
【中央館４階】 【東館３階】 【中央館４階】

１Ａ 脱出＆謎解きゲーム １Ｂ トロッコアドベンチャー １Ｃ 縁日

警察でも解けなかったある事件。 トロッコに乗ってシューティング あなたを昭和の世界へ…！気にな

あなたはこの謎を解けますか？ ゲーム！高得点を狙え！ るあの人と来て下さい…♡

【中央館５階】 【中央館４階】 【中央館５階】

１Ｄ ゲームセンター １Ｅ なんでも卓球 １Ｆ 射的

～秘密のゲームセンター～ いろんな物をラケットとして、卓 恋しい祭り！射的だけではありま

D組一同おまちしています。 球できます！ぜひ来てください★ すが、もう一度楽しんでみよう！

【中央館４階】 【中央館５階】 【中央館５階】

１Ｇ ゴリラの一生ゲーム １Ｈ スポーツパフォーマンス １Ⅰ すごろく

あなたもG組のみんなと一緒に スポクラだからこそできるパフォ Welcome to the Japaripark.

ゴリラになってみませんか？ ーマンスです！ぜひ来て下さい。

【中央館５階】 【中央館４階】

１Ｊ ダンボール迷路 １Ｋ ペーパークラフト

君は常識問題を解けるのか？さぁ 空から上野を見てみよう！

問題を解いて自分を知ろう！！！
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【中央館４階】 【カフェテリア】 【カフェテリア】

２Ａ フロート、コロコロパンケーキ ２Ｂ ポップコーン、タピオカ ２Ｃ アイスの実inサイダー

冷たいフロートと小さくておいし カフェテリアにて、ポップコーン インスタ映えするアイスの実in

いパンケーキ食べたくない？ とタピオカ販売!!　是非来てね♥ サイダー！ぜひ来てください！

【中央館６階】 【中央館４階】 【中央館５階】

２Ｄ VS柳 ２Ｅ チョコソースバー ２Ｆ チュロス

みなさんご存じのゲームが盛りだ チョコレートが大好きな人は、ぜ 食後のお口直しにいかがですか？

くさん！ぜひ遊びに来て下さい。 ひ1度食べに来てください！ 是非、お越しください！

【西館２階】 【中央館６階】 【西館３階】

２Ｇ ワモッフル ２Ｈ 謎な駄菓子屋 ２Ⅰ スライム教室 （しおり、ミサンガ、プラ板）

モッフル・ワッフルあるよ～!! ぜひ得をしに来ていただきたい。 小さなお子様も楽しめる工作。企

おいしいのでぜひ来て下さい!! 画ももりだくさんです！！

【西館２階】 【中央館５階】

２Ｊ ボウリング、的当て、射的 ２Ｋ ゴルフ＆カジノ

まずウチさぁ、ボーリングあるん 初心者でも歓迎です！生徒が撮影

だけど、やってかない？ したPVやドラマも是非！
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【中庭】 【中庭】 【中庭】

３A＆B じゃがバタ＆フランクフルト ３C ケバブサンド ３D やきとり、カレー

熱いじゃがバタとフランクフルト ケバブオイシイヨ！ソコノオニイ おいしいやきとりとカレーがあり

の激しいマッチをお楽しみに！ チャンタベテカナイ？ ます。ぜひきてね！

【中庭】 【中庭】 【中庭】

３Ｈ ぺちゃやき、パスタあげ ３Ⅰ ラーメン、アイス ３年運輸科 焼きそば

３－Hはたこ焼きをベースにして スポーツクラスらしいラーメン、 今年の運輸科は全クラス合同！

作るぺちゃ焼きやるよ皆来てね！ アイスを提供します！ 是非おこしください！
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【中庭】 【中庭】 【中央館３階】
工作研究部　 剣道部　 英語部
ミニＳＬ運転 ジュース売り クイズと展示

