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自分達で決める
部活動

学校設定教科
「蒜山」

すずしろくん
（蒜山校地マスコットキャラクター）

　１年生では「蒜山Ⅰ」を履修し、７月に
５日間連続で就労体験を行います。
　２年生では「蒜山Ⅱ」を履修し、年間
11週ですが、毎週金曜日に１日中就労訓
練または課題研究を行い、自分の進路と向
き合う授業を行っています。
　３年生では「蒜山Ⅲ」を履修し、社会人
基礎力（「前に踏み出す力（アクション）」「考
え抜く力（シンキング）」「チームで働く力
（チームワーク）」）の養成やコミュニケー
ションスキルの向上のために様々な活動を
行っています。自ら未来を切り拓き、希望
の進路を実現することを目指します。

　毎年部活動を見直し、生徒自ら活動した
い部活動を選ぶことができます。
　今年度の部活動は次のとおりです。

地域を知り、地域を考えるとともに、

地域に支えられながら教育活動を展開しています

スケジュール帳を

　　　　活用して
います！

体育系

▶スキー部　▶ソフト
テニス部（女）

▶バスケットボール同
好会

▶球技Ａ同好会（お
もに屋内競技）

▶球技Ｂ同好会（お
もに屋外競技）

文化系

▶蒜山ABC部（アー
ト・ブラスバ

ンド・カルチャーの頭
文字の略）

蒜山探索ツアー

スイトン作り 郷土料理講習（蒜山おこわ） ドリームミーティング

乳児ふれあい体験 クリーン作戦

蒜山校地では全校生徒一人

ひとりがスケジュール帳を

持ち、自分のスケジュール

管理をする取組を行ってい

ます。進路実現のためにも

このスケジュール帳を活用

して、自己管理能力を身に

つけましょう！
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教育課程
　ICT機器を活用したり、TT（チームティーチング）や習熟度別授業を実施したりすることに
より、分かる授業、生徒が活動する授業を展開しています。

「国語総合」「数学Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅰ」など基礎的な学習をします。1年生

共 通 科 目
●国語総合　●現代文Ｂ
●現代社会　●数学Ⅰ
●数学Ａ　●生物基礎　
●体育　●保健　●蒜山Ⅱ
●異文化理解　●LHR　
●総合的な学習の時間

コース別選択科目
2年生 それぞれの目標に向けて専門的な知識を学習します。

●古典Ｂ　●日本史Ｂ　　
●コミュニケーション英語Ⅱ

総合進学コース 地域創造コース

共通科目 コース別選択科目
3年生 進路実現に向けて、より専門的な知識を深めていきます。

総合進学コース

※教育課程は変更になることがあります

●古典Ａ　●日本史Ａ　●数学活用　●スポーツⅥ
【家庭系】●生活と福祉　●ファッション造形基礎

●フードデザイン
【商業系】●情報処理　●マーケティング　●電子商取引

地域創造コース

●国語総合　●世界史Ａ　●数学Ⅰ　●科学と人間生活　●体育　●保健　●芸術（音楽Ⅰ・美術Ⅰ）
●コミュニケーション英語Ⅰ　●家庭基礎　●社会と情報　●蒜山Ⅰ　● LHR　
●総合的な学習の時間

●英語表現Ⅰ
【家庭系】●子どもの発達と保育　

●服飾手芸
●フードデザイン

【商業系】●簿記　●情報処理

●現代文Ｂ　●蒜山Ⅲ
●理科課題研究　●体育
●異文化理解　●LHR
●総合的な学習の時間　　　

●古典Ｂ　●日本史Ｂ　　
●数学Ⅱ　●地学基礎
●コミュニケーション英語Ⅱ



蒜山校地では、２年生から「総合進学コース」「地域創造コース」の２つのコースを選択します。

蒜山校地２つのコース

総合進学コース
　これまでの少人数授業を生かし、習熟度別授業やチームティーチン
グの授業によって進学指導をさらに充実させます。そして、大学進学
をみすえて、授業だけでなく放課後個別指導や長期休業中の補習を行
い、生徒一人ひとりの進路希望に対応し自己実現を支援します。

コースの特徴
大学・短期大学などを目指し、普通教
科を中心に学びます。少人数ならでは
の一人ひとりの進路に対応したきめ細
やかな進学指導を行います。

主な進路先
●大学
●短期大学
●医療系専門学校
●各種専門学校　など

取得できる検定
●英語検定
●漢字検定
●数学検定　など

地域創造コース
　実習授業を中心に、専門的知識や職業人としての心構え、社会人とし
てのマナーなどを学びます。さらに地域密着型の授業で地域と深く関わ
り、将来、地域に貢献し地域を活性化できる人材の育成を目指します。

コースの特徴
「家庭科」または「商業科」のいずれ
かの系統を選択し、専門科目を学びな
がら職業人としての自覚と能力を身に
つけます。将来、地域で活躍できる人
材の育成を目指します。

