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そのとき、私が輝く。
10年後の自分を想像してみる。

私は、夢をかなえて幸せだろうか？

社会の進化や豊かさに貢献できているだろうか？

その姿は、今はハッキリと見えない。

だからこそ、今をどう生きるかが大切なんだ。

勉強にもスポーツにも大好きな趣味にも

全力でチャレンジし続けることで、

自分のつかみ取る未来が少しずつ見えてくる。

そう。すべてに前向きに挑戦する私は、

きっといつも輝いている。

BE A RISING STAR!

IWAKURA
HIGHSCHOOL
2020

A TIME
TO
CHALLENGE
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夢の教員を目指して、
人間性を磨いていきたい。

S特コース 1年 Y.U.さん

クラスの雰囲気は、とてもいいですよ。S特だからみんな真面目かというと、そうで

もないですね（笑）。休み時間は仲間とふざけ合っています。授業はまだ始まったば

かりですが、iPadを使った学習がとても印象的でした。得意な教科は地理です。も

ともと好きな分野なので。部活は陸上部で長距離を頑張っています。目標は、関東駅

伝で3位以内に入ること。個人記録では今3000mで10分36秒なのですが、9分30…

いや！10秒を切りたいですね（笑）。通学に1時間20分かかるので、勉強と部活の

両立は楽ではありません。ですが、夜は睡眠をよくとり4:00起きで勉強に取り組

む生活を実践して、乗り越えていきたいと考えています。将来の夢は、中学校の社

会科の教員です。なぜ中学かというと、学力の高い生徒も低い生徒も揃っている

から。成績の低い生徒を引き上げられる先生になりたいんです。そのために、人への

優しさや心の豊かさなど、自分の人間性を磨いていきたいと思います。

普通科 [  男女共学  ]

・S特コース ・特進コース ・総進コース ・L特コース

すべての生徒が「10年先の自分」をイメージ
しながら主体的に学ぶ学習環境。

GENERAL COURSE

生徒一人ひとりの個性や目標に合わせたコースで学びます。
自分に最適なカリキュラムで精いっぱい努力して、確かな未来をつかんでください。

教育体制EDUCATIONAL SYSTEM

普通科 運輸科

1
年
次

コース変更可能

志望する大学やそれ以上の難関校への
入学に導くきめ細かい教育を行う

多様化する鉄道ビジネスに対応する
実践的で総合的な専門教育を行う

普通科は、幅広い進路希望に対応する「S特」「特進」「総進」
「L特」の4コース編成。学習の成果によって、在学中に「総進」
から「特進」、「特進」から「S特」へのコース変更も可能
です。いずれのコースも「達成感の積み重ね」を大切にしな
がら、着実な学力向上を図っていきます。

運輸科では、安全の知識や車掌業務、運転技術などに関する
伝統の鉄道教育を軸に、観光やサービスの分野をテーマとした
専門的授業も実施。現代の多様な鉄道ビジネスに求められる
実践的な知識とスキルを、綿密に計画されたカリキュラムを
通じて身につけていきます。

文系 理系 文系 理系 文系 理系 文系 理系

国公立大学
早慶上理 ICU
海外大学

早慶上理
GM A RCH

日東駒専
4年制大学

専門学校および就職

筑波大
東京芸術大
日大芸術学部
体育系大学

 音楽系大学

S特コース 特進コース 総進コース L特コース

国公立や早慶上理など
難関大学の
合格をめざす

大学進学を中心に
様々な進路希望にも

対応可能

指定の部活動に
取り組みながら

難関大学合格をめざす

GMARCHなど
難関私大の
合格をめざす
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S特コース
ハイレベルな学びの中で
知的好奇心も満たせる

授業時間数の確保

S特コースでは、デザインされた環境の中で国公立大学や難関私立大学への
入学を視野に入れたハイレベルな授業が展開されます。複合的なスタイルで行っ
ており、身につけた考え方は受験にとどまらず社会人になっても活用できるこ
とでしょう。教科を超えた学びも盛んで、答えのない問いに立ち向かう真の探
究者の育成にも力を入れています。また大学教授を招いた講義や外国の学校
との交流なども進められ幅広い学びができます。

