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TEL.019-641-0458　FAX.019-641-5533 E-mail: nyushi@chuo-hs.jp

CHUOの最新情報はホームページから

盛岡中央高校 検　索

http://www.chuo-hs.jp
中学校HP高校HP Facebook

→至宮古

主な駅から厨川駅までの所要時間
［分／乗り継ぎ時間も含みます］

■IGR厨川駅西口から徒歩10分
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Faci l it ies

CHUO CAMPUS MAP

INFORMATION ACCESS

1高校校舎
2高校校舎
3体育館

4柔剣道場
5中学校校舎「新渡戸館」
6中学校校舎

中　庭

裏　門

CHUOは全教室冷暖房完備。
暑い夏も、寒い冬でも集中して勉強できます。
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オープンスクール（夏・秋）

入試説明会

オンラインオープンスクール

■2021年 ■時間 ⁄ 9：00～

日

■2021年 
■時間 ⁄ 9：00～12：00

12/5
10/249/26

11/21日

日日

10/2土

■時間
9：00～12：00

自宅から
参加できる!
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盛岡中央高等学校までのアクセス

Out into the World and Beyond!
岩手から世界へ



1.  きめ細かな進路指導によって、東大をはじめとする最難関大学や、
医学部医学科など難関大学への多数合格をめざす。

2.  21世紀のグローバル社会を見据えて、国際理解教育を推進し、
世界に通用する人間力を備えたグローバルリーダーを育成する。

独立進取 研鑽努力

C H U O だ から 広 がる 、 私 た ち の 未 来 。

岩手から世界へ、
我ら願わくは世界の架け橋とならん。

理事長  龍澤 正美

螢雪に由来する雪の六角形の結晶に、創立者である龍澤福美初代校
長の「龍」の古代文字を組み入れたもので、中央上部の丸印は龍の目
を表しています。盛岡出身で鋳金界の第一人者であった故・鈴木貫爾
先生（東京芸術大学教授）による会心の作とされています。

校長  千葉  研二

創立者  龍澤 福美先生
（1909～1975）

本校は、「高い学力と深い人間性、幅広い教養と豊かな国際性を備えた
知識基盤社会を切り拓くリーダーの育成」を目標としています。郷土の偉人
新渡戸稲造博士は、「われ願わくは太平洋の架け橋とならん」という言葉を
残しました。現在、新型コロナウイルスによって、世界中に多くの困難が拡大して
おります。今後は、広い視野と知見、協働性と発信力を持ち、困難に遭遇した
時にこそ解決に向けて行動できる人材の育成が重要です。
アクティブラーニングや探究型の学習、一人一台のタブレットを活用した
ＩＴ教育、世界５大陸25校に及ぶ姉妹校との交流により「人間力の育成」、
「学力の向上」、「グローバルマインドの涵養」に取組みます。きめ細かな進路
指導によって、東大をはじめとする最難関大学や、医学部医学科など難関大学
への多数合格をめざします。
　中央高校で、自分の夢を探して、夢を見つけて、夢を実現しませんか。

建学の精神

教育目標

盛岡中央高校のあゆみ

校　章

CHUOスピリッツ

龍澤高等学校創立（創立記念日9月17日）
初代校長に創立者龍澤福美先生就任
自動車科設置
第2代校長に龍澤休美氏就任
創立20周年記念式典
第3代校長に木皿欣一氏就任
情報処理科設置
盛岡中央高等学校に校名変更
創立30周年記念式典
第4代校長に高橋甲氏就任
平成の学校改革開始
普通科に特進コース･進学コース･普通コース
の３コースを設置／第１回カナダ修学旅行
第5代校長に高橋英雄氏就任

1963年

1969年
1976年
1983年
1989年
1991年
1992年
1993年
1994年
1996年

進学留学コース設置
第1回CHUO国際教育フォーラム開催
硬式野球部夏の甲子園初出場
第６代校長に富澤正一氏就任
英検1級取得（県内高校生初）
東京大学合格（初）
人工芝グラウンド完成
新学校改革開始5コース設置
（SZ,Z,A,R,B）
サッカー部、全国大会初出場
創立50周年記念式典
SGHアソシエイト校に認定
国公立大111名合格
英検1級取得（通算4名）

1998年
1999年

2002年
2004年
2007年
2008年
2012年

2013年
2015年
2016年

第７代校長に千葉研二氏就任
附属中学校新校舎竣工
附属中学校 開校
（第１期生55名入学）
東京大学合格（通算6名）
国際Rコース設置
Vコース設置

SGHネットワーク校に認定
（全国111校）

2017年

2018年

2020年
2021年

深い教養深い教養深い教養深い教養広い視野広い視野広い視野広い視野広い視野岩手から
世界へ
岩手から
世界へ
岩手から
世界へ 高い学力高い学力高い学力礼節と徳育礼節と徳育礼節と徳育 広い視野広い視野広い視野広い視野高い学力高い学力高い学力高い学力高い学力高い学力礼節と徳育礼節と徳育礼節と徳育礼節と徳育岩手から岩手から岩手から
世界へ世界へ世界へ 礼節と徳育礼節と徳育礼節と徳育礼節と徳育
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CHUOの教育プログラムで大きく力を伸ばし
キミの希望の進路を叶えよう

CHUOで育む５つの心と５つの力

過去５年間の大学合格実績

多様な入試方式に柔軟に対応しています

●総合型選抜 (旧 AO入試 )・
学校推薦型選抜合格実績

　　　　　　　　　　    （過去 5 年間）
（過去5年間）

●指定校推薦合格実績

CHUOの

学び Learning

高校生活で
色々な事に挑戦を

▶▶▶ 希望の進路を叶えた先輩からのアドバイス

東京大学文科Ⅰ類  合格 
平成30年卒［SZコース出身］

内野澤 安紀
東北大学  法学部  合格

令和元年卒［SZコース出身］

竹澤   舜

強みを見つけ、
自らを磨こう

　私は、食糧問題をはじめとした社会問題に興味を持ち、
海外の意見を聞きに姉妹校派遣に参加させてもらったり、
色々なボランティアにも参加させていただきました。こ
れは、盛岡中央高校でしかできない、貴重な体験でした。
結果、私が受けたＡＯ入試では、ＥＵ圏内での労働問題と
法の関連性を問う問題や、トランプ政権のＷＴＯへの姿
勢について書いてある英文が出ました。普段から社会問
題にアンテナを張っていたことと、対策で行ったことが
大いに役立ちました。

