
岡山県立岡山朝日高校

高い志 ～限界の先へ～

取組等の概要

ＪＡＸＡ（はやぶさの研究開発等）訪問 東京大学研究室（10コース）訪問

イギリス研修

【学校情報】

〒703-8278
岡山市中区古京町2-2-21

( (086) 272-1271
* asahi@pref.okayama.jp

ⓘ http://www.
asahi.okayama-c.ed.jp/

岡山朝日高校では、「高い

志」をキーワードに、ハイレ

ベルな教師陣による組織的で

丁寧な指導、「入るべき大学」

への挑戦により、東京大学・

医学部など最難関大学への高

い進学実績を挙げています。

その中で、「大学の向こう

側の社会」を意識した、本物

に触れ・本質を探究する深い

学びができます。

また、イギリス研修や科学

オリンピック等の国際大会へ

の挑戦など、新たな社会を牽

引し世界の未来を拓く人材育

成を行っています。
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岡山県立岡山操山高校

ＳＧＨ集大成からその先へ
～Sacred Heart Collegeとの交流～

取組等の概要

Sacred Heart Collegeとの調印式 後楽園を案内

海外研修前のプレゼン練習

【学校情報】

〒703-8573
岡山市中区浜412

( (086) 272-1241
* sozan@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

sozan.okayama-c.ed.jp

　岡山操山高校では、オーストラリ
ア・ アデレー ドにあるS a c r e d  
Heart College(SHC)と数年前から
交流をしています。昨年５月には、
SHCと操山のフレンドシップがさら
に発展したものになるよう約束し、
同意書に互いのサインを交わしまし
た。平成30年９月にSHCの生徒が来
校し、一緒に授業を受けたり、後楽
園を案内したりしました。また昨年
３月には、本校生徒12名がSHCを訪
問し、課題研究について英語で発表
しました。
　岡山操山高校で、グローバルリー
ダーになるためのスキルを身につけ
ませんか？
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岡山県立岡山芳泉高校

デジタル×パフォーマンス＝
芳泉高校芸術科合同発表会

取組等の概要

作曲の様子（音楽） 映像編集の様子（美術）

パフォーマンスの練習（書道）

岡山芳泉高校の芸術科の授
業では、生涯を通して芸術を
愛好する心情を高めるための
取り組みとして、音楽では
ボーカロイドを使った作曲活
動、美術ではMacを使ったデ
ジタル表現、書道では書道パ
フォーマンスを授業内で行い
ます。
そして各科目での取り組み

の集大成として、それぞれの
表現を融合した「芸術科合同
発表会」を開催しています。

【学校情報】

〒702-8503
岡山市南区芳泉三丁目１－１

( (086) 264-2801
* infohosen@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.hosen.okayama

-c.ed.jp/
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岡山県立岡山一宮高校

スーパーサイエンスハイスクール ユネスコスクール

一高で育つ探究心
～全校で取り組む課題研究～

取組等の概要

研究の様子 普通科課題研究発表会

理数科課題研究発表会

【学校情報】

〒701-1201
岡山市北区楢津221

( (086) 284-2241
* itinomiy@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.itinomiy.