1年次は、週2回7時間目を実施することで、週36時間の
授業時間を確保します。また、放課後講習を選択することで、
8時間目まで受講することができます。

多様化する学びのかたち
主体的に学ぶ姿勢を養うことを第一に、学んだ知識を活用して
興味・関心のある内容を調べ、協働学習に取り組んでいきます。
考えをまとめあげ、プレゼンテーションする力も育てます。

［ 運動部 ］野球部 / 陸上競技部 / 柔道部 / ラクロス部 / バスケットボール部 / 

バレーボール部 / バドミントン部 / 卓球部 / ダンス部

［ 文化部 ］吹奏楽部 / 放送部 / 演劇部

生徒それぞれの目標や個性に最適なコースで、日々活発に学びます。
そして、一人ひとりの力を着実に伸ばしていくためには、多彩な視点と学びの場も大切。
岩倉では、各学年で教員が1つのチームとなり、生徒たちの現状を共有・把握しながら
通常授業以外にも多様な学習機会を設けることで、各自の成長をサポートします。

時間割（S特コース2年文系の場合）

特進コース
自分の興味関心を
さらに広げる時間がある

変化する英語の学び

特進コースでは、知識を得ることにとどまらず、身につけた資質や能力を相互
に関連づけ、学習や生活のあらゆる場面で活かしていくことを目標にして
います。授業においても対話が重視されており、先生やクラスメイトとの会話
や活動を通じて、自分自身の興味関心を広げていくことができます。校内
のネットワークを活用し、iPadを使った授業を展開することにより理解を
サポートしています。

基本となる英文を読む・聞く・書く・意味を理解したうえで話す
ことができれば、一生使える英語のベースができあがります。
入試へ向けて、外部検定試験対策も行っていきます。

ともに協力して学び合う
グループワークでは、自由に意見を交わしながら
新しいアイデアを生み出していきます。そして多彩な場で
プレゼンテーションを行うことで、表現力を磨きます。

時間割（特進コース2年理系の場合）

MON

1

2

3

4

5

6

7

TUE WED THU FRI SAT

化学 化学 現代文B 体育 数学II 物理 / 生物

柔道 / ダンス 数学II 現代社会 現代社会 化学基礎

家庭基礎 化学基礎 英語表現 II 現代文B 物理 / 生物 数学II

家庭基礎 数学II 数学B

数学B 物理 / 生物 保健 LHR

物理 / 生物 数学II 数学II 英語表現 II SDGs
プログラム

倫理（選択） 倫理（選択）

クラブ活動・ASIM

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

総進コース
学びのおもしろさに触れながら
あらゆる進路を考える
総進コースでは、基礎基本を身につけることを大きな目標としています。また
授業や学校行事を通じて学ぶことのおもしろさに気づくことでしょう。さらに
目指す進路が様々であることも総進コースの特徴です。大学に入学してより学
びを深めたい、専門学校に進んでプロフェッショナルを目指したい、就職し
て世の中に貢献できる自立した社会人になりたい…あらゆる希望進路に対応し
た指導を行っています。

1年次は週2時間の英語会話、2年次からは「チャレンジ」の
English ExpressionとOutputを通じて多彩な表現力を
身につけます（英語歌唱・英語劇・観光英語など）。

面接・小論文対策
AO・推薦入試対策の一環として「面接講習会」を設けています。
外部講師の方から、面接の作法を徹底的に学びます。小論文に
ついては、「小論文講習会」と「小論文模試」を実施します。

L特コース
部活動も勉強も頑張りながら
リーダーとなる素質を身につける

スポーツ・コンディショニング / 音楽 / 表現

L特コースは、特進コースと同じ進度の授業を受けながら難関大学などを目指し、
部活動でも頑張る生徒のためのコースです。授業の内容は易しくはありませんが、
クラスみんなが部活動でも活躍しながら、勉強にも打ち込んでいます。同じ環
境の仲間がいることはきっと励みにもなりますし、支えになってくれます。また
将来はどんな場面でも活躍できる人材を目指して、リーダーシップを発揮できる
プログラムが授業や学校行事に用意されています。