　私は、東京大学に推薦で合格しました。
　高校時代の活動実績や当日のグループディスカッショ
ンなどを法学部に評価していただけたものと思っていま
す。またどうしても現役で合格したかったこともあり、
推薦の対策と同時に東大の一般入試の対策も並行して
行っていました。高校の先生方には添削指導等毎日お世
話になりました。
　みなさんには、ぜひ色々なことに挑戦して欲しいと思
います。東大からエールを送ります。

Advices from Graduates

　CHUOでは、より複雑化していくグローバル社会の中で、共生の心と多様性・国際的な視野、地域を起点にグローバルな問題
解決に向けたチャレンジ精神・創造性・探究心を持ち、この21世紀、世界の人々と持続発展可能な社会を実現する実践力・行動力
に富んだ、岩手から世界を舞台に活躍する人材を育てます。

東京大学、京都大学など超難関大学へ続々と合格。
CHUOの教育プログラムの効果が表れています

私立大学

国公立大学 395名

1,182名

東京大学
東北大学
北海道大学
岩手大学
岩手県立大学

1名（通算６名）
4名
1名
42名
36名

リーダーシップと
フォロワーシップ

郷土愛と
グローバル
マインド

好 奇 心

向 学 心

寛 容 心

５つの心 ＋

思考力と行動力

高い学力と
教養力

課題発見力
と解決力

確かな日本語と
英語運用力

逞しい精神力と
体力

５つの力

岩手から世界へ
進路の実現

令和３年度入試は、大学入学共通テスト
の新規実施やコロナ禍によるオンライン入
試など、様々な変更がありました。その状
況下で合格を勝ち取った生徒には「将来の
目標が明確であり、進学先への強い志望理
由をもっている」という共通点があります。
その土台が本校の「自ら学ぶ力」です。ＳＧＨ

ネットワーク校として、社会課題に対する関心
や教養、問題解決能力等を身につけたグロー
バルリーダー育成を目指した様々な取り組み
が、生徒の学びと成長につながっています。

CHUOは、時代に合わせて多様な入試スタイルに対応しています。
令和３年度も、総合型選抜や指定校推薦などで多くの生徒が合格しました。

慶應義塾大学  商学部

津田塾大学  学芸学部英語英文学科

学習院大学  国際社会学部国際社会学科

北里大学  獣医学部獣医学科

同志社大学  政策学部政策学科

　私は、食糧問題をはじめとした社会問題に興味を持ち、
海外の意見を聞きに姉妹校派遣に参加させてもらったり、
色々なボランティアにも参加させていただきました。こ

●進路指導課長 佐々木 恵

合格の秘訣は「自ら学ぶ力」

東京大、東北大、一橋大、北海道大、島根大（医 -医）、国際教養大、筑波大、
千葉大、東京学芸大、東京都立大、金沢大、富山大、信州大、弘前大、秋田大、
福島大、岩手大、岩手県立大など その他、多数合格！

慶應義塾大、早稲田大、上智大、東京理科大、東北医科薬科大（医 -医）、
岩手医科大（医-医）、獨協医科大（医-医）、金沢医科大（医-医）、明治大、
立教大、青山学院大、中央大、法政大、津田塾大など その他、多数合格！

などなど
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全国トップレベルのグローバル教育で、視野がぐんと広がる
SGH（スーパーグローバルハイスクール）ネットワーク校に認定！！（全国111校）

昨年度の海外教育交流プログラムの様子

世界5大陸 20の国と地域･25校の姉妹校ネットワーク

アメリカ

中国

ニュージーランド

オーストラリア

オツモエタイ・カレッジ

シーフォード・セカンダリー・カレッジ

マレーシア
テイラーズ・インターナショナル・スクール

シンガポール
St.Joseph’s Institution

中国

タイバンコク・クリスチャン・カレッジ

 　［ケベック州］

ロシア

カナダ

カナダ
［ブリティッシュ・コロンビア州］
マウント・ダグラス・セカンダリー・

スクール

インドネシア SMAドゥイワーナ高等学校

国際外国語学校

フランス

ザ・マスターズ・スクール

セネガル
クール・セイント・
マリー・ド・ハン

アルゼンチン
コレジオ・
ワード

※写真は、2019年度訪問国

ベルギー
聖ウルスラ中学･高校

ノルウェー
オスロー・ハンデルスギムナジウム高校

フィンランド ラヤマキ中学･高校

  ［上海市］ 旦大学附属中學

9

4

7 11
3

5

8

10

12

16

イギリス
インピントン・
ヴィレッジ・カレッジ

25

17 18

19

20

1

13
韓国

［台南市］長榮髙級中學
［台北市］康寧大学

西省］長治市第二中學

ブランシュ・ドゥ・
カスティーユ

22

台湾

2 ブイ・ティ・シャン・ハイスクール
ター・クアン・ビュー・ハイスクールター・クアン・ビュー・ハイスクール

ベトナム
ベトナム

24

14

デイビッドソン・ハイスクール
オーストラリア
デイビッドソン・ハイスクール
オーストラリア
デイビッドソン・ハイスクール
オーストラリア

15

6

［安山市］
安山江西高等学校
［安山市］
安山江西高等学校

23 ター・クアン・ビュー・ハイスクール

［山西省］長治市第二中學

21

インドネシア／2019年訪問

シンガポール／2019年訪問

SMAドゥイワーナ高等学校

St.Joseph’s Institution

オーストラリア ／2019年訪問  シーフォード・セカンダリー・カレッジ

コレージュ・サンタンヌ・ド・ラシーヌ

毎年 8月末には国際姉妹校の生徒、教員を招きCHUO国際教育フォーラムを開催しています。
生徒たちが自ら世界的な諸問題のテーマを設けて研究と意見交換を行い、全体会で発表します。
プレゼンテーション能力が身につき、グローバルな視野が広がります。