okayama-c.ed.jp/itiko.htm

岡山一宮高校は「探究の一宮」

を目指しており、将来、サイエン

ス・グローバル・社会貢献の視点

を持って活躍できる人材を育成し

ます。2年生が全員で行う課題研

究は探究的な学びの実践です。

普通科では、教科の学びを社会

的課題の解決につなげる課題研究

を行います。SDGｓに関わる課題

について文理を統合して探究し、

ポスター作成・発表を行います。

理数科では、先端研究に触れ、

専門性を高める課題研究を行いま

す。設定した課題に対して仮説検

証を行い、探究を深めています。

　岡山一宮高校で身につけた探究

心は社会に出てからも役に立つ力

です。
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岡山県立岡山城東高校

「ステージは世界だ！」
～グローバルリーダーを育てるオンリーワンの教育を展開しています～

取組等の概要

学類研修 韓国

（慶南外国語高校との交流）

1年 企業訪問（中国銀行）

【学校情報】

〒703-8222
岡山市中区下110

( (086)279-2005
* joto@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

joto.okayama-c.ed.jp/

○岡山城東高校は、グローバ

ルな視点と郷土や日本への貢

献意識をともに持ちながら、

地域や国際社会で活躍する人

材の育成をめざしています。

○様々な国際交流プログラム

を展開する一方、県内の企業

訪問やSDGsの視点から地域

の問題について課題研究を進

めています。

○１年次、２年次で、希望す

れば海外体験の研修への参加

が可能。また、海外の高校生

を積極的に受入れ、日本にい

ながらにして異文化体験をす

ることができます。

学類研修 マレーシア

（独立広場にて）
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岡山県立西大寺高校

充実した海外短期研修
毎年100名を超える生徒が異文化体験！

取組等の概要

現地高校生との記念撮影 ティーブレイク

現地小学生徒との記念撮影

【学校情報】

〒704-8112
岡山市東区西大寺2-1-17

( (086) 942-4150
* saidaizi@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.saidaizi.

okayama-c.ed.jp/wordpress/

西大寺高校では、コミュニケー

ション能力・語学力の育成、異文

化理解の取組を行っています。

異文化理解を体験的に深める取

組の一つとして、希望者を対象と

して３月に１４日間の海外短期研

修を実施しています。国際情報科

の生徒に加えて、商業科・普通科

からの参加も多く、毎年１００名

を超えており、県内の県立高校の

中では海外短期研修の参加者が多

い学校の一つです。

西大寺高校でコミュニケーショ

ン能力の向上を図り、異文化理解

を深めてみませんか？
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岡山県立高松農業高校

高農の自慢は

「地域開放型くすのきマルシェ」だ！

取組等の概要

くすのきマルシェ広告 季節の農作物と販売の様子

農産加工品

【学校情報】

〒701-1334    
岡山市北区高松原古才336-2

( (086) 287-3711
* takano@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

takano.okayama-c.ed.jp/

高松農業高校では、学習内
容の発表や、地域の方々にも
高農産の農作物や加工品を販
売する機会の場として、１・
２学期の毎週水曜日に「くす
のきマルシェ」を開催してい
ます。
「くすのきマルシェ」では、
学科ごとの特色を活かした季
節の農産物や農産加工品を販
売し、接客や会計なども生徒
中心で運営しています。定期
的な販売の機会は、地域の方
はもちろん、生徒、先生方に
大変喜ばれています。
品質の良い農産物・農産加
工品を提供するために、これ
からも日々の学習活動を頑
張っていきます！
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岡山県立興陽高校

初めてだらけの

ファッションショー

取組等の概要

① 初めてのミシン
～先輩に教えてもらって～

② 作品の製作～試行錯誤しながら～

③ ショー本番 ～最高の笑顔で～

【学校情報】

〒701-0297
岡山市南区藤田1500

( (086) 296-2268
* koyohigh@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

koyohigh.okayama-c.ed.jp/

被服デザイン科では、入学してか
ら、少しずつ、しかし確実に「縫う
こと」の基礎を学習していきます
（写真①）。そして、その集大成と
して、ファッションショーに取り組
みます（写真③）。
衣装は、自分でデザイン・製図・

縫製（写真②）・モデルをし、
ショーの構成なども自分たちで考え
ます。どの活動も簡単に進められる
ものではなく、試行錯誤を繰り返し、
少しずつ形にしていきます。

しかし、初めてだらけの中で得ら
れるもの、感じるものが、必ず何か
あります。

大切なものを見つけにkoyoへ行
こうよう。
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岡山県立岡山工業高校