選手を管理しチームを強化するトレーナーのノウハウや
音楽スキル、ワークショップを通じた表現力などを身につけます。
未来を見据えながら高大連携の授業も実施していきます。

〈 Ｌ特指定部活動  〉

C ommunic at i ve Engl ish

時間割（L特コース2年理系の場合）

MON

1

2

3

4

5

6

7

TUE WED THU FRI SAT

化学 化学 現代文B 体育 数学II 物理 / 生物

柔道 / ダンス

数学II

現代社会 現代社会 化学基礎

数学II 化学基礎 英語表現II 現代文B 物理 / 生物

数学II 数学II 数学B

数学B 物理 / 生物 保健 LHR

物理 / 生物 数学II 数学B 英語表現 II SDGs
プログラム

クラブ活動・ASIM

スポーツ
コンディショニング
/音楽 /表現

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

柔道 / ダンス 数学II 化学基礎 現代文B

古典B

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

古典B 現代社会現代社会

英語演習 数学B 日本史B
/ 世界史B

日本史B
/ 世界史B

日本史B
/ 世界史B

日本史B
/ 世界史B

数学B 古典B 体育 現代文B 英語表現 II

家庭基礎

数学II

日本史演習
 / 世界史演習

日本史演習
 / 世界史演習

現代文B LHR

家庭基礎 保健 数学II 化学基礎 SDGs
プログラム

英語表現 IIコミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

英語演習 数学II

クラブ活動・ASIM

MON

1

2

3

4

5

6

7

TUE WED THU FRI SAT

あなたの進路希望をかなえる、4つのコース
GENERAL COURSE
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時間割（総進コース2年文系の場合）

MON

1

2

3

4

5

6

7

TUE WED THU FRI SAT

チャレンジ 現代文B 数学II 英語表現 I 家庭基礎

チャレンジ 数学II 数学II

古典B

小論文演習 現代社会 家庭基礎

体育 英語表現 I 柔道 / ダンス Communicative
English 古典B

数学II

Communicative
English 保健 現代文B

現代社会 LHR

現代文B 化学基礎 化学基礎 SDGs
プログラム

クラブ活動・ASIM

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

日本史B
/ 世界史B
/ 地理B

日本史B
/ 世界史B
/ 地理B

日本史B
/ 世界史B
/ 地理B



卒業生の姉のアドバイスで、
私も岩倉を選びました。

運輸科  1年 M .T .さん

鉄道が好きになったのは小学校の高学年の頃、家族で電車を使って遠出することが

多くなった時期です。姉も鉄道が大好きで、去年岩倉高校を卒業して京王電鉄に

入社したんですよ。「好きなことを学べて楽しいよ！」という姉のアドバイスもあって、

私も迷わず岩倉を選びました。クラスの印象は、想像以上にいいですね。みんな

が電車好きですし、運輸科ならではの授業を受けられますから。本当に入学して

よかったです。中学時代は吹奏楽をやっていたのですが、高校では放送部に入り、

朗読を学んで将来に役立てていきたいと思っています。これも姉と同じなんです

けど（笑）。特にためになるなと感じている授業は、日本史です。駅員になって、お客

さまにその駅の地元の歴史をお伝えできればいいなと思っています。そのようにお客

さまと近い距離感で仕事ができるコミュニケーション力を、高校生活で磨いていきた

いと考えています。そして、周りのことに気がつくスマートな社会人になりたいです。

運輸科 [  男女共学  ]

岩倉伝統の専門教育と実習授業を通して
現代の鉄道ビジネスを総合的に学ぶ。

TRANSPORTATION COURSE

進路先という人生の大きな決断に向けて、校内ガイダンスや内定者の報告会を開催し、
目標となる企業・進学先の情報をいち早く提供します。授業では、専門科目・普通科目の修得徹底と、
課題解決学習を推進。英語にも力を入れ、インバウンドに対応できる企業人を育成します。