CHUOでは、これから世界に羽ばたいていくために必要な、グローバル教育を進めていきます。盛岡中央高校が締結し
ている姉妹校の生徒との交流を通して、世界中の今まで知らなかった言語、文化に触れていきます。また、生徒全員が
卒業までに必ず１回以上の異文化交流を経験します。将来を見据えて、世界中に友達のネットワークを築くことができます。

国際理解教育を通して世界を体感しよう

海外教育交流プログラム

CHUO国際教育フォーラム

　　  姉妹校訪問 〈2019年度〉
   （カナダ、シンガポール、インドネシア）

世界20の国と地域、姉妹校25校
との姉妹校連携を締結していま
す。相互理解と友好親善をかね
て、毎年5校程度訪問しています。

約１週間 約２週間（3月）
３ヵ月 （1月～3月）
６ヵ月 （1月～６月）
１年 （1月～12月）

カナダ：5泊7日 （2年次2月）

●カナダ：124万円（６ヶ月）
　　　　 242万円（１年）
●ニュージーランド：170万円
（１年  ※奨学金プログラム）
●アデレード：230万円 （１年）
　　　　　　 70万円（３ヶ月）

約 10万円～30万円  　   

※1姉妹校の訪問先は毎年変わります。　※2費用は昨年度実績によります。また、その時の為替レートによって変動します。　※3渡航先によって変わります。

約 38万円 約 25 万円

SGHグローバル･リーダー育成
研修として、アメリカ･オースト
ラリアの高校で語学研修を実
施しています。

国際Rコースのプログラムは、希
望者による選択制です。

カナダ修学旅行は、ホームステ
イ3日を含みます。内  容

期  間

全コース
（選考による） V・SZ･Z A・B　　●３カ月：全コース

　　●６カ月・１年：国際R対象コース

費  用

ＳＧＨグローバル･リーダー
育成研修　　　　　 
（アメリカ、オーストラリア）

国際Rコースプログラム
  （１年・3カ月／オーストラリア）
　  （１年／ニュージーランド）
　  （１年・6カ月／カナダ）

海外修学旅行
　       （カナダ）

1 2 3 4

※1※1

※2
※3

積極的に生きることの素晴らしさ、大切さ
進学留学Rコース 3年 デイビッドソン・ハイスクール（オーストラリア） 長沼 翔也

　はじめは先生の英語が早すぎて理解でき
ず、ホストファミリーや先生、現地の子た
ちの言葉も良く分かりませんでした。
　そんな中、現地のコーディネーターの先
生からにアドバイスを頂き、まず環境に慣
れていくことが大切だと考えました。そし
て、周りの雰囲気に溶け込むために早く学
校に行くようにしたり、放課後や週末はホ
ストファミリーとできるだけ一緒に過ごす
ようにしました。新型コロナウイルス感染

拡大によりロックダウンやステイホームも
経験しましたが、段々先生やホストファミ
リーの言っていることが分かるようになっ
てきました。
　学校の授業が再開され、授業で分からな
いところを先生やクラスメイトにたくさん
質問するようにすると、クラスの皆が話し
かけてくれるようになったので英語力の向
上に繋がりました。これからもhave a go
の精神で挑戦し続けたいと思います。

１年間留学 体験記

CHUO国際教育フォーラム ➡
「グローバル人材育成教育の歩み」
YouTube 動画を見てみよう！

⬅留学生の帰国報告会
YouTube 動画を見てみよう！

CHUOの

体験 Experience

R３年度～
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▲日常的にアクティブラーニング形式の学習指導です

CHUOのコース編成

PO INT・ 特 色

■学習合宿の実施
■早朝学習による学習習慣の確立
■土曜授業（第 2土曜を除く）
■週 5日 7時間授業
■放課後は、希望制ゼミ

　または部活動を選択
■長期休業中（夏・冬・春期）の

課外ゼミ実施
■学力特待制度（一種、二種特待）
■１人１台のiPadでICTスキル

　を高めます

Vコース

本年度から新設された V コースは、中央高校附属中学校の「東大・医進コース」からの持ち上がりのコース。最難関の
東京大学や京都大学・医学部・難関私立大学を目指します。他のコースとも切磋琢磨し、高め合いながら日々学んでいます。
本年度から新設された V コースは、中央高校附属中学校の「東大・医進コース」からの持ち上がりのコース。最難関の
東京大学や京都大学・医学部・難関私立大学を目指します。他のコースとも切磋琢磨し、高め合いながら日々学んでいます。
本年度から新設された V コースは、中央高校附属中学校の「東大・医進コース」からの持ち上がりのコース。最難関の
東京大学や京都大学・医学部・難関私立大学を目指します。他のコースとも切磋琢磨し、高め合いながら日々学んでいます。

のびのび学べる少人数制。仲間と切磋琢磨しながら学んでいます

特進選抜SZコース

特進選抜 SZコースは、超難関大学、医科大学等を目指すコースで、高い志を持っ
た生徒の集まりです。切磋琢磨する中で大きく成長していくのが、このコースの
特長です。高度な学習内容に対応した指導の徹底を図り、論理的思考力や応用
力を高め、総合的な学力を養うことをねらいとしています。

東京大学、京都大学、東北大学や
国公立大学医学部の現役合格を目指します

▲ネイティブの先生の授業では、教室は活発な英会
話と賑やかな笑い声に包まれます

私たちがしっかりとサポートします
CHUOの教員陣は、個性豊かで熱心な先生揃い。
一人ひとりの疑問や不安に対して、しっかりとサポートします。
「授業についていけるかどうか心配」と思っている皆さんも
大丈夫。安心して私たちについてきて下さい。

SZコース紹介
YouTube動画
を見てみよう！

Don't worry !

