
岡山県立高梁城南高等学校 城南モザイクプロジェクト
高梁城南高校（各専門学科）・地域が、それぞれの個性や特徴を生かしつつ、
その集合体としての本校や地域をより魅力的な具体像にする計画

モザイク（mosaic）
有色・無色のガラス、貝殻、木、石、

陶磁器など

異なった素材の良さを寄せあわせ、

絵や模様を表す装飾美術の手法

地域と連携・協働

城南モザイクプロジェクト

デザ
イン 清掃活動（社会貢献活動）

学校周辺・国道の歩道のゴミ拾い

JR備中高梁駅の清掃活動

１学期 ３ 年 生

２学期 ２ 年 生・全校生徒

３学期 １ 年 生

4月：町屋どおりのひな祭り

6月：わくわく子供フェスタ

10月:健康福祉のつどい

11月:地紅茶まつり

制作プレートを設置し高梁市か
ら感謝状をいただきました！



地域から
の依頼

地域に
貢献

学習
内容

城南モザイクプロジェクト

愛らぶ高梁
ウィンターフェスタ 参加

・高梁青年経済協議会からお誘いをいただく

・今年で20年目

・LEDライトを用いたイルミネーション製作

・メッセージボードを高梁基督教会堂前に展示

・点灯式に吹奏楽部も

ファンファーレとミニ演奏会で協力

高梁小学校５年生プログラミング学習で来校

地域からのご依頼に応えるこ
とで地域貢献
・高梁の町並みを描いた作品

→ 備北信用金庫本店

高梁国際ホテルロビーで展示

「高梁市市議会だより」の表紙

・高梁市・高梁市観光協会・吹屋観光協会 等

地域からのご依頼を受け、学習内容とリンク

させて制作

松山踊りポスター（２年生）

毎年デザイン科２年生が取り組み、
高梁市観光協会主催の審査会で
最優秀賞を受賞した生徒の作品が
ポスターやうちわになって県内外
に配布される

今年度も、デザイン科２年生 藤本 実果 さんの作品が最優秀賞を受賞
→ しかし… 「備中松山踊り」が中止 → ポスター・うちわの制作無し

＊写真：山陽新聞より



レタージュみるく舎さん（地元の洋菓子屋さん）が

２年生のポスター原画のうち８枚をクッキーにプリントして、

“高梁城南Verプリントクッキー”を製作・販売

さんじゅーろーキャラクター

表情も５種類

箱に入っている
紹介カード

キャンドルナイトin高梁
・例年は紺屋川周辺で開催

・今年度は共同開催を断念・・・校内で点灯する予定

（廃油、牛乳パック、廃棄コピー用紙等を

用いたローソクを製作）

・ローソクの灯火とともに環境を考える

校内・校外の環境整備
・自分たちの育てた花の苗を用いて環境整備

（高校の玄関、体育館の玄関、中庭）

・高梁南婦人会の方と高梁市民交流館前の環境整備 等

黒米生産者
新見市在住

田井 さん

高梁市内の洋菓子店
レタージュ みるく舎

社長

中島 昇 さん

高梁市内の洋菓子店
パティスリーシャロン
社長

渡辺 広輝 さん

高梁市内の仕出し店

おぐろ鮮魚仕出し

小黒佑介 さん

高梁市内の洋菓子店
パティスリーシャロン
社長

渡辺 広輝 さん

環境科学科
生物環境コースが栽培

“エディブルフラワー”

（食用花）使用

Aセット 黒米ロールケーキ

Bセット もち麦シフォンケーキ



「城南カフェ」を中心とした地域創生人材の育成

平成３０年度より
“城南カフェ”の開催

（S科）
市内観光地・イベント・校内等
で実施

→ 定期開催
より大勢の方に

高梁市の観光地
高梁市の特産品
高梁城南高校の活動

を知ってほしい！

リージョナルモデル事業の県指定校

リージョナルモデル事業３年間の流れ

〇３年目（令和３年度）

高校生カフェ オープン！（月２回の定期開催）
S科・・・カフェの運営 D科・・・お土産品・グッズ制作 E科・・・カフェの間接照明設置

＊３年生（現２年生）が、カフェやワークショップを運営
＊２年生（現１年生）が「総合的な探求の時間（週２時間）」で各科横断的に組んだ
メンバー（学年で２０班）で地域に出て行って問題解決学習を実践する取り組みがスタート！

〇1年目（令和元年度）
S科・・・カフェメニューの開発
D科・・・カフェの内装デザイン計画

「さんじゅーろー」キャラクター考案
E科・・・電気配線工事計画
G科・・・グルメマップの完成

＊中学生１・２年生対象にカフェの名称公募
＊１・２年生で終業式に投票し、名称決定！

〇２年目（令和２年度）
S科・・・プレオープンに向けての準備

カフェ内装用植物の栽培
D科・・・カフェの内装工事・食器づくり・

ランプシェードづくり･家具づくり
E科・・・電気配線工事

＊２・３年生（現１・２年生）が中心となって行う
＊全学科で各科が行うワークショップの計画

地域協働活動コーディネーター
田邊 明架里 さん

・地域の方々からアドバイスをいただく
↓

取組の改善につなげる！

S3の授業で、接客を教えている様子

芸術活動が山陽新聞にも掲載

高梁城南高校地域連携協議会

・成羽町在住
・本校デザイン科の２期生
・現在、陶芸家として活動されている
・吹屋ふるさと村でゲストハウスを共同運営
・「カフェ 燈（あかり）」を経営
・地域で積極的に活動されている！

ポルカ天満屋
ハピータウン
１階

カフェ ＆
ワークショップ
（体験コーナー）
定期開催に向け準備中！



＜全員取得＞
★ 第二種電気工事士の国家資格

＝家庭用電気配線工事ができる！

＜5名のうち＞
★ 第一種電気工事士合格者１名受検
★ ２級電気施工管理検定も受検予定

柱にべニア合板をビスでとめる作業 学校休業期間中にデザインした家具 作業中は看板を設置してPR 地域の方の声掛けで“やりがい”実感

☆ベンガラ染めの糸を使ってランプシェードを作る
☆食器はベンガラ焼きする
☆椅子の座面はベンガラで染めた色に近い合皮

を使用する
（染めたものはお客様の服に移る可能性があるため）

実現のために！

麻の紐と木綿の布を
ベンガラ染めで染める

コーディネーター田邊さんの工房
素焼きしたベンガラ焼きに絵付け



「備中たかはしフェア」
販売員・体験コーナースタッフと
して参加することが決定！

昨年度 家庭クラブで
インスタグラムを始める！

今年度 カフェのお店を改装して
いく様子を投稿していく！

→ 学校全体のインスタ”へ！
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①＋②(肯定的） ③＋④(否定的）
ご静聴ありがとうございました 岡山県立高梁城南高等学校