ホスピタリティ 工業技術基礎

岩倉高校の伝統を誇る、鉄道専門教育。

TRANSPORTATION COURSE

特色ある授業

目標とする進路

機械製図・CAD・機械工作・溶接など、工業に関する基礎的な知識・技術を、実習を通
して学ぶ必修科目です。

駅務・車掌業務を円滑に行うために欠かせない「サービス介助」の内容を中心に学習していき
ます。「心からのおもてなし」を学ぶために、人間性を磨く実技・座学の授業があります。

鉄道実習 鉄道概論
鉄道の制度や歴史、鉄道を構成する線路・構造物・電気・信号などの設備、技術について基
本的な知識を修得し、社会全般に通じる幅広い考え方を学びます。

鉄道業務の現場を肌で感じることができるインターンシップです。業務の最前線を舞台に現
役の鉄道員と接することで、とても貴重な経験が得られます。

MON

1

2

3

4

5

6

7

TUE WED THU FRI SAT

体育 チャレンジ Communicative
English 現代社会 工業技術基礎 数学II

現代文B チャレンジ 化学基礎 英語演習 工業技術基礎 営業概論 II

古典B 数学II 現代社会 鉄道概論

鉄道概論 数学II ホスピタリティ I 柔道 営業概論 II 化学基礎

保健 現代文B 古典B LHR

数学II 現代文B 営業概論 II
SDGs

プログラム

クラブ活動・ASIM

コミュニケーション
英語II

Communicative
English

コミュニケーション
英語II

コミュニケーション
英語II

時間割（運輸科2年の場合）
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鉄道と密接な関係にある旅行業。国家資格である旅行業務取扱管理者試験合格に向けて挑
戦します。

課題研究
グループワークによって旅行プランを立て、校内でプレゼンテーションを行います。また、
「観光甲子園」本選大会出場を目指して取り組んでいます。

旅行業務取扱管理者

鉄道各社、運輸系企業各社、運輸観光系大学



春・夏・冬の定期講座

①大学入試対策：一般受験対策（受験に向けた各教科の講座）
②大学入試対策：推薦・AO面接講座／推薦・AO小論文講座／小論文模試
③就職対策：面接講座　④就職対策：筆記試験対策講座　⑤就職対策：時事問題講座クレペリン検査

AiGROW

進路講話
三者面談

 進路ガイダンス
オリエンテーション
チャレンジ
進路講話
二者面談（進路希望調査）  スタディサプリ

 系統分野説明会
 上級学校体験
 企業研究
 三者面談

 日々の授業
 各種模試
 各期講習
 放課後学習

01
STEP

02
STEP

03
STEP

04
STEP

適性を知る 10年先を探る 進路を見定める 進路に備える

放課後の有効活用と自学自習をサポートするため、
岩倉では「エイシム」と称した放課後講座やICT教育サービスなどを導入しています。

夏期講習：7月/ 8月

①大学入試対策：一般受験対策（受験に向けた各教科の講座）
②大学入試対策：推薦・AO面接講座／推薦・AO小論文講座／小論文模試
③就職対策：面接講座　④就職対策：筆記試験対策講座

冬期講習：12月

①大学入試対策：一般受験対策（受験に向けた各教科の講座）
②大学入試対策：推薦・AO面接講座／推薦・AO小論文講座／小論文模試
③就職対策：面接講座　④就職対策：筆記試験対策講座
⑤就職対策：履歴書・マナー講座

春期講習：3月

希望者

希望者

3年の希望者

1、2年S特・特進

全生徒

GMARCH以上の合格に向けた演習

各級の合格に向けた演習

総合型選抜や学校推薦型選抜での
大学入試に対応した添削指導

難関大学の学生が、自学自習をサポートする

平日19時45分まで、土曜日17時まで利用可能
（行事日や休日を除く）

校内wifi環境のもと、iPadを利用して1対1での
オンライン英会話を行います。

昨年度より、ネイティブ教員とコミュニケーション
をとれる、グローバルルームがスタート!