Course

特進Zコース

特進 Zコースは、難関大学への進学を目指すコースです。「あの大学に入りたい」
という目標の実現を、細やかな指導と独自の学習法でバックアップ。難関大学を目
指す学習内容に対応した指導を行い、実力を伸ばし、難関大学への進学に対応でき
る学力を養うことを狙いとしています。

PO INT・ 特 色

■学習合宿の実施
■早朝学習による学習習慣の確立
■土曜授業（第 2土曜を除く）
■週 5日 7時間授業
■放課後は、希望制ゼミ

　または部活動を選択
■長期休業中（夏・冬・春期）の

課外ゼミ実施
■学力特待制度（三種特待）
■１人１台のiPadでICTスキル

　を高めます

難関大学を目指し、
勉強に集中できるから効率的に力が付く。

授業時数の
確保による
先取り学習

授業時数の
確保による
先取り学習

　特進選抜ＳＺコースは、高い志をもっ
た生徒が集まっており、お互いに高め合
い、切磋琢磨できる学習環境です。主体
的な学習を通して、確かな知識・技能を
基盤としつつ、応用力や論理的思考力を
養成していき、大学進学に対応できる総
合的な学力の向上を目指しています。ま
た、学習のみならず、学校行事や生徒会
活動・部活動など様々な面でも活躍して
いる生徒も多数います。これからも更な
る高みを目指して頑張っていきます。

●数学科  教諭 田村 裕太

さらなる高みを目指して
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CHUOのコース編成 Course

Growing up as 
an International person

Rコースは、自然と個性あふれる生徒
が集まります。すべての生徒の共通項は、
英語や海外について学ぶ・知るのが好き
なことです。ネイティブ教員と共に、英語
運用能力を鍛えることはもちろん、英語
＋αを日々楽しんで学んでいます。
コース行事としての、国内でできる海外留
学体験学習も豊富です。様々なことに興味
を持ち、自分発信で物事に取り組む。Rコー

スは、魅力的な人間に成長
するチャンスが溢れています。

●英語科  教諭 大下 美優

主に文系の私立大学・短期大学、専門学校及び就職を目指す進路指導を行い、基礎学力の定着を図ることをねらい
としています。2年次からは、学校設定科目として「スポーツ」を履修します。また、各種検定を受験し、資格等の
取得に向けています。自分の将来の「やりたいこと」についてじっくり考え、取り組むことができます。
生徒一人ひとりの個性の伸長と実践力を養う指導を行います。

PO INT・ 特 色

生徒一人ひとりの個性を伸ばし
私立大学・短期大学・専門学校を目指します

国際Rコース

国際Rコースは、人間力・実践力・言語運用能力を身につけます。日本・岩手にいながらにして、豊富な英語学習量とネイティ
ブの指導で多角的視野から学ぶことができるシステムです。幅広い知識にとどまらず、豊かな人間力と実践力・言語運用能
力を磨き、岩手から世界で活躍できる人材の育成を目指します。

Growing up as 
an International person

国際Rコースは、人間力・実践力・言語運用能力を身につけます。日本・岩手にいながらにして、豊富な英語学習量とネイティ
ブの指導で多角的視野から学ぶことができるシステムです。幅広い知識にとどまらず、豊かな人間力と実践力・言語運用能
力を磨き、岩手から世界で活躍できる人材の育成を目指します。

国際Rコースは、人間力・実践力・言語運用能力を身につけます。日本・岩手にいながらにして、豊富な英語学習量とネイティ
ブの指導で多角的視野から学ぶことができるシステムです。幅広い知識にとどまらず、豊かな人間力と実践力・言語運用能
力を磨き、岩手から世界で活躍できる人材の育成を目指します。

ネイティブ監修による教養深い海外の学びと言語運用能力に特化したコース！！

進学選抜Aコース

進学総合Bコース

進学選抜Aコースは、国公立大学、私立大学など4年制大学を中心に進学を目指す
コースです。将来の夢の実現のため個々の適性に応じて、一般入試のみならず学校推
薦型入試や総合型入試など多様な入試に対応した進学指導を行っています。
勉強と課外活動を両立して、幅広い人間性を育むことができる環境です。

勉強にも課外活動にも積極的に取り組み
国公立・私立大学への進学を目指します

PO INT・ 特 色

■月曜日は 7 時間、火～金曜日は
　 6 時間、土曜日は授業なし

【文系コース】
特に国･英に重点を置いて、文･経
済･教育学部への進学を目指します
【理系コース】
特に理･数に重点を置いて、理･工
学部への進学を目指します。

■スポーツ特待制度
■１人１台のiPadでICTスキル
　を高めます

■スポーツ特待制度
■１人１台のiPadでICTスキル
　を高めます

２年次以降に、スポーツⅠ、
スポーツⅡを学校設定科目と
して履修します。

⬅国際 Rコース特設サイト
ホームページを見てみよう！

PO INT❷

●海外留学システムは希望制です

英語力を伸ばし、高度検定資格を取得。グローバル人材育成なら

▲

▲

▲ ▲

▲

4
月
／
入
学

出
　
発

帰
国（
１
年
間
の
場
合
）

３年生１年生 1年間留学プログラム

３
年
間
で
高
校
卒
業
可
能

●
特
別
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
２

「
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」実
施

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

３カ月留学
プログラム

６カ月留学
プログラム

・オーストラリア
・ニュージーランド
・カナダ

【今年度の留学先】●短期プログラム…オーストラリア（アデレード／３カ月）、カナダ（ビクトリア／３カ月・４カ月）
　　　　　　　　  ●１年間プログラム…ニュージーランド、オーストラリア（アデレード）

