
岡山県立津山高校

「ＶＧＲって何だろう？」
～未来を切り拓く人材の育成～

取組等の概要

【ＳＳＨ海外研修】
（マサチューセッツ工科大学にて）

【学校設定科目「サイエンス】
(メディカルサイエンスⅠ ワークショップ)

【ＶＧＲのイメージ図】

【学校情報】

〒708-0051
津山市椿高下62

( (0868) 22-2204
* tuyama@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

tuyama.okayama-c.ed.jp/

津山高校は、平成24年度か

ら文部科学省のスーパーサイ

エンスハイスクール（SSH）

の指定を受け「VGRの育成」

を学校全体でめざしています。

この事業を最大限に活用し、

学校設定科目「サイエンス」

や各種研修で、大学の先生の

講義や地域との連携など全国

に誇れる取組をしています。

津山高校でVGRの力を伸ば

し、未来を切り拓くトップサ

イエンティストをめざしてみ

ませんか？

未来を切り拓くトップサイエンティストの基盤となる

‘ Vision ’，‘ Grit ’，‘ Research Mind ’の育成
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岡山県立津山東高校

地域医療を担う人材を 看護科

取組等の概要

認知症サポート研修※① 津山市総合防災訓練※②

戴帽式

◇認知症サポート研修 写真※①
高齢化に伴う認知症の増加に対応すべく、
津山市地域包括支援センターと連携し、
研修を実施。平成２９年には看護科２年
生４名が津山市内の高校生初の認知症
キャラバンメイトに認定された。

○津山東高校看護科は、地域の医療に目を向け、地域医療に

貢献できる人材を育成し、卒業後も向上心を持って学び続け

る生徒を育成しています。

◇津山市総合防災訓練 写真※②
ボランティアで専攻科生が参加。大地
震を想定した大規模な訓練で、専攻科
生はトリアージ（災害や事故などで同
時発生した大量の負傷者を治療する際、
負傷者に治療の優先順位を設定する作
業）や避難誘導の訓練を実施。

【学校情報】

〒708-0822
津山市林田1200

( (0868) 22-9307
* tuhigasi@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

tuhigasi.okayama-c.ed.jp-
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岡山県立津山工業高校

竹の有効活用

～循環型資源活用の取組～

取組等の概要

竹の伐採から運び出し 竹チップの牛舎敷料

整備された竹林

【学校情報】

〒708-0004
津山市山北411-1

( (0868) 22-4174
* tsukou@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

tsukou.okayama-c.ed.jp/

津山工業高校では、平成27

年から、地域に広がる竹林の

有効活用に全科で取り組んで

います。竹炭作りから始まり、

現在は竹の消臭作用に着目し

た牛舎の敷料への活動などに

取り組みが拡大しています。

美作地域は「津山ホルモン

うどん」や「蒜山やきそば」

などB級グルメの宝庫です。

地域をもっと元気にするため

にも、活動を続けていきます。

「県北の雄」津山工業で一緒

に活動しましょう。
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岡山県立津山商業高校

「津商モール」の学びは

社会に通じる

取組等の概要

【学校情報】

〒708-0004
津山市山北５３１

( (0868) ２２-２４２１
* tusho@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

tusho.okayama-c.ed.jp/

魅力ある店舗づくりのための戦略会議 おすすめ商品を英語で紹介

商店街の賑わいお客様に対して丁寧な案内

　津山商業高校では「津商モール」を実施する中で、商業高校での学びと社会と
の繋がりを実感できます。
　さらに、今年度は中心市街地で行うことに決定しました。生徒自身が中心市街
地の現状に触れ、集客のために試行錯
誤をすることで、地域の課題を自身の
こととしてとらえ、創造する力と実践
する力を身に付けます。
　また、キッズビジネスタウンを同時
開催し、中学生の販売体験とあわせる
ことで、小・中・高とつながったビジ
ネス体験の場となっています。
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岡山県立勝山高校蒜山校地

地域と連携した深い学びで郷土愛を育み、地域に貢献する人材を育てる。

～高校立てり、野に立てり！ 学びのフィールド「蒜山」～

取組等の概要

岡山県立勝山高校

持続可能な社会づくりの担い手の育成
「バイオマス産業杜市真庭」で再生可能エネルギーを探究

取組等の概要

地元真庭市は「SDGs未来都市」に選定され、
豊富な森林資源を生かしたバイオマス発電所や
ＣＬＴの利活用など、持続可能な地域づくりで
全国最先端の取組が行われています。
そうした最先端の取組について、探究学習

