大きな視点で物事を捉え、
身近なところから実践していく‼
－ Think Globally Act Locally －

地域でのふれあいの中から地域を知り、課題解決に向けた実践活動が自分探しに
つながっていく、
そんな学習の場が神山にはあります。
まち全体をキャンパスにして
「環境」
・
「循環」
・
「食農」等をテーマとした、
さまざまなプロジェクトに係わり、
将来につながる豊かな職業観を養います。

阿部

隆 校長先生

地域を学びの場として
まちの人の話を聞いたりフィールドワークを通して、地域
の方々と積極的に関係を育み、地域で受け継がれて来た文
化、仕事や産業について理解を深めます。そして地域の課
題に気づき、本人が探究したいテーマを見つけ、解決方法
を考え組み立てることを3年間の集大成とします。

5300

まめのくぼプロジェクト

神山町による支援 通学・住居に関するサポート
県内から通学する方へ

通学費助成
農業後継者の減少に伴い、耕作放棄地が増加しています。棚田
の再生、管理から在来小麦の栽培、加工、販売までをめざして
実践的な学びを行っています。

県外または遠方から
入学を希望する方へ

住まいの整備

例年、神山校への通学に要する路線バス及びJRの公共交通機関における利用区
間の定期券購入費用の3分の1について、助成をいただいています。
町内で暮らしながら高校生活を過ごせるように寮を整備していただいています。
ここでは、多様な価値観や文化を持った人たちが共同生活をしています。

アドプト・ア・ハイウェイ

※いずれも詳しくは神山町のホームページをご覧ください。

2021

10%
39%

5

日亜化学工業株式会社／日本フネン株式会社／株式会社大和

37%

合金／森田緑化株式会社／四国福山通運株式会社／総合警備
保障株式会社／株式会社マルナカ／株式会社ジー・フーズ／

訪問プロジェクトに参加した
井口

株式会社レデイ薬局／有誠園／林業アカデミー など

結衣さん（２年生）

日本とは違う食や文化、暮ら
しを楽しみながら感じ取り、
新たな自分自身を見つけるこ
とができるきっかけとなりま
した。
Let’s challenge!!

（順不同）

短 期 大 学：4 %

7%
3%

［過去5年間の割合］

5

（順不同）

徳島大学／徳島文理大学／四国大学／四国大学短期大学部／徳
島工業短期大学／徳島県立総合看護学校／健祥会学園／徳島穴
吹カレッジ／徳島農業大学校／辻調理師専門学校／リゾートト
ラストホテルカレッジ／徳島県立テクノスクール など

神山ならではの部活動

バイトで
「自信」
を！

神山校で自分の個性を磨こう
中川 晴詠

西内 悠斗

２年生

２年生

「森林女子部」では、神山の森林資源をレーザーカッター

放 課 後ではなく早朝、朝６時から８時までの２時間、

で加工して商品製作を行っています。町内マラソン大会

登校 前に「かまパン」でアルバイトをしています。１

の記念の盾やメダル、保育所の修了記念品など、地域の

年生のときに、しごと体 験 で２日間お 世 話になった

方々から依頼を受け、自分たちでデザインなどのアイデ

ときに、パンを 作る楽しさを 知り、このままここで

アを出し合いながら、ものづくりをしています。自分で考

働いてみたいと思いました。ここでは、みん な が自

え、そしてそれを形にすることに大変充実感を感じてい

由で雰 囲 気が良く、いろいろな話をしています。卒

ます。また、県内外でたくさんの方々と関わることもで

業までの期 間、自分自身に自信をつけたいと考えて

き、
とても貴重な経験をしています。

います。

城西高等学校神山校
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