［ TOPICS ］

オンライン英会話（対象：S特）

グローバルルーム

4月 5月 6月 7月 8月 9月

全学年

クレペリン検査（2年） AiGROW クレペリン検査（1年）

進路ガイダンス（3年）
合格体験談二者面談

三者面談（3年）
小論文講習会

夏期講習
勉強合宿

旅行業務管理者講習

スタディサポート（全学年） 進研模試（3年）
SPI（3年）

スタディサプリ到達度テスト
スタディプログラム 旅行業務管理者模試進研模試（1・2年）

進研模試（3年S・特）
模擬試験（校内）

進路希望調査

進路イベント（校内）

就職活動

適性検査

求人票受付
事業別説明会
会社説明会

公務員系採用説明会
面接対策

進研模試（3年S・特）

1・2年

センター試験願書
配布説明会

夏期講習
面接講習会

履歴書発送
採用試験（9月16日～）

履歴書提出
会社説明会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

進研模試（3年S・特） 小論文模試（2年）
スタディサポート（1・2年）
スタディプログラム（1・2年）
進研模試（1・2年）

進研模試（1・2年）
スタディプログラム（1・2年）

進研模試（2年S・特）模擬試験（校内）

進路希望調査

進路イベント（校内）

就職活動

1・2年

岩倉高校ならではの多様な進路サポート。

CAREER GUIDANCE 進路指導 放課後学習AFTER SCHOOL IWAKURA METHOD

10年後の生徒の姿を見据えて。
岸  勇弥進学指導部長

岩倉の進路指導は、「10年サキの未来へ」をスローガンとして掲げ、学校生活のあら

ゆる場面を通して、生徒が10年後の自分をイメージして進路選択ができるように支援

しています。また、生徒主体で運営する学校行事などで「主体性・多様性・協働性」を

育成し、iPadを利用して「ポートフォリオ」を作成するなど、今の高校2年生から変わる

大学入試制度へ対応しています。

※一部希望者に実施の行事があります。また、次年度以降変更になる場合もあります。

進路選択の4ステップ 各期講習

先輩の声

放課後にも自宅でも

（対象：S特・特進）

スタディサプリ

放課後学習

進路行事

企業説明会

進路ガイダンス
内定者講話
小論文講演会
三者面談

春期講習
面接講習会

校内企業説明会

小論文模試
冬期講習
小論文講習

大学入学共通テスト系統分野別説明 推薦・AO合格体験談

自学自習と弱点克服を目的として、リクルート社
の「スタディサプリ」を導入しています。放課後
の校内はもちろん、自宅に帰ってからもパソコン
やタブレット、スマートフォンを使って受講するこ
とができます。

集中&徹底復習

勉強合宿

2泊3日の日程で集中補習を行っています（校外
宿泊施設利用）。

欠かせなかった仲間の存在。

高校時代は、色々なことに取り組みました。その中で欠かせなかったのが、
仲間の存在です。卓球部で初心者として一から動きを教えてもらったり、委員
会で先輩後輩関係なく同じ目標に向けて協力したり、勉強も分からないこと
を教えあったり。仲間がいたからこそ、多くのことに挑戦できたと思っていま
す。会社に入っても、同期は悩みを相談できる一番身近な存在です。仲間を
大切にして、悔いの残らない高校生活を送ってください。

M.Y .さん
［ 2018年度 運輸科 卒業 ］

東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社

色々と気軽に挑戦してみよう。

上野駅から目の前の学校の立地と、美術館や博物館などがある街の雰囲気
が魅力的で説明会に参加したところ、自分に合っていると思い入学しま
した。人見知りの私には、Ｓ特コースの少人数での学習環境はベストで
した。心がけていたのは、何かに興味を持ち、やりたいと思ったら、すぐ行動
に移すことです。そうすることで、自分の世界観が拡がりますから。勉強も
趣味も無駄なことは何一つないので、気軽に色々挑戦してみましょう。

R. I .さん
［ 2018年度 普通科S特コース 卒業 ］

埼玉県立大学 保健医療福祉学部 健康開発学科 1年

校内予備校/英語

校内予備校/英検対策

校内予備校/小論文

ラーニングサポートシステム
LSS

自習室

先輩からの指導

チューター

本校の卒業生である大学生が放課後、勉強の
質問、進路・受験の相談に対応してくれます。
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ENJOY SCHOOL LIFE!
春の入学式に始まり、体育祭、文化祭、修学旅行と、年間を通してワクワクする行事がいっぱいです！