今年も校舎裏でひっそりと走りま 冷たい飲み物を剣道部の情熱とと You can do it！Let's try！！！

す。是非おこしください。 もにお届け！中庭でやってます！

【西館３階】 【中央館４階】 【中央館６階】
山岳・ワンダーフォーゲル部 文芸デザイン部　 書道部
山 部誌の配布、缶バッジ製作 作品展示

　

展示しています。是非見に来てく 毎年恒例のともしび配布です。 小さい作品から大きいものまで

ださい。 その他企画も予定しています。 展示してます！ぜひお越し下さい

【中央館６階】 【中央館５階】 【中央館６階】【屋上】
柔道部 放送部 写真部
団子、どら焼き 人形焼・イワクラジオ スカイツリーとの撮影、写真展示

柔道部の団子とどら焼きは最高に 浅草は仲見世通の人形焼と、終日 スカイツリーとの撮影と写真展示

美味しいです！待ってまーす！！ イワクラジオをお届けします！！ やってます！！

【中央館５階】 【中央館６階】【体育館】 【中央館６階】【体育館】
商業研究部 ラクロス部 サッカー部
常識力テスト ラクロス部のデザート おえかきせんべい・キックシュート

今年もやります！常識力テスト 毎年恒例！ラクロス部によるデザ 今年もやります！おえかきせんべ

ぜひ挑戦しにきて下さい。 ート販売！ぜひおこしください！ い！体育館でもサッカーしよう！
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【東館２階】 【東館４階】 【西館４階】【屋上】
鉄道研究部 理化部 鉄道模型部
部品展示・作品展示 実験ショー 模型の体験運転、５インチゲージ

入場券を入鋏してもらった先にあ 今年も実験ショーをおこなうと みんな大好き鉄道模型です！！！

る鉄男の世界とは…！？ 思います。是非来て下さい。 屋上では５インチ列車に乗れます。

【体育館】 【体育館】 【体育館】
テニス部 バレーボール部 バスケットボール部
ストラックアウト バレーボール フリースロー

　

ラケットを使った的当てゲーム 初心者大歓迎!!みんなで楽しく 今年も体育館でフリースローやり

的によってはプレゼントが..？ バレーしよう♡ ます。来てね。

【体育館】【北館３階】 【体育館】 【体育館】
ダンス部 演劇部 吹奏楽部
ダンス発表 劇 スペシャルコンサート

ダンス部の奴らが本気で踊るらし 笑いあり、涙あり。私たちの舞台 一日目は中学生と合同演奏をやり

いぞ！？見に行くしかなくね？笑 をぜひお楽しみ下さい！ ます！体育館で盛り上がろう！！

【北館３階】 【北館３階】
卓球部 ギター同好会
スポッチャ ライブ

ねらってたおそう！ さぁつどえ！！勇者達よ！

Please come here. 北館三階で待ってるゾ。
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【中央館１階】 【中央館１階】 【東館３階】
電車運転シミュレータ 保健委員会 生徒会本部
シミュレータ体験、電車ぬりえ 間食について ＯＢ　Ｆａｃｅ Ｂｏｏｋ

午前・午後とも整理券を配布します。 委員会活動の様子や応急処置方法 ＯＢの皆さん！岩倉時代の友人・先生

お子様にはぬりえをどうぞ！ などを展示しています。 に会えるかもしれませんよ！

【中庭】 【中庭】 【体育館】
ＰＴＡ 同窓会 岩倉ピアノの会
ホットドッグ タオル販売 第２回演奏会♪

今年はホットドッグをやります！ 岩倉高校同窓会アイテム第３弾！ グランドピアノで奏でる美しい音色

ＰＴＡホットドッグ食べに来てね！ 昨年完売！先着○名、オマケ有！ に陶酔してみませんか？

【体育館】 【東館３階】 【中央館１階】
芸術選択 「音楽」 芸術選択「書道」 つつみ純子先生
大合唱ステージ 作品展示 風呂敷講座

1年生による迫力ある合唱を １年書道選択者が渾身の作品を 日本文化である風呂敷の素晴らしい

お楽しみ下さい♪ 披露します！見に来て下さい。 効用を再発見してください。
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