主な進路先
●短期大学
●各種専門学校
●就職（調理・接客・販売）

など

取得できる検定
［家庭系］
●調理技術検定
●保育技術検定　など
［商業系］
●情報処理検定
●簿記検定　など



参考に、勝山高校蒜山校地
での合格実績を掲載します。
新しい進路先を開拓しよう。

一人一人の進路をサポートします

専門学校
中国四国酪農大学校

鳥取県立産業人材育成センター倉吉校

北部高等技術専門学校美作校

岡山理科大学専門学校

岡山赤十字看護専門学校

岡山医療福祉専門学校

旭川厚生専門学校

岡山情報ビジネス学院

大阪ECO動物海洋専門学校

� など

就　職
真庭市役所

日本郵便

休暇村蒜山高原

ひるぜん大将

たくま電設

加茂光陽会

鬼ノ城ゴルフクラブ

西濃運輸

（株）クレスコ

水島中央病院� など

大学・短期大学
弘前大学　　　　　尾道市立大学

鳥取環境大学　　　美作大学

中国学園大学　　　山陽学園大学

大阪産業大学　　　畿央大学

京都産業大学　　　鳥取短期大学

� など

　勝山高校蒜山校地は先輩と

後輩の仲が良い楽しい学校で

す。人数が他の学校に比べ少

ないですが、その分生徒一人

ひとりが輝ける良い学校で

す。クラスの活動や学校行事

では特に個人の特技が発揮さ

れていると思います。

　進学、就職先を決める時には先生方が生徒一人ひ

とりのことを理解して下さり、生徒それぞれに合っ

た進路を一緒に考えてくれます。進学、就職試験前

の時には、生徒が納得いくまで、先生方が面接練習

をしっかりと行って下さり、いろいろなアドバイス

や改善点など手厚い指導を行ってくれます。

　私は勝山高校蒜山校地に入学して、授業や部活動

など、とても楽しく充実した三年間を過ごすことが

できました。ぜひ、蒜山校地で笑いあり、涙ありな

楽しく充実した三年間を過ごしてみませんか？

　勝山高校蒜山校地は生徒数
が少ないですがとてもにぎや
かです。球技大会や三座祭で
は地域の方も来てくださり、
毎年盛り上がります。そして、
学校行事や部活動を通して学
年の壁を越え、仲が深まります。
　蒜山校地の先生方はとても
おもしろく、気さくな先生ば
かりです。授業も分かりやす

く、説明も十分にしてくれます。また、テストが近
くなると、放課後遅くまでテスト対策に付き合って
くださり、そのおかげで私は、中学よりも点数がぐっ
と伸び、進学を有利に進めることができました。そ
して、先生方は生徒一人ひとりの進路をすごく考え
てくれ、私たちが後悔しない進路を選ぶため、親身
になって話を聴いてくれます。
　最後に、蒜山校地では生徒一人ひとりが主役とし
て活躍できる場があります。それは、学校行事、部
活動、同好会、委員会などで生徒それぞれですが、
みんな活躍しています。皆さんも、蒜山校地で活躍
する主役になってみませんか？

※勝山高校蒜山校地
　過去３年間の合格実績

平成29年度卒業生平成29年度卒業生



蒜山校地の一年

生徒が主体となって
学校行事を

盛り上げています！

４月 入学式
宿泊研修（１年）

６月
中高連携学校説明会兼オープンスクール
大学・企業見学
進路ガイダンス

５月
生徒総会　美作総体
球技大会
蒜山Ⅱ（２年）スタート

７月
蒜山Ⅰ（１年）夏季補習（前期）
三者懇談、家庭訪問
ドリームミーティング

８月 夏季補習（後期） ９月 三座祭
生徒会役員選挙

10月
修学旅行（２年）
ウォーキング大会
クリーン作戦

11月 ドリームミーティング
蒜山探索ツアー

12月 蒜山Ⅱ成果発表会

１月
スキー部インターハイ
　（４年連続出場）

３月 卒業式

～



●岡山駅から「勝山」行き中鉄バスに乗り、
真庭市コミュニティバスに乗り換え

「蒜山振興局」下車徒歩10分
●米子道「蒜山」インター下車、

国道482号線を東へ、約10分

アクセスマップ

〒717-0505　岡山県真庭市蒜山上長田４
TEL（0867）66-2016
FAX（0867）66-4221
URL http://www.hiruzen.okayama-c.ed.jp/
E-mail  katuyama-hiruzen@pref.okayama.jp

岡山県立勝山高等学校　蒜山校地

【交通案内】

蒜山には、上蒜山（1202m）・中蒜山（1123m）・下蒜山（1100m）の蒜山三座があります。
蒜山高原では、乗馬やスキー、キャンプなどを楽しむことができます。

かみひるぜん なかひるぜん しもひるぜん
ひる ぜん さん ざ

９：00～ 16：00（平日）
　　随時受付中です。お電話でご予約ください。

学校説明会

11月５日（月）～９日（金）９：00～ 17：00（土日を除く）
　　予約は不要です。いつでもお越し下さい。

中学生・保護者対象授業見学会

文化の部　９月６日（木）［午後］　９月７日（金）［午前］
体育の部　９月８日（土）
　　多くの方のご来校をお待ちしております。

三 座 祭
さん ざ さい

～学びのフィールド蒜山～
全国募集開始

岡山県立勝山高等学校 蒜山校地

313

313

482

482

蒜校インフォメーション
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