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・在校生の保護者の方は保護者証をつけてください。
・保護者の方の滞在時間は２時間までお願いします。
・保健室は中央館一階です。
・AEDは中央館１階事務室前と中央館７階体育館ステー
ジ側入口にあります。
・落し物は中央館１階事務室にて管理しています。
・立ち入り禁止の場所には絶対に入らないでください。
・緊急放送が入りましたら、落ち着いて指示に従って
ください。

注意事情

１ もくじ 諸注意



ごあいさつ

岩倉祭は生徒会・生徒実行委員会主催の最大の学校行事です。今年
度もコロナ禍での実施となりますが、昨年度のオンライン併用開催の
経験も糧にして、更に充実したものとなることを願っています。
生徒が設定したテーマは『突破』です。このテーマは、まさにこの
コロナによる閉塞感を突破していくこと、さらに124年目を迎える本校
の歴史に新たな1ページを加えていく姿勢も示すものだそうです。
生徒達は、みなさんに多くの好ましいパフォーマンスを披露したい
という向上意欲や要求を持っています。そのために日頃から「仲間と
ともに、主体的に学ぶ、考える、創造する、そして行動する」といっ
た“岩倉スピリット”を発揮して準備をしてきました。
そうした生徒の姿や作品を実感していただける有意義な岩倉祭とな
ることを心から祈っています。

学校長 森田 勉

「突破」という今年のテーマは価値観の変化を象徴しています。
世界はコロナウィルス感染症のパンデミックを未だ克服できていま
せん。また、世界中で異常気象や大規模な山火事・津波などによる
被害が頻発しています。これらの原因になっている地球温暖化と環
境破壊を食い止めるため、地球環境に優しい持続可能な活動と真に
豊かな生活が求められています。岩倉祭を通じて生徒の皆さんが新
しい価値観を創造して、身近な問題を解決する糸口になることを期
待しています。

理事長 浅井 千英
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SDGsとは・・・
「持続可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals）」のことで、世界の国々が話し合い、2030年ま
でに世界が取り組むべき17の目標として2015年9月に国
連総会で採択されました。この目標、実は新しいもの
ではなく、2000年から2015年に掲げられたMDGs（ミレ
ニアム開発目標）の目標や指標が含まれています。

MDGsは、開発途上国の貧困・教育・健康・環境などの
改善に一定の成果を挙げたものの、世界共通の新たな
課題への対応が必要となりました。そこで、MDGsを現
状に即して拡張し、先進国と途上国を問わず、世界が
一丸となって達成すべき目標を加え、新たに策定され
たのがSDGsです。