「夢現プロジェクト（総合的な探究の時間）」
で施設見学や体験などを行い、学習しています。
勝山高校で学び、考え、行動し、持続可能な

社会づくりにチャレンジしてみませんか？

【学校情報】
〒71７-001３ 真庭市勝山481

( (0867) 44-2628
* katuyama@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.katuyama.okayama-c.ed.jp/

【学校情報】
〒717-0505  真庭市蒜山上長田4

( (0867) 66-2016
* katuyama-hiruzen＠pref.okayama.jp
ⓘ http://www.hiruzen.okayama-c.ed.jp/ 

蒜山を知り・考え・提案する教科「蒜山」を中
心に、積極的に地域に出向き、地域の歴史・文
化・自然・産業などの研究や職業体験をしていま
す。これらを通して、地域の活性化に貢献したい
という強い気持ちが育っています。
自然豊かな勝山高校蒜山校地で、地域の持続可

能性を探求し、未来を切り拓いてみませんか？
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岡山県立真庭高校

～持続可能な世界の実現を、真庭から始める～

取組等の概要

【落合校地】地元メディアと協働して真庭市の

企業を訪問。SDGｓについてインタビュー。

【久世校地】地域とつながる「ミニパプリカ」

の育苗と提供で持続可能なまちづくり。

真庭高校は教育のミッション「Think Globally,Act Locally」を掲げており、地球的な

視野で考え、地域で行動できる人材の育成を目指しています。そして、真庭市は持続
可能な開発目標（SDGｓ）の達成に向けた優れた取組を行う都市として、全国２９都市

の「SDGｓ未来都市」に選定されています。

本校では、SDGｓを教育活動に取り入れ、授業等で地域と関わる教育活動を積極的

に進めています。世界の一員として、自分が身を置く場所から、社会の持続的継続的
幸せのために何ができるかを考え、行動する学習を展開しています。

■SDGｓ ×真庭市 ×真庭高校

【学校情報】

落合校地

〒719-3144
岡山県真庭市落合垂水448-1 

( (0867) 52-0056
* maniwa@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.maniwa.okayama-c.ed.jp/（両校地共通）

久世校地

〒719-3202
岡山県真庭市中島143

( (0867) 42-0625 
* maniwa-kuse@pref.okayama.jp 

ジビエ料理講習会地域に繰り出し、地域課題を協議
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岡山県立林野高校

ＩＣＴを活用した最先端の教育
～一人１台ChromebookとG Suiteの活用 ～

取組等の概要

【学校情報】

〒707-0046
美作市三倉田58-1

( (0868) 72-0030
* hayasino@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

hayasino.okayama-c.ed.jp/

林野高校では、生徒が一人１
台ノート型PC「Chromebook」を

所有し、授業をはじめ、学校生

活全般で活用しています。敷地
内のWi-Fi整備率は100%で、い

つでもどこでも使うことができま

す。わからないことをすぐに調

べられるのはもちろん、皆で意

見を出し合ったり、一つの課題

を仕上げたりなど、協働的な学
びの創造を可能にしています。

林野高校で、最先端の授業で

学び、将来必要になっていく力
を育みましょう。

作成したスライドでプレゼンテーション 課題についてディスカッション

自分のプレーを振り返り
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岡山県立勝間田高校

３級自動車整備士

資格取得を目指して

取組等の概要

整備された実習施設 自動車整備実習の風景

エコマイレッジチャレンジ2019

九州大会の様子

【学校情報】

〒709-4316
勝田郡勝央町勝間田47番地

( (0868)38-3168
* katumada@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

katumada.okayama-c.ed.jp/

　総合学科自動車系列では、３級

自動車整備士受験資格が得られる

県内公立高校では唯一の高校です。

専用の実習施設も有り、日々資格

取得を目指して知識・技術を身に

付けるために取り組んでいます。

　また、今年度よりエコカーにも

取り組んでいます。自動車・バイ

クに興味のある中学生、ぜひ勝間

田高校へ！！
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