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  学習発表会は平成１８年度の大津高校２年生の職場体験学習発表会を

契機として、平成１９年度には大津高校、日置農業高校、水産高校の３
校の生徒が日頃の学習成果を発表する場として３校合同発表会として行
われたことから始まります。大津高校からは職場体験学習、日置農業高
校からは農業クラブや家庭クラブ、水産高校からはインターンシップや
研究活動の取組について代表者が発表し、３校の生徒が大いに刺激を受
けました。 
 平成２２年度には、全国水産・海洋系高等学校生徒研究発表大会で最
優秀賞を受賞した水産校舎の「ながとふるさと緑化プロジェクト～地域
と一緒に取り組む環境教育～」をはじめ３校から９本の優れた発表が行
われました。その後、テノール歌手の藤田拓也氏（菱海中学校卒）の
「出逢い～新しい目標に向かっていくとき～」と題