楽しい笑顔が咲き誇る、岩倉の1年。

年間の行事

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月
April

・入学式
・始業式
・健康診断
・オリエン
テーション

May

・強歩会
・放課後講座
・中間試験
・校外学習
・運動競技大会

June

・創立記念日
・学級懇親会
・体育祭

July

・期末試験
・夏期講習
・鉄道実習
・勉強合宿
・終業式

August

・各部合宿
・教養セミナー
・夏期講習

September

・始業式
・防災避難訓練
・岩倉祭（文化祭）

October

・放課後講座
・生徒会演説会
・中間試験

November

・修学旅行
・芸術鑑賞会
・三者面談

December

・期末試験
（3年学年末試験）

・鉄道実習
・冬期講習
・終業式

January

・スキースクール
・始業式
（校長年頭の辞）

・推薦入試

February

・一般入試
・合唱祭

March

・卒業式
・学年末試験
・修了式
・春期講習

※学校行事は変更になる場合があります。
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ENJOY SCHOOL LIFE!
先生たちの情熱的な授業、友達や先輩と交流する休み時間、
そしてクラブ活動。すべてに新鮮な発見が溢れています。

毎日が、フレッシュな発見の連続！

生徒の1日

起床
小テストの勉強や課題を朝早く起きてこなす。

登校

帰宅

就寝

ポートフォリオ入力

SHR 朝読書

昼休み
教室でお弁当を食べる。友達と食べる昼食は
憩いの場。

放課後

第1時限 ／ 08:50～09:40
第2時限 ／ 09:50～10:40
第3時限 ／ 10:50～11:40
第4時限 ／ 11: 50～ 12:40
L特スポーツ…スポーツにおいて身体のこと、
ストレッチ方法、ケアを学びます。

第5時限 ／ 13:20～14:10
第6時限 ／ 14:20～15:10

過ごし方は様々。ラクロス部の練習は週5
回。屋上で活動。不定期で土日は外部にい
くこともあり。練習試合で実践力アップ。
練習までの時間は勉強。スキマ時間を有効
活用！電車内でも英単語や小テスト対策を
実践。

起床

登校
自習室で勉強。朝活動で集中力UP！週3日
程、岩倉祭ミーティング。話し合ったこと
を、1つ1つ処理。

昼休み
岩倉祭ランチミーティング。少ない時間を
使って様々な人と打ち合わせ。
カフェテリアを利用し、うどんやそばを食べ
ることもある。温かい食べ物は元気が出る。

放課後

第1時限 ／ 08:50～09:40
第2時限 ／ 09:50～10:40
第3時限 ／ 10:50～11:40
第4時限 ／ 11: 50～ 12:40
理系選択…中でも物理と化学は、3年生になっ
てから高度な問題に挑戦中。

第5時限 ／ 13:20～14:10
第6時限 ／ 14:20～15:10
第7時限 ／ 15:30～16:20

朝や昼に行った、打ち合わせ結果をまとめ、
本部役員とのすりあわせ。副委員長はあちこ
ちに顔を出すから大変だ。
19:45までの残り時間は勉強にあてる。小さな
時間も逃さない。
チューターの先輩からアドバイスをもらうこ
とも多い。

3年 普通科 特進コース
K . J .さん
岩倉祭実行委員 副委員長

2年 普通科  L特コース
M.N.さん
女子ラクロス部
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後ほど分析できるよう、前日の学習時間や目
標設定を記録。