本校ではポスターセッションの他に様々な企業と
コラボレーションしています。

１年生による発表は中央館4階と5階で行います！



場所押すと校内マップ
に飛べるよ！

場所：オンライン
時間：随時
紹介：吹奏楽部が体育館で演奏を行います！

迫力満点なのでぜひ見に来てください！

吹奏楽部

♬岩倉ピアノの会♬

場所：体育館

紹介：誰でも弾けるストリートピアノ

ご参加待ってます！
開 催！



♪音楽選択者♪

場所：オンライン

紹介：管打楽器でのソロ演奏！
ぜひ見に来てください！

ダンス部

場所：体育館
時間：タイムテーブル
紹介：J-POP・K-POPなどのダンスを

披露します！
オンラインでも配信してます！



剣道部

場所：北館3階 オンラインのみ

紹介：トーナメント戦を開催！
Zoomで配信します！

ギター同好会

場所：オンライン・東館1階

紹介：オンラインによる
ライブ配信♪



場所：中央館6階

紹介：珍しいラクロス体験やラクロスで
使う用具の展示を企画してます！

ラクロス部

山岳・ワンゲル部

場所：オンライン
中央館6階

紹介：道具や山行記録の展示！
高校生の山登りに興味の
ある方は是非！



理化学研究部

場所：東館4階

紹介：イライラ棒やピタゴラス
イッチなどの研究発表！

サッカー部

場所：オンライン

紹介：技の披露やプレイ集を動画
で放送します！



英語部

場所：中央館3階

紹介：英語の音楽・クイズ・ゲーム
を企画してます！

文芸デザイン

場所：オンライン 東館3階

紹介：部誌の展示・画集の配布！



写真部

場所：オンライン
中央館６階

紹介：屋上でスカイツリーと
記 念 撮 影！

写真コンテストもやります！

商業研究部

場所：中央館6階

紹介：ジェネレーションギャップを
体感するクイズ出します！



鉄道研究部

場所：中央館4階

紹介：鉄研の活動内容や珍しい鉄道グッズを
見ることができます！

鉄道模型部

場所：中央館1階

紹介：模型部で作り上げた自慢の鉄道
模型を展示してます！
ぜひ見に来てください



書道部

場所：オンライン
中央館4階 中庭

紹介：書道部と書道選択者が書いた
作品を展示します！
中庭でパフォーマンスが…！

工作研究部

場所：中央館1階 外

紹介：ミニSLの試乗・展示を行います！
ぜひ見に来てください！



茶道部

場所：中央館6階

紹介：お点前の実演・体験！

演劇部

場所：中央館6階

紹介：演劇の配信を行います！
練習の成果をご覧ください！



放送部

場所：オンライン
中央館6階

紹介：イワクラジオの放送！
Zoomでの配信を予定しています

生徒会本部

場所：中央館6階

紹介：1教室まるまるつかった
プラレール展示会！



図書委員会

保健委員会

場所：オンライン
中央館3階

紹介：図書委員が作成したPOPコンテストを

開催！
活動内容もオンラインで配信します！

場所：オンライン
中央館1階

紹介：スポーツ・感染症・クイズ・委員
会報告を掲示します！



岩倉同窓会

岩倉PTA

場所：中央館4階

紹介：岩倉同窓会がスタッフとなり岩倉
グッズを販売します！

場所：中央館4階

紹介：PTA役員が皆さんに喜んで
もらえる企画開催！
景品がもらえるかも…！



生徒会
本日は岩倉祭にお越し頂きありがとうございます！
今年の岩倉祭は、感染症対策に取り組み、皆さんに安心して参
加していただけるように、より一層努めてまいります。
学校祭のテーマ「突破」のように思い通りにできない今だから
こそ力を発揮し、打ち破る。そんな岩倉祭をお楽しみください。
私たち生徒会の活動内容は、備品の貸し出しや、実行委員の

サポート、生徒会室の隣の教室(3-I)でプラレールの展示を
しております！ ぜひお越しください！

生徒会本部委員長 松村 心愛

本部
今年度のテーマ「突破」をもとに今までの岩倉祭よりも良いもの
にできるように準備してきました。
昨年同様に規模を縮小しての開催となってしまいましたが、
お客様が楽しめる企画や家からでも楽しめるオンライン企画を数
多く取り揃えているのでぜひお楽しみください！
また、今年度から岩倉祭を盛り上げてくれる新しい仲間「いわ
チュらくん」と「ともみちゃん」が加わりました！是非チェック
してみてください！
生徒一丸となって頑張るのでよろしくお願いいたします！

本部部長 田﨑 日彩

各部の紹介

いわチュらくん
ともみちゃん



企画部
岩倉祭へお越しくださいましてありがとうございます。
今年も例年とは違う岩倉祭になりましたが楽しんでください。
企画部では、オープニングセレモニー、プロジェクション
マッピング、コンテスト、クロージングセレモニーの準備を行
いました。
オープニングセレモニーはプロジェクトマッピングを使用し
皆さんを熱くします。岩倉祭を楽しみそして最高の思い出にし
ましょう！

企画部部長 須藤 剛志

室内展示部
室内展示部では、様々な団体の作品を展示しています。また、
展示だけではなく模造紙の作成をしています。模造紙は、部員
一人一人が企画から力を込めて作ったものです。目立つような
活動は少ないですが部のテーマを達成するために、全員で努力
してきました。私たちの努力の形を目にして頂けたら嬉しいで
す。また室内展示部のブースがあるのでぜひ見に来てください。