「グローバル化に対応した工業高校」
を実現するＯＫＡＫＯ！

～カンボジア姉妹校との交流、令和初年度に本格スタート～

取組等の概要

校内で姉妹校とビデオ通話 カンボジア姉妹校訪問研修

台湾からの訪問団

【学校情報】

〒700-0013
岡山市北区伊福町4-3-92

( (086) 252-5231
* okako@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

okako.okayama-c.ed.jp/

岡山工業高校は、平成３０

年１月にカンボジア王国の

「ロタ高校」と「バベット高

校」の２校と姉妹校縁組を締

結し、ビデオ通話で姉妹校の

生徒とリアルタイムで交流し

たり、カンボジア現地を訪問

して研修を行ったりしていま

す。また、海外からの訪問団

を積極的に受け入れるなど生

徒が海外の方々と交流できる

場を増やしています。

岡山工業高校で、工業高校

ならではのグローバル教育に

触れてみませんか？
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岡山県立東岡山工業高校

ものづくり教室 in English

取組等の概要

【目的】専門高校として、知識と技術を活かす「英語でものづくり教室」

語学力 コミュニケーション能力 チャレンジ精神 異文化理解

将来様々な分野で活躍するグローバル人材の育成を目指す。

▼岡山大学の留学生と交流▼

令和元年度：7月16日 国際交流員による「国際理解講座」

10月26日

13日

岡山大学の留学生と交流

11月 ものづくり教室 in English を実施

東岡山工業高校では、学んだ知識と技
術を活かすものづくり教室を、小学生や
外国からの留学生を対象に英語を使って
行うことで、豊かな語学力やコミュニ
ケーション能力、チャレンジ精神や異文
化を理解する精神等を育み、将来様々な
分野で活躍するグローバル人材の育成を
目指しています。
東岡山工業高校で、英語を使ったもの

づくりの取組に参加してみませんか？

【学校情報】

〒703-8217
岡山市中区土田290-1
( (086) 279-0565
* toko@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

toko.okayama-c.ed.jp/

▼ものづくり教室 in English（近隣の小学校で開催）▼
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岡山県立岡山東商業高校

表町商店街
～アメージングストリートへの歩み～

取組等の概要

現状調査

インスタ映えする新商品開発

【学校情報】

〒703-8281
岡山市中区東山３丁目１番６号

( (086) 272-1237
* higasho@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

higasho.okayama-c.ed.jp/

岡山東商業高校では、課題研
究「ベンチャービジネス」で、人
通りが少なくなった表町商店街
の活性化について次のように研
究を行っています。①調査仮説
設定→②企画書作成→③実践
→④検証→⑤課題の検討

第１期の企画後、調査仮説の
通りになったか検証しました。表
町商店街の方からは、「高校生
の新たな取り組みは歓迎する」
との声もいただきましたが、さら
に魅力ある企画を提案し、商店
街に活気を取り戻したいと考え
ています。

岡山東商業高校で、表町商店
街や地元岡山を盛り上げてみ
ませんか？

仮説設定 企画書提案
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岡山県立岡山南高校

地域の魅力を商品で発信
商業学科の挑戦★岡山が誇る「モノ・コト・ヒト」をビジネスに！

取組等の概要

開発商品の販売

商談にも挑戦

【学校情報】

〒700-0933
岡山市北区奥田2-4-7

( (086) 224-2226
* okaminam@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