15:30

13:20

12:40

8:50

6:00

帰宅

就寝

20:00

20:30

23:00

7:30

8:10

8:20



-松澤さんは、どうしてL特コースを選んだのかな？

K.M. 私は、将来理学療法士を目指しているんです。そのためには学

ばなければならないことがたくさんあるのですが、L特では部活に思

い切り打ち込みながら、理学療法士の基礎的な勉強もできるんです

よ。だから自分にいちばん合っていると思って、L特に決めました。

-佐藤くんはもちろん、鉄道が好きで運輸科に？

S.S. はい。鉄道は小学生の頃からずっと好きで、将来は運転士にな

ることが夢なんです。ここでしっかり学んで、ぜひその夢を叶えたい

と思います。

- 2人とも入学したばかりだけど、岩倉の高校生活はどうですか？

- K.M. 先生方の雰囲気が明るくて、皆さんとても個性的だと感じ

ました（笑）。なので、授業がすごく楽しいです。

S.S. 運輸科で、クラスのみんなが好きなものが同じっていうのは楽

しいですね！毎日電車の話でワイワイ盛りあがれて、流山から1時間

半かけて通ってくる甲斐があります（笑）。クラスの雰囲気が、とて
もいいですから。

-クラブ活動は何をやっているのかな？
S.S. 山岳部です。今まで小さな山なら登ったことがあるんですが、

大きな山はまだなくて。親が富士山に登った話を楽しそうにしてく

れるので、いつか自分も登ってみたいなと思っています。

K.M. 私はバドミントン部です。バドミントンは中学でもやってい

たのですが、先輩後輩の関係が厳しくて、いつもピリピリした感じ

があったんです。それに比べ岩倉の先輩はとても優しいので、毎日

部活が楽しいですね（笑）。3年生と仲良くなって、一緒に帰った

りもしていますよ。

-岩倉の3年間、部活でこれは絶対成し遂げたいという目標は？

K.M. 中学ではなかなか良い成績を残せなかったので、大会で結果

を出したいです。

S.S. とにかく高い山に登りたいですね！まずは富士山じゃなくて

もいいので（笑）。

-高校生活で、部活以外に楽しいことは？
S.S. 先ほども言いましたが、クラスのみんなが明るくて、同じ話

題で盛りあがれることです。

K.M. 部活以外にですか？うーん・・・私は、とにかく部活が楽し

いですね（笑）！

-日々の授業はどうですか？
S.S. 鉄道関係以外の授業の先生もとても面白くて、毎日楽しく勉

強しています。僕は英語が得意なのですが、国語が苦手で・・・。

テストで日本語の文章が多いとウッとなってしまうので、これを克

服していかなければならないと思っています。それと2年生での鉄

道実習が、本当に今から楽しみです！

K.M.　 私は小学校から算数が苦手だったのですが、4年生の時に通

い始めた塾の先生が分かりやすく教えてくれて、徐々に得意になっ

てきました。高校でも数学を頑張りたいです。国語は・・・勉強しな

くても分かるかな（笑）？

S.S.　いいなあ、ぜひ僕に教えてほしい（笑）。

-チャレンジプログラムのSDGsについては、どう思う？

S.S. すごく興味があります。入学してから2回SDGsの授業を受け

たのですが、僕たちが今後生きていく中で、地球規模で考えなけれ

ばいけない問題がたくさんあることが分かりました。たとえば、日

本には水道などのライフラインが完璧に整っていますが、世界では

そうじゃない国もあって・・・。そこから始めなければいけない環

境もあるのだなと、考えさせられましたね。

K.M. 学校の説明会で知った時はそれほど興味が持てなかった

のですが、SDGsの授業でみんながタブレットを使って調べた

ことをまとめて書く担当になってから、とても興味が出てき

ました。ユニセフの活動を知ることができて、募金にも参加

しましたし。

- 2人は、10年後にどんな大人になっていたい？

S.S. 運転士の夢を叶えて、幸せになっていたいです。そして、いつ

もSDGsを意識しながら生きていきたいですね。

K.M. 私も、理学療法士の夢を叶えていたいです。実は私は足が弱

く、小4の時に骨折して治ってからも足のケガが多かったんですね。

それでずっとリハビリでお世話になっているトレーナーさんがいて、
その方にすごく憧れているんです。こんなふうに人を丁寧にケアでき
るプロになりたいと、いつも思っています。

