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●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】

岡山県立勝山高等学校 蒜山校地

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９日（月）～ 20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４日（金）［午後］　９月５日（土）［午前］
体育の部　９月６日（日）
　　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

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。

　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。

体育系
▶スキー部　▶ソフトテニス部

▶バスケットボール同好会

▶軟式野球同好会

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）

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

蒜山探索ツアー（郷原漆器） 魅力化プロジェクト講演会 クリーン作戦

ＢＢＱ大会 郷土料理講習（蒜山おこわ） ドリームミーティング

ボランティア活動
も

　　　　がんばっ
ています！

・花いっぱい運動

・お菓子作り講習会
・夏のボランティア体験
・交通安全マスコット配り

平成２６年度
の

活動状況
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蒜校インフォメーション



参考に、蒜山高校での合格
実績を掲載します。
新しい進路先を開拓しよう。

教育課程 一人一人の進路をサポートします
専門学校
岡山情報ビジネス学院
岡山ビジネスカレッジ
旭川荘厚生専門学院
岡山科学技術専門学校
岡山自動車大学校
津山中央看護専門学校
くらしき総合福祉専門学校
北部高等技術専門学校美作校
北部高等技術専門学校
南部高等技術専門学校
YMCA米子医療福祉専門学校
鳥取県立産業人材育成センター倉吉校
日本写真映像専門学校
大阪総合デザイン専門学校
大阪情報コンピュータ専門学校
大阪調理製菓専門学校
大阪ビジネスカレッジ
大阪工業技術専門校
大阪医療秘書福祉専門学校
ヴェールルージュ美容専門学校
西日本調理製菓専門学校
神戸製菓専門学校
神戸電子専門学校
ビーマックス
広島工業大学専門学校
穴吹ビューティー専門学校
東京アニメ声優専門学校
朝日高等歯科専門学校� など

就　職
国民暇村蒜山高原
蒜山酪農農業協同組合
（株）三好野本店高速道路事業部
社会福祉法人鶯園千寿荘
アート引越センター
（有）原建設工業所
（有）サロン・ド・マミ
関東メンテナンス株式会社
ヒルゼン高原センター
株式会社四方
株式会社つるや
株式会社ゼンショク
宝製菓株式会社
新東住建工業株式会社
株式会社成通ソフトシステムズ
メルパルク岡山� など

４年制大学
尾道市立大学
中国学園大学
山陽学園大学
桃山学院大学
岡山商科大学
神戸学院大学
花園大学
帝塚山大学� など

短期大学
鳥取短期大学
川崎医療短期大学� など

※蒜山高校　過去３年間の合格実績

　蒜山高校は他の高校では得る
ことのできない素晴らしいもの
が得られる場所です。先生との
毎日の楽しい会話であったり、
同級生との楽しい思い出であっ
たり、他にもいろんなものを得
ることができます。人数が少な
いからできないではなく“人数

が少ないからこそできるもの”がこの学校にはありま
す。ぜひ皆さんもこの学校に入学してみてください。
３年後、卒業したとき、これまで自分になかったもの
が必ず身についています。
　いろいろ３年間ありがとうございました。中学のと
きより自分がここまで成長できたのは本当に先生方の
おかげだと思っています。これからは日々楽しく、一
生懸命悔いのないよう生きていこうと思います。本当
にありがとうございました。

　蒜山高校は、生徒一人ひとり
の事をとても真剣に考えてくれ
る学校です。私は高校卒業後、
大学に進学したいと考えていま
したが、私の進路実現のために
先生方には放課後夜遅くまでマ
ンツーマンで補習をしていただ
きました。そのおかげもあって、

無事志望校に合格することができました。また面談の
回数が多く、生徒一人ひとりに親身になってくれるの
で、些細なことでも相談しやすかったです。蒜山高校
は生徒数が少ないですが、少ないからこそ私たち一人
ひとりに合ったきめ細やかな指導をしてくれます。蒜
山高校に進学したことで、将来の幅が狭まるというこ
とは決してありません。蒜山高校は頑張る生徒の背中
を力強く押してくださる素敵な先生方がたくさんいま
す。自分の努力次第でどんな可能性も切り拓いていけ
ます。

蒜山校地の一年
　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。

蒜山校地では、２年次から「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

「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

●古典Ｂ　●日本史Ｂ　　
●コミュニケーション英語Ⅱ

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。

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】●発達と保育　●ファッション造形基礎

●フードデザイン
【商業系】●簿記　●情報処理

●現代文Ｂ
●国語表現
●現代社会　●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
●理科課題研究
●コミュニケーション英語Ⅱ
●時事英語

調理実習の様子 検定取得もバックアップ

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、大学進学を見
据えて、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
４年制大学・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
●４年制大学
●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　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」「商業科」の専門科目を学び、
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
●調理検定
●保育検定
●情報処理検定
●簿記検定　など

少人数できめ細やかな授業

すいとん作り

１年生宿泊研修 球技大会＆バーベキュー大会

花いっぱい運動 三座祭（文化の部） 三座祭（体育の部）

ドリームミーティングウォーキング大会２年生修学旅行

生徒が主体となって
学校行事を

盛り上げています!!

平成26年度卒業生
樋口　昌弘

平成26年度卒業生
近藤　優月 ※�ドリームミーティングとは地域、学校、�

生徒の三者で蒜山校地の未来を語る会です
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