。
今後ますます少子化の一途をたどりますが、オープンスクール等を通して多くの方々が貴校の良さを理解し、門戸を叩 くこ
と を卒業生の保護者と して願っており ます。
平成２６年度卒業 千葉達仁くん 保護者
千葉育子 様

た。三年間一緒 に生活を したか らこそ得ることができ た友情

よう になりまし た。それからは、先生方 の力を借りてなん と

だと思います 。寮での生活 で「規則正しい生活を 送る大切

か合格 することができ まし た。東京の 親元から離れ て入

さ」「集団で暮らす大 変さ」「集 団をま

学した時は、何の目標も無かった私

とめる難しさ」を 学びました。苦し いとき

が、こう して自分 の好き な道 を見つ

もありまし たが、支えてくれた先輩や同

け、進 学す ることがで きたの は私に

級生、後輩のおかげで卒業を迎えるこ

関わってくれた全ての先 生方と友人

とができ ました。

のお陰です。

スコーレ・高校生レストラン

スコーレってどんなところ

入学 相談会

スコーレに通う 生徒たちはみんな、表情が豊かで個性的。その理由は、それぞれが自分の目標

あなたが調理の現場で働く夢を叶えていきます

１２月 ５日（土）
１２月１８日（金）〜２２日（火）
※２０日（日）除く

に向かって進んでいるからです。
生徒の自主性を尊重するスコーレでは、入試の学科試験はありません。生徒の「やってみたい！」
という気持ちをとことん応援するのがスコーレなのです。
まるで大学のキャンパスのよ うなステキな校舎と、自由で明 るい雰囲気がみんなを 待って
います！

入試や入 学後の学校生活
に対する不安 、疑問 にお答
えします 。ひ とりの参加 も保
護 者の 方との 参加 も大歓
迎です。

オープンスクール
１２月１１日（金）
今年 度最後のオープン スクール です。
校内を一巡りして、スコーレ のさまざま
な施 設をご紹介。 入試説 明など も
行ないます。

スコーレＴＯＰＩＣＳ①
「キッチントマト」 ってなに？

スコーレＴＯＰＩＣＳ②
バラエティに富んだ選択科目！

献立作りから栄養価計算、食券販売、食材購入、調理とすべて

総合学科のポイントは、とにかく何でも挑戦できること。学校だから失敗しても大

生徒たちによって運営されている学校内のレストランが「キッチントマト」。

丈夫。社会に出る前にいろんなことを体験し、「自分には何が向いているのか」「自

調理師養成課程に組み込まれた当番制の体験学習で、食品流通

分には何が必要か」を見つけることが大切です。たくさんの選択科目には、興味をひ

の仕組みや経営について学びます。自分たちの求めるものを、自分

くユニークな授業が盛りだくさん！

流に実践できるのが何よりの楽しみ。ちなみにランチは一食４００円で、
４０食限定。毎回人気で、売り切れも続出！

・工芸 「機織り」
今では、ほとんど見ることのなく
なった「機 織り」。細 かい作 業
に悪 戦苦闘し ながら、長い 時
間をか け一枚の布を 織り上 げ
ます。

・農場 「草花」
土に親しみ、ガー デニン グや野
菜、花づくりを体験 。収穫 した
もの を調理し たり、フラワー アレ
ンジ メン トの学 習に役 立てたり
します。

スコーレ高校のホームページがリニューアルしました！より 新しい情報が満載です。
高校生レストランも詳しく知ることができます。ぜひ、一度チェックしてみてね！