1ネイティブによるアカ
デミック・ラーニング

（火曜日～金曜日の7時間目）
2 英検対策講座の開催
（全員準１級以上取
得を目指す）

　 TOEIC対策

1ネイティブによるアカ
デミック・ラーニング

（火曜日～金曜日の7時間目）
2 英検対策講座の開催
（全員準１級以上取
得を目指す）

　 TOEIC対策

世界各国からの留学生と夢と未
来を語る。新しい自分に出会う
特別な５日間。

PO INT❶

1エンパワーメントプログラム
「Camping」+「English」を
合わせた英語キャンプ（2 泊３
日）。ネイティブを相手に経験と
度胸を身につけます。

2 Campinglish
パスポートのいらない英国。
中世英国の荘園領主になったつ
もりで学習できます。チェックイ
ンをしたらそこは別世界です。

3 British Hills（英国体験型英語研修）

国際 Rグローバル人材育成プログラムはネイティブとの体験重視！！

British Hills ホームページより転載

「Camping」+「English」を
合わせた英語キャンプ（2 泊３

パスポートのいらない英国。
中世英国の荘園領主になったつ

3 British Hills（英国体験型英語研修）

British Hills ホームページより転載British Hills ホームページより転載
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校 内
Wi-Fi完備！
校 内

Wi-Fi完備！

・課題配信、回収
・授業支援
・ノート保存

新しい時代に必要な「学び合い」と「考える姿勢」を養う新しい時代に必要新しい時代に必要な「学び合い」と「考える姿勢」を養う

ＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かって
ＣＨＵＯはその最先端を歩み、生徒一人ひとりが、
自主的により深い学習ができるような環境を作ります。
新大学入試共通テストでも求められている「思考力・判断力・
表現力」をＩＣＴ教育によって育んでいきます。

ＣＨＵＯでは、授業はもちろん、様々な場面でICT機器を活用しています。

IC T教育
新しい時代に必要新しい時代に必要新しい時代に必要ななな「学び合い「学び合い「学び合い」」」ととと「考える姿勢「考える姿勢「考える姿勢」」」を養うを養うを養う

ＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かってＩＣＴ教育があたりまえになる近い未来に向かって

IICC TT教教育育IC T教育
Information and Communication Technology 

アクティブラーニングの一つである「協働学習」は知識の定着には不
可欠であり、さらに表現力の向上に良いとされています。ＩＣＴを用い
ることで、それをより多くの場面で行うことができます。

アクティブラーニングの一つ
「協働学習」に取り組める

自分自身で調べたり、iPad上で表現したりすることによって聞くだけ
ではなく、主体的に授業に参加できます。また、数学の空間図形を立
体的に認識したり、理科の実験動画などをいつでも見ることができ、
記憶に強い印象を与えることで確かな学力の定着が期待できます。

視覚的・立体的に
物事を理解できる

学習支援
アプリケーションの活用

POINT

01

POINT

02

POINT

03

POINT

04

授業などの学びをよりよくするために、様々なアプリケーションを導入
しており、活用されています。すべて学習支援を目的としており、連絡な
ども受け取ることができます。

図や写真、動画を見ながら説明を受けられるので、
授業内容をより詳しく聞くことができ、理解度が
高くなります。英語や数学、地歴・公民をはじめ、
体育などでも活用されています。

昨年度電子黒板を導入し、ICT教育の幅
がさらに広がりました。授業以外にもオン
ラインの説明会やプレゼンテーションな
ど、様々な場面で活躍しています。

卓球部の練習でのタブレット活用風景。個人のプレーを動画で撮影し、部員同
士でアドバイスし合うなど、技術の向上に役立てています。大会
の試合でもプレースタイルを記録に残し、活用しています。

導入している主なアプリケーション

CHUOの ICT活用例

タブレットの使い方はＣＨＵＯが丁寧に指導し、情報教育を行って
います。また、端末管理ソフト(MDM)やi-FILTERなどで端末に細
かい設定をかけ、危険が及ばないように制限をかけています。

安全・安心の活用

毎日の課題や週末課題などの課題を配信し、提
出もオンライン上で行うことができます。

CHUOのICT教育 ➡➡➡➡
YouTube 動画を見てみよう！

授　業

課題配信

電子黒板を導入

部活動

CHUOの
最 先 端

・連絡事項の確認
・成績閲覧
・アンケート配信  
など

・AIを用いた
学習システム

・WEB学習
サービス
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CLUB
ACTIVITIES

ひたむきに、まっすぐに。
経験を、積み重ねていく。
CHUO生たちは、日々それぞれの目標に向かって、一生懸命練習に打ち込んで
います。部活動を通じて、豊かな人間性と学びを育みます。
CHUOは、文武両道で頑張りたい皆さんを応援します。
部活も勉強も両立して、充実したCHUO LIFE を過ごそう！

クラブ
■囲碁・将棋部
■ビデオ・写真部
■芸術部
■科学部
■吹奏楽部

■応援･チアダンス部
■家庭部
■茶道部
■合唱部

同好会
■さんさ同好会

クラブ
■硬式野球部
■サッカー部
■男子柔道部
■女子柔道部
■ハンドボール部
■ゴルフ部
■スキー部
■陸上競技部

■男子ソフトボール部
■女子ソフトボール部
■ソフトテニス部
■男子バスケットボール部
■卓球部
■バドミントン部
■テニス部
■少林寺拳法部

※なお、クラブについては、改廃する場合も
　あります

運動系クラブ　16部

大会実績

文化系クラブ　9部1同好会

硬式野球部
第81回全国高等学校野球選手権岩手大会  優勝
第82回全国高等学校野球選手権岩手大会  準優勝
第87回全国高等学校野球選手権岩手大会  準優勝
第90回全国高等学校野球選手権岩手大会  準優勝

サッカー部
第91回全国高等学校サッカー選手権大会　
岩手県大会   優勝  全国大会出場(平成24年度)
ｉユースリーグDivision２  １位１部昇格（平成26年）
ｉユースリーグDivision１  優勝
2016年プリンスリーグ東北へ昇格（平成27年度）
令和元年度JFA第6回全日本U-18 フットサル選手権大会
東北大会  第3位（県大会２連覇中）