okaminam.okayama-c.ed.jp/

岡山南高校商業学科（商

業・国際経済・情報処理科）

では、ビジネスに関する専門

学習の集大成として、岡山の

魅力を反映させた商品を販売

しています。この活動を通じ

て地方創成やビジネスを体験

的に理解することができます。

地域の生産者・製造業者・

流通業者の方々と協力し、商

談や提案を行う中で、ビジネ

スに必要なコミュニケーショ

ン力や人間力が育まれます。

岡山南高校で、岡山を元気

にする取組に挑戦してみませ

んか？

特産品を活用した商品
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岡山県立岡山御津高校

「ルネス学」で地域に貢献！
「岡山御津高校×地域が贈るルネストラン」

山陽学園大学主催 地域マネジメントコンテスト銀賞受賞

取組等の概要

ルネス学授業風景 認知症サポーター養成講座

ルネストラン風景

【学校情報】

〒70９-２１３３
岡山市北区御津金川９４０

( (086) 724-0831
* mitsu@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

mitsu.okayama-c.ed.jp/
index.html

岡山御津高校では、地域を学びの場である

キャンパスとして捉え、「社会貢献活動」を

はじめ、地域社会と協働連携して行う５つの

教育活動を「御津キャンパス学」と名付けて

積極的に展開しています。

その中の一つである昨年度からスタートさ

せた地域課題発見解決学習の「ルネス学」は、

地域の課題を検討してその検証及び考察や解

決方法の研究を行うことにより、地域の活性

化等に貢献することを目的としています。こ

の学習を通して、本校生徒に、社会で必要な

四つの資質・能力「健全なマインド」「編集

力」「確かな学力」「ヒューマンスキル」を

身につけてもらいたいと思っています。

今年度の「ルネス学」は、最寄りの金川病

院と連携し、認知症に関する知識を深め、注

文を間違えるレストラン「岡山御津高生×地

域が贈るルネストラン」のイベント企画を提

案し、７月２１日（日）に開催しました。今

後は、取り組みの検証作業や地域に向けての

提言等、さらに深まる学習を予定しています。

地元地域の活性化に対する岡山御津高校の

思いを、ルネスという言葉に込めて、生徒た

ちは意欲的に取り組んでいます。
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岡山県立玉野高校

OUTPUTする玉高生！

取組等の概要

ガールズロケット
モデルロケットの飛翔の安定化に向け
た研究、大会への出場！

誰もが弾く喜びを感じられるギター演
奏サポート装置の開発の発表！

地域活性化のためにできること発表（総学）

本校では、学んだことや研究したことを積極的にOUTPUT

しており、さまざまな場所で活躍をしています。

UNOICHI実行委員による瀬戸芸でSOSプ
ロジェクトのプレゼン！ 外国人船客へ玉野の町を英語でガイド！

ダンス部による小学生対象ダンス教室開催！

ＥＳＳ部、小学生対象の英語教室開
催！

【学校情報】
〒706-8555
玉野市築港3-11-1

( (0863)31-4321
* tamano@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.tamano.okayama-c.ed.jp
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岡山県立玉野光南高校

時代の風をつかまえて

オリンピック・パラリンピック教育
～共生社会の実現に向けて～

取組等の概要

パラリンピック金メダリスト

新田 佳浩氏 講演会

岡山デビルバスターズによる

ブラインドサッカー体験

校外研修

（修学旅行）

ナショナルトレーニング

センターで新田氏と交流。

令和2年度、体育科１･2年

次生は2020年オリンピッ

ク観戦へ！

【学校情報】
〒706-0226
玉野市東七区244

( (0863)51-2311
* konan@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

konan.okayama-c.ed.jp/

「令和元年岡山県オリンピック・パラリン

ピック教育推進事業」（オリンピック・パラ

リンピック・ムーブメント全国展開事業（ス

ポーツ庁委託）の高校唯一の指定校として、

体育科を中心にオリパラ教育に全校で取り組

んでいます。生徒のオリンピック・パラリン

ピックへの関心を高め、スポーツの価値や効

果の再認識を図るとともに、ボランティアス

ピリットの涵養、国際・異文化理解、共生社

会への理解等を深める学びを進めています。

体操服を

一新

令和2年度か

ら、2020年

オリンピッ

クをイメー

ジした新し

い体操服に

■スポーツを通じたインクルーシブな社
会（共生社会）の構築をテーマに、「パラ

スポーツ」の競技体験やその学びを通じて、

コミュニケーションや多様性を尊重し、共

生社会を支える生徒の育成を目指します。
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岡山県立烏城高校

地域とつながる

多様な年代の人とつながる

未来へつながる

定時制高校生の社会貢献活動

取組等の概要

花の贈呈・園児からのお礼 金曜ボランティア・地域の清掃活動

京山地区ESD推進協議会との連携

【学校情報】

〒700-0016
岡山市北区伊島町3丁目1番1号

( (086) 251-9755
* ujo@pref.okayama.jp
ⓘ http://www.

ujo.okayama-c.ed.jp/

烏城高校は県立で唯一の定

時制高校です。生徒全員で、

プランターに花を植えて保育

園・幼稚園・公民館に贈呈し

ています。また、県生涯学習

センターや、京山地区ESD推

進協議会と連携して、様々な

イベントに多くの生徒がボラ

ンティアとして参加していま

す。生徒会では、地域に感謝

の気持ちを込めて金曜日に地

域の清掃活動を行っています。

このような社会貢献活動を

通して得た経験は、生徒自身

の未来、そして地域の未来へ

とつながっていきます。
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