室内展示部長 東 夏未



施設備品部

施設部品部では展示で使う道具の管理や使い方の指導、教室で
展示を行う団体のルール決め、各参加団体の教室の割り当てな
どを行っています。
例年とは違う形での開催となりましたが試行錯誤しながら活
動してきました。裏からこの岩倉祭を支えているという責任感
を持って活動していて前年度にでた課題点をやり方を変えるな
どして工夫し、前年度よりもより良いものにしていきます！

施設備品部部長 嶋本 樹

装飾部
装飾部では、夏休み期間に集まり階段アートと正門看板の作成
をしました。
今年からは新しい装飾に挑戦し、特にインスタグラムでも映
えるような装飾を頑張りました。
一昨年のように楽しむことが難しいですが、それでも、来校
者や在校生が退屈しないように精一杯装飾したので写真にとっ
て思い出にしてください! 
階段アートの5枚は三年生が心を込めて描いた個人作品になっ
ています。ぜひ、階段を登る際に注目して見てください！

装飾部部長 外崎 寿華



管理部
管理部の仕事内容は、名簿の管理、備品の貸し出し、アンケー
ト作り、案内と学校紹介ビデオの作成や当日人手が足りない部
署に手助けをします。
今回も小規模な文化祭になりましたが、昨年の経験を生かし、
皆さんが楽しめるように各部署と連携し、至高な岩倉祭にした
いと思っています。

管理部部長 高 治楠

会計部
会計部では食品等で使用する金券の販売・運営、墓金活動を
おこなっていましたが今年は新型コロナウイルス感染症防止
の為、食品の販売を取りやめ、金券の販売・運営を中止して
います。
今年度の活動はエレベーターでの丁寧な案内、令和3年7月
の熱海市の土石流災害の募金活動を行います。
今年もできない事が多く、限定されたものになっています
が、実行委員が精一杯活動し、最高の文化祭にしたいと思っ
ています。ぜひお楽しみください！

金券部部長 佐藤 俊也



ステージ部
ステージ部ではトラブルなくスムーズに文化祭ができるように
体育館に来る方々の誘導や、体育館の運営などを行なっていま
す。昨年度は戸惑うことがありましたが今年はその反省を克服
して準備に取り組みました。
感染症対策の為、できることが限られていますが、「岩倉祭
楽しかった!」と思えて、コロナだからこそ今までとは違った
文化祭を作り上げていきます。もし分からないことがありまし
たらお声掛けください。楽しめていただけたら嬉しいです。

ステージ部部長 細金 はるか

食品衛生部
食品衛生部では食品関係を扱うクラスの予算の管理や、安全に
販売するために調理器具等の準備や当日の巡回などの活動を行
います。
しかし、今年は新型コロナウイルスの影響で食品関係の出し物
がないため、消毒液の管理等、感染症対策などを行う衛生活動
を担当しています。
私たち食品衛生部では全ての方々が安心して岩倉祭を楽しん
でいただけるように感染対策の徹底など衛生活動を一生懸命頑
張っていきます。

食品衛生部部長 東 ジョー



オンライン
制作部
オンライン制作部はオープニング・セレモニーの撮影、機材の
管理、文化祭公式SNSの運営など行っています。
コロナ渦でオンラインで行うことが増えたので、今年から新
設された部です。SNSやtwitterとInstagram両方を運営してい
きますので、フォローしていただけたら幸いです。
コロナ渦によりなにかと制限の多い岩倉祭になってしまいま
したが、皆さんに楽しんでいただけるように頑張りますので、
どうぞよろしくお願いします。

オンライン制作部部長 和田 拓磨

広報部
広報部では皆さんに楽しく岩倉祭を楽しんでもらえるようにわ
かりやすいポスター、パンフレットの作成や動画の作成をして
います。今年から紙をなくしweb上でパンフレットを見ていた
だけるようになりました。そのため、Webだからこそできるこ
とを取り入れたのでぜひ使ってみてください！
パンフレットにはまだまだ不便なところがありますが、年々

改善していきますのでよろしくお願いします。不明な点があり
ましたら実行委員に声をかけてください。

広報部部長 松尾 翔平



ポスター候補作品一覧

パンフレット制作 広報部


