
【中央館４階】 【中央館４階】 【中央館４階】

１Ａ 錯覚の部屋 １Ｂ 世界の高校生 １Ｃ 縁日

みんな揃って、騙されよう 色々な国の高校生について 目指せ！高得点！

調べたので是非来てください！ 　　　祭りを思う存分楽しもう！

【中央館５階】 【中央館５階】 【中央館５階】

１Ｄ バスボム作り １Ｅ 校内スタンプラリー １Ｆ 脱出ゲーム

カラフルなバスボム作りができま 校内にちらばった１Eの生徒達を 閉鎖された１-Fから謎を解き、

す！１-Dで待ってます！！ 探すことができるかな？ 華麗かつスムーズに出よう！

【中央館６階】 【中央館５階】 【中央館４階】

１Ｇ ビリヤード＆ダーツ １Ｈ 縁日．展示 １Ⅰ バルーンアート、プラ板など

君の心にジャストミート！ 世界の縁日に関して体験・展示 生活を彩るグッズを作ろう！

を行います。ぜひ来て下さい！ 材料は無料で準備しております。

【西館３階】 【中央館５階】 【中央館５階】

１Ｊ 調べ物、箱当て、射的、 １Ｋ 展示物 １L 上野周辺再現プロジェクト

もぐらたたき

景品だけじゃなく、元気ももらお １Kの生徒が協力して作りました 教室の中で繰り広がる上野の街を

う、MKJラララランド 是非見に来て下さい！ ぜひ見に来てください！！

1
年
生
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【中央館４階】 【中央館４階】 【中央館４階】

１M 迷路＆クイズ ２Ａ フルーツ飴･ハリボーサイダー ２Ｂ 甘味処　白玉

大人から子供まで、みんなが 平成最後の夏をまだ満喫できてい 白玉をアイス（愛す）君なら

楽しめます！いいよ！こいよ！ ないそこのあなた!まだ間に合う! 何をのせる？

【中央館３階】 【中央館３階】 【西館３階】

２Ｃ スタジオ　Cブリ ２Ｄ ジュンコのタピオカ屋さん ２Ｅ 縁日 ～高木神社～

全米を泣かせたい!!渾身の動画を 美味しいタピオカとフルーツポン ～高木神社～

是非ご覧ください！！！ チ屋さんです!ぜひ来てください！ 担任の高木先生、祀ってます。

【西館２階】 【中央館３階】 【中央館６階】

２Ｆ トイ・フード・マサシ ２Ｇ そうめん ２Ｈ 箱の中なんでしょうゲーム

お菓子の家にあるアトラクション 今までになく岩倉初!!この季節に 箱の中を当てられた人には景品も

で遊んでみませんか? ピッタリなのでぜひお越しください。 あるので、ぜひおこしください。

【中央館３階】 【西館２階】 【中央館５階】

２Ｉ フロート ２Ｊ ダンボールクラフト＆メイズ ２Ｋ Hotsandwich＆ChocoBanana

他の店では食べることができない ダンボールの限界に挑戦!! みんな大好きなチョコバナナ＆

フロートが味わえるかも ぜひ２年J組へお越しください!! ホットサンド！お待ちしています!

１
年
・
2
年
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【中庭】 【中庭】 【中庭】

３Ａ　じゃがバター ３Ｂ やきとり ３Ｄ 揚げ物屋

ほくほくのじゃがバター！ 腹減った、、、、腹減らない？ 福田先生率いるD組の熱い熱い！

おいしいトッピングがたくさん！ そんじゃ、3Bが焼いてやるか！ 揚げ物をぜひ！！～火傷に注意～

【中庭】 【中庭】 【中庭】

３Ｅ 餃子（焼餃子と水餃子） ３Ｆ たこ焼き ３Ｇ カレー

おいしいよ～！おいしいよ～！ ３年F組「たこ焼き」をぜひ食べ 安くて美味しい!!お腹がすいた時

おいしい餃子を食べにこいよ～！ に来て下さい！ はぜひカレーを!!