男子柔道部
第73回岩手県高等学校総合体育大会柔道競技(令和3年度)
団体戦…優勝　個人戦…66kg級 優勝／加賀壮真、81kg級 
優勝／岩沼唯翔、90kg級 準優勝／宮田修斗、100kg級 準優
勝／杉本柊、100kg超級 優勝／菅原汰良

女子柔道部
第42回全国高等学校柔道選手権大会東北地区　
女子団体出場　女子57kg級 準優勝／沼端柚有莉　

陸上競技部
第55回全国高等学校駅伝競走大会岩手県予選（平成16年） 準優勝
第51回東北高等学校駅伝競走大会（平成27年） 第13位
第62回東北高等学校陸上競技大会  男子800M 優勝  欠畑太志

男子ハンドボール部
岩手県高校総合体育大会  準優勝（平成24・25年）
第66回東北高等学校選手権大会  第3位（平成25年）
岩手県高等学校新人ハンドボール大会  準優勝（平成21・28年）

ゴルフ部
第72回国民体育大会（長崎県）ゴルフ競技 少年の部
優勝　米澤  蓮　
2018年度日本ゴルフ連盟ナショナルチーム　
米澤  蓮  選出
2020年全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会
齊藤  桃子・菊池  諒太郎・佐藤  佑斗  出場
2021年東北総体（ミニ国体）第3位（三重国体出場）
菊池  諒太郎・佐藤  佑斗・後藤  羽翼

CHUOのクラブ活動

吹奏楽部

茶道部

女子ソフトボール部

スキー部

男子柔道部

さんさ同好会

ハンドボール部

ゴルフ部 サッカー部

卓球部

応援・チアダンス部

硬式野球部

CHUOの部活動 ➡➡➡➡
YouTube 動画を見てみよう！
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在校生メッセージ from STUDENTS

卒業生メッセージ from GRADUATES

東京工業大学理学部物理学科 卒業
公認会計士・税理士

1999年3月 
特進Zコース卒業

　自らの意思で目標を定め、そこに向けて最大限の努
力をする。その経験を持っているか否かで、その後の
人生は大きく変わります。これからの時代、どこの大
学を卒業したのかなんてあまり意味を持たないのかも
しれません。けれど、目標を定め、戦略を立て、努力し、
挑戦をしたという経験は確実に大きな意味を持ちま
す。それは断言できます。

　ひとつアドバイスをします。それは、環境の力を利
用することです。人は弱い生き物です。まわりが怠け
者ばかりだといつの間にか自分も怠け者になります。
逆に、まわりが大きな目標を掲げ努力している人ばか
りだと自分も自然とそうなります。
　そんな環境にぜひ飛び込んでみてください。必要な
のは最初のちょっとした勇気だけです。

　中央高校は部活と勉強の両立ができる環境が整って
います。私は男子ソフトボール部に所属し、創部後初
めてインターハイに出場することができました。
　部活動では体力はもちろんのこと、チームメイトと
のコミュニケーション能力も養うことができました。
　勉強では、日々の授業に加えて質問などがあった場

合はすぐに対応をしてくれます。熱意を持って接して
くださる先生がたくさんいらっしゃいますので、進路
や学校生活の悩みにも親身になって相談に乗っていた
だきました。中央高校での三年間は今の自分の環境に
大きな影響を与えています。入学して良かったと心か
ら思っています。

第一志望の高校に落ち、県２位の成績を収めていた、
新体操部がない盛岡中央高校に進学することになり、
私の高校生活はマイナスからのスタートでした。その反
面「ここに進学してよかったと思える三年間にしよう」
という固い気持ちがありました。外部チームで踊ること
を理解して下さった先生方、決して真面目な生徒ではな
いにも関わらず生徒会長を任せてくれた学校のみんな…

チャンスは自分から掴みにいくことを高校生活で学ばせ
ていただき、今は天職だと思える仕事が出来ています。
　のびのびとした環境があり、やる気さえあればそれを
サポートしてくれる人が沢山いる、そんな高校だと思い
ます。トライ出来る機会を活用するかしないかで、皆さ
んの人生は変わります。迷った時はまずやってみてくだ
さい！後悔のない高校生活になるよう応援しています。

高校生のときに自分が医師として働いている姿を
思い描き、一体何年後になるんだろうと心配しなが
らも、今となっては 1 人のドクターとして患者さん
一人一人と真剣に向き合っている毎日です。忙しい
です。でもその中にも生き甲斐を感じられる時間は

沢山あります。そんな貴重な時間をかけることが出
来るのは高校生の時の積み重ねがあったからだなと
自負しています。
　将来の自分のために皆さんも今、努力してみてはい
かがでしょうか。

　高校時代は勉強はもちろん、部活動にも力を入れて取
り組みました。やりたい事と今やるべき事を見極めなが
ら、勉強も部活動も自分の目標に向かって頑張ることが
できたのは、先生方のご理解とご協力のおかげです。他
にも姉妹校派遣やCHUO国際教育フォーラム、ボラン
ティア活動などにも参加しました。盛岡中央高校には自
分を成長させてくれる機会がたくさんあります。そこで

の経験が人生の中で活かされる場面が必ずあると思う
ので、ぜひこの機会を活用して将来につなげていってほ
しいです。最後に、今こうして夢を叶え、忙しくも楽し
い毎日を送ることができているのは、どんな時も応援し
丁寧に指導してくださった先生方のおかげです。本当に
感謝しています。みなさんも盛岡中央高校でたくさんの
ことに挑戦し、夢や目標に向かって頑張ってください。

失敗を恐れず大きなチャレンジをしよう
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弘前大学 医学部 医学科  卒業
八戸市立市民病院 研修医 高校時代に思い描いた姿が叶った今