-では最後に、これから岩倉高校を目指すみんなにメッ

セージを
S.S.　運輸科、楽しいですよ（笑）！自分が好きなものを学べるって、

本当にこれほど楽しいことはないと思います。
K.M.　私が岩倉の説明会に来た時まず印象に残ったのは、校舎が

キレイなことと、先生が明るいことでした。環境がいいと、きっ

と人も明るくなるんだなって。もちろん入学してからも、その気

持ちは変わりません。だから岩倉、いい学校ですよ！部活も充実

していますしね。

授業のこと、クラブ活動のこと、そして将来の夢。岩倉高校の毎日に溢れるワクワクを、
入学したばかりのフレッシュな2人に語り合ってもらいました。

「環境がいいと、人も明るくなるんだなって」

SPECIAL TALK SESSION 生徒対談
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L特コース 1年 K.M.さん 運輸科 1年 S . S .さん



強敵のライバル校と素晴らしいチームメイト、そして何より自分自身の負けたくない心。
岩倉高校ではすべての生徒たちが日々全力で心技体を鍛錬。人として、たくましく成長しています！

TOPIC

〈 ショートプログラム 〉

運動部

国際教育
米、豪、英、南アフリカを母国とするネイティブスピーカーたちが「Communicative English」や「英語会話」の授業を行います。留学希望の生徒に
は、放課後を中心とした事前講習でサポート。さらに、自由訪問できる週4日のグローバルルームで生徒たちが英会話を学ぶことができます。

SDGsプログラム

2015年の国連サミットで採択されたSDGs「Sustainable Development 

Goals（持続可能な開発目標）」は、2030年までの達成を世界が目指す目
標です。17の目標とそれを実現するための具体的な169のターゲットで構成
され、発展途上国から先進国までを対象とした普遍的内容となっています。
これらの目標とターゲットに共通するものは、私たちが暮らす地球、社会の
未来の姿は一体どのようなものなのかをみんなが考え、具体的に行動して
いこうという理念。それは、本校の建学の精神「正心第一」（八正道を修め
る）に通じるものです。SDGsをテーマに「未来の姿」を考え、実践的に行動
する取り組みにチャレンジしましょう。

留学プログラム

なぜSDGs（エスディージーズ）がテーマなのか

夏休み中に2週間ほどオーストラリア
のケアンズを訪れ、語学学校研修、
現地高校訪問、世界遺産観光など
を実施します。ホームステイで、現
地の方との生活が実体験できます。

通常の教科を越えた学習を通じて人間のあ
るべき姿を考察し、社会の課題解決に貢献
する意欲を養います。

〈 ロングプログラム 〉
複数の国から選ぶことができ、3か月
間または6か月間の選択が可能なので、
希望に応じた留学が実現します。現地
での生活はホームステイ式で、現地校
へ通うことになります。

教育活動の狙い

クラブ活動教育の現場 CLUB ACTIVITIES
・・・・・ 女子

※臨時

・・・・・ 男子

鉄道研究部

放送部

陸上競技部

鉄道模型部

理化学研究部

柔道部

英語研究部

書道部

バドミントン部

工作研究部

演劇部

サッカー部

写真部

ギター同好会

卓球部

吹奏楽部

文芸デザイン部

硬式野球部 バレーボール部

剣道部 ラクロス部 山岳・ワンゲル部

商業研究部

囲碁・将棋・かるた同好会

バスケットボール部 ダンス部 チア部硬式テニス部

文化部

SDGsの理念と価値をしっかりと学び、それ
に沿った行動をすることで成果をあげるプロ
グラムを実践します。

3年間の流れ
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企業人講演会

グループワーク

この取り組みを通じて、正しさを考えていくために。

「持続可能性の分野は長い目で見るととても大事だとは分かっているけれど、どうしていこうかと

なると漠然としている」という人が多いと思います。それには理由があって、自分にとって何がプ

ラスなのかが見えにくいからなのです。多様なコースを持つ本校の特性を生かし、この取り組み

を通じて多くの正しさを考えてもらおうと計画しています。そのためにはいろいろな提案と承認の

機会を持って、様々な経験をすることが何より重要です。例えば、身近なスポーツを通して、環境

や持続可能な社会について考え行動するなど、実践的な授業を楽しんでもらいたいです。」

学び 教科を超える学習 1年 SDGsを知る

想像 正しい見方・考え方 2年 SDGsで行動する

意欲 主体的に
課題に向き合う 3年 SDGsで切り開く

担当教員より