【中庭】 【中庭】

３Ｈ ホットドッグ ３年ＩＪＫ 焼きそば

スポーツクラスが作るホットドッ 魂削って中庭で焼いています。

ク。ぜひ食べに来てください！ 来てね。

３
年
生
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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 飲み物 English　　Quiz

今年も校舎裏でひっそりと運転！ 今年も剣道部で飲み物を販売しま 英語のクイズや展示をします。

ぜひお越しください。 す。ぜひ買ってください。 ぜひ来てください！

【西館３階】 【中央館４階】 【中央館６階】
山岳・ワンゲル部 文芸デザイン部　 書道部
山岳用品等の展示 部誌の配布、缶バッチ製作 作品展示

　

山岳用品を展示しております。 今年も部誌を無料配布します！ 日々の練習で作製した作品を展示

興味ある方はぜひお越しください。 他にも企画をするので来てね！ しています。ぜひご覧下さい。

【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 イワクラジオ、人形焼き 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 中央館５階からラジオ放送をお届 スカイツリーとの記念撮影と写真

美味しいです！待ってまーす！！ けします！カフェにも来てね！ 展示をしています！！

【中央館６階】 【中央館６階】【体育館】 【中央館５階】【体育館】
商業研究部 ラクロス部 サッカー部
本格的なカジノゲーム パンケーキ お絵かきおせんべい、キックターゲット

今年は「常識力テスト」ではなく 今年もやります！！おいしいパン 今年も開催!!お絵かきせんべい!!

カジノをやります！遊びに来てね ケーキ食べに来てください！ 体育館ではサッカーもできます!!

部
活
動
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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
鉄道部品、レポート 実験 Nゲージ運転体験etc．．．

鉄道についての色々なことを研究 今年も東館４階の理科室で実験を Nゲージ体験運転は無料でできま

しています。 行います！ぜひ来てください！ す！お気軽にお越しください！

【体育館】 【体育館】 【体育館】
テニス部 バスケットボール部 吹奏楽部
ストラックアウト Let's　try　Free　shot!! スペシャルコンサート

テニス部は、ストラックアウトを この機会に、バスケットボールを 大迫力で表情豊かなサウンドをぜひ

します。参加お待ちしております。 一緒に体験してみませんか？ お楽しみください！！！

【体育館】 【体育館】【北館３階】 【体育館】
演劇部 ダンス部 卓球部
つむじ ダンス発表 スポッチャ

４年目になる文化祭発表。今年も 見なきゃ絶対損!！ぜひ見に来て下 初心者も経験者も７F体育館で卓球

頑張ります！ さい。 をやりませんか？

【北館３階】
ギター同好会
Rock in　ギタ同

我らギタ同と共に暴れたい者たち

よ！北館３階に集え！！

部
活
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【中央館１階】 【中央館１階】 【中央館３階】
電車運転シミュレータ 保健委員会 図書委員会
シミュレータ体験、電車ぬりえ 間食について 古本市、ポップコンクール

午前・午後とも整理券を配布しま 委員会活動の様子や応急処置方法 集めた古本を安価で販売します！

す。お子様にはぬりえをどうぞ！ などを展示しています。 ポップ人気投票もぜひ！

【中庭】 【中庭】 【体育館】
ＰＴＡ 同窓会 岩倉ピアノの会
ホットドッグ＆あんバタ トートバックとタオル販売 第3回演奏会♪

今年はホットドッグとあんバタを 岩倉高校同窓会アイテム販売！ グランドピアノの音色を耳に

やります！食べに来てね！ 昨年度も大好評につき完売！ 夢見るようなひとときを・・・♪

【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お楽 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

しみ下さい♪ 披露します！見に来て下さい。 い効用を再発見してください。

そ
の
他
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