東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科 卒業
東北楽天ゴールデンイーグルス

公式チアリーダー

2014年 3月 
進学選抜Ａコース卒業

迷った時は、まずやってみよう

三上 光徳さん ［大宮中学校出身］

鈴木 哲史さん ［南城中出身］

大田原 春菜さん  ［黒石野中学校出身］

工藤  一貴さん  ［岩手大学教育学部附属中学校出身］

渡辺 あいみさん  ［上田中学校出身］

岩手県立大学 社会福祉学部 人間福祉学科 卒業
学校法人 中津川学園
認定こども園 水道橋くるみ幼稚園  勤務
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岩手医科大学 歯学部 卒業
小笠原歯科クリニック 研修医

2013年 3月 
特進Zコース卒業
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中央での経験が今に生きる

2010年3月 
特進SP（現：特進選抜SZ）
コース卒業

私は中学生の時、本校の一大行事である国
際教育フォーラムの司会の方に憧れ、国際R
コースに入学しました。昨年はコロナウイルスの

影響で例年とは違う形となりましたが、本校の姉妹校の生徒と交流
を深める事ができました。また、Rコースのコミュニケーションを重
視した授業のおかげで、英会話能力が著しく成長したのを実感して
います。盛岡中央高校は生徒会活動や部活動も盛んな学校なので、
充実した高校生活を送ることができます。        （国際Rコース２年）

英会話能力が大きく成長
［紫波第一中学校出身］及川  めあり
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CHUOでの時間は、先輩たちにとってどんな時間なのでしょうか？
未来の後輩たちへ、在校生と卒業生からのメッセージを贈ります。
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私は硬式野球部の一員として部活動に励んで
きました。２年半という長いようで短い期間で
したが、とても充実した時間だったと思います。

２年秋からは、主将として、勝てるチームを作るために全力を尽く
しました。そこで感じたのは徹底することの重要さでした。内容よ
りも、自身で、チームで決めたことを徹底することに意味があると
感じました。野球という競技で、同じ目標を持つ仲間と悩み、苦しみ、
試行錯誤した日々は私の人生の財産です。（進学選抜 Aコース３年）

野球での日々は財産
［岩手大学教育学部附属中学校出身］岩動  諒
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私は、Aコースは勉強と部活動を両立するこ
とができるコースだと思います。勉強面では、
定期テストや模試などがあり、一方部活動では

柔道部に所属し、インターハイや全国選手権大会に出場をするこ
とができました。勉強と部活動を両立することは難しいですが、忙
しく時間がない時でも、自分で時間を作り、短い時間でも集中して
勉強に取り組んだり、工夫して練習をしてきたことで、人間的な部
分でも成長を感じることができました。      （進学選抜 Aコース３年）

文武両道
［花泉中学校出身］岩沼  唯翔
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文武両道文武両道文武両道文武両道文武両道
岩沼  唯翔岩沼  唯翔

　SZコースでは、多くの生徒が大学進学を目
標に日々の勉強に励んでいます。
　先生方の授業は丁寧でわかりやすく、また、

進路についても親身に相談に乗ってくださるので、自分の将来を
見据えながら充実した高校生活を送ることができます。
普段の授業の他にも、放課後講座や長期休み中の学習合宿など、

学びを深める機会が沢山あり、自分の力を伸ばせるのも、このコー
スの魅力だと思います。　　　　　　　（特進選抜SZコース３年）

自分の力を伸ばせる
［城東中学校出身］吉田  音和
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　もともと国際交流に関心があったので、自
分たちが主体となって海外の高校生と交流で
きた様々な学びの機会は、国際社会への意識

が高まり、有意義なものでした。進路目標の実現に向けて勉強も
頑張りましたが、部活動も両立させ、所属するチアダンス部では
チーム一丸となり、パフォーマンスを作りあげることができました。
　中央高校での高校生活は、自分の知力と精神力で高めること
ができ、充実した時間でした。                            （特進Zコース３年）

充実した高校生活
［松園中学校出身］田中  理子
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充実した高校生活充実した高校生活充実した高校生活充実した高校生活充実した高校生活充実した高校生活

　私はサッカー部に所属しており、経験豊富な
指導者のもと、すばらしい環境の中で部活動
をしています。他にも優秀な成績をおさめてい

る部活動がたくさんあるので、自分にあった部活動を探すのもいい
と思います。また、中央高校では勉強にも力を入れていて、模試
の対策や講座があり、勉強への環境も整っています。このように、
中央高校では部活と勉強の両立がしやすいと思うので、ぜひ中央
高校への入学をお待ちしております。　　 （進学選抜Aコース３年）

自分に合った部活動を
［厨川中学校出身］小川口  諒
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　Bコースには、主に勉強しながら部活にも力
を入れたいという人が多く所属しています。
そのため、どちらか片方だけではなく、どち

らも両立する文武両道をしていかなくてはなりません。「文」では、
自分の進路に向けて、「武」では、全国の舞台へーなどのように
自分の目標を定め、その目標に向けて努力する中央高校の見学
の精神の一つである「研鑽努力」をし、自分の目標へ突き進んで
ください。応援しています。　　　　　   （進学総合 Bコース3年）

目標に向けて
［黒石野中学校出身］細野  壱磨
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　SZコースは、超難関大学合格を目指すコー
スであり、学力をより向上させることのできる
環境が整っています。自分の目標や課題を見

つけ、日々努力を積み重ね、大きく成長できるコースです。
　また、全学年で取り組む体育大会や昇龍祭などの学校行事は、
とても盛り上がることで有名で、とても楽しみです。
　中央高校でできる多くの活動を通して充実した学校生活を送れ
るように一生懸命活動していきます。　（特進選抜 SZコース1年）

多くの活動を頑張りたい
［滝沢南中学校出身］薄衣  夏寿温
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AustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustraliaAustralia

CanadaCanadaCanadaCanadaCanadaCanadaCanadaCanadaCanadaCanadaCanadaCanadaCanada

●始業式　
●入学式
●対面式　
●学習合宿

●前期生徒総会
●高総体開会式
●東大・先進施設　
見学会

●校内体育大会
●６月考査
●PTA研修会

●夏期講習
●東北大学見学
●学校見学会
●高校野球全校応援

●盛岡さんさ踊り
●CHUO国際教育
　フォーラム

●昇龍祭
●創立記念日
●９月考査
●ボランティア活動

●後期生徒総会 ●11月考査
●姉妹校生徒
　日本語研修
　（予定）

●本校入学試験
●大学入試共通テスト
●学年末考査
　（3年Bコース）
●各種講座

●2年A・Bコース
　修学旅行

●冬期講習 ●グローバルリーダー育成研修
   V・SZコース（アメリカ）
   Zコース（オーストラリア）
●学年末考査（1・2年）
●卒業式・終業式
●春期講習

4月 April 5月 May 6月 June 7月 July 8月 August 9月 September 10月 October 11月 November 12月December 1月 January 2月 February 3月 March

Zコースはオーストラリアのアデレード市で約2週間、３月に実施し
ます。アデレードの家庭にホームステイしながら現地の高校に通い、
英語レッスンだけでなく、アボリジニーなどのオーストラリア文化に
直接触れるなど、多くの研修を重ねます。

A・Bコースの修学旅行は2年生の2月に実施予定。
5泊7日の日程でホームステイ（3日間）を含み、カナダのビクトリア市
やバンクーバー市を訪問し、研修を深めます。

Aコース 
Bコース カナダ

V・SZ コースのグローバルリーダー育成研修は約2週間オレゴン州
ポートランドで実施されます。ホームステイを体験し語学研修やボー
イング社の見学などを行います。

Vコース 
SZコース 

グローバルリーダー育成研修

修学旅行

アメリカ

※記載の内容は予定です

Zコース オーストラリアインナー･ハーバー（ビクトリア）インナー･ハーバー（ビクトリア）

ホストファミリーとホストファミリーと 初めての海外研修という生徒も多くいました

インナー･ハーバー（ビクトリア）インナー･ハーバー（ビクトリア）インナー･ハーバー（ビクトリア）

初めての海外研修という生徒も多くいました初めての海外研修という生徒も多くいました初めての海外研修という生徒も多くいました

アデレード市の街並み（オーストラリア）

ホストファミリーとホストファミリーとホストファミリーとホストファミリーとホストファミリーと

アデレード市の街並み（オーストラリア）アデレード市の街並み（オーストラリア）アデレード市の街並み（オーストラリア）

世界的大企業ボーイング本社 ホストファミリーとホストファミリーとホストファミリーとホストファミリーとホストファミリーと

アデレード市の街並み（オーストラリア）アデレード市の街並み（オーストラリア）アデレード市の街並み（オーストラリア）

世界的大企業ボーイング本社世界的大企業ボーイング本社世界的大企業ボーイング本社世界的大企業ボーイング本社

オレゴン州 ポートランド（アメリカ）

学習合宿学習合宿学習合宿 東大・先進施設見学会東大・先進施設見学会東大・先進施設見学会 校内体育大会校内体育大会校内体育大会 東北大学見学東北大学見学東北大学見学 高校野球全校応援高校野球全校応援高校野球全校応援 学校見学会学校見学会学校見学会 盛岡さんさ踊り盛岡さんさ踊り盛岡さんさ踊り 姉妹校生徒日本語研修姉妹校生徒日本語研修姉妹校生徒日本語研修 各種講座各種講座各種講座

放課後 PM 4：30

放課後は、部活動や自主学習
など、個々によってさまざま。
図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。図書室も利用できます。

午前の授業 AM 8：50

今日は理科の実験。透明な液体が鮮やかな色に変化し
たり、沈殿したり。先生の説明に興味が深まります。

午後の授業
午後は体育。グラウンドや体育館で、活気
ある声が響きます。みんな表情がイキイキ
してる！

午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業午前の授業 AM 8：50登 校 AM 7：50

友達と楽しく登校。電車やバスで通う生徒も
多く、通学路には明るい笑い声がはじけます。

朝学習

～ CHUO生の１日 ～

年間スケジュール

AM 8：00（V・SZ・Z）

朝は昨日までに学習した内容のアウト
プット練習。知識の定着を図ります。

昼休み PM 12：45

PM 1：25

お昼には、昼食の購買があります。パン、
カレーに丼物など、メニューも豊富。
食後は友達とおしゃべりして休憩！

下 校 PM 6：00See you tomorrow!

登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校登 校 AM 7：50

プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。プット練習。知識の定着を図ります。

食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！食後は友達とおしゃべりして休憩！

CHUO days

CHUOの昇龍祭 ➡➡➡
YouTube 動画はこちら！

CHUOの学校行事

AM 8：25（R・A・B）
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盛岡中央高等学校盛岡中央高等学校〈入試広報課〉

〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ 4-26-1　
TEL.019-641-0458　FAX.019-641-5533 E-mail: nyushi@chuo-hs.jp

CHUOの最新情報はホームページから

盛岡中央高校 検　索

http://www.chuo-hs.jp
中学校HP高校HP Facebook

→至宮古

主な駅から厨川駅までの所要時間
［分／乗り継ぎ時間も含みます］

■IGR厨川駅西口から徒歩10分
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Faci l it ies

CHUO CAMPUS MAP

INFORMATION ACCESS

1高校校舎
2高校校舎
3体育館

4柔剣道場
5中学校校舎「新渡戸館」
6中学校校舎

中　庭

裏　門

グローバルEルーム

家庭科室理科室

国際交流室

進路指導室

体育館

CHUOは全教室冷暖房完備。
暑い夏も、寒い冬でも集中して勉強できます。

柔剣道場

図書室

1

2

3

4

5

6
正　門

7/23金24土

オープンスクール（夏・秋）

入試説明会

オンラインオープンスクール

■2021年 ■時間 ⁄ 9：00～

日

■2021年 
■時間 ⁄ 9：00～12：00

12/5
10/249/26

11/21日

日日

10/2土

■時間
9：00～12：00

自宅から
参加できる!

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

盛岡中央高等学校までのアクセス

Out into the World and Beyond!
岩手から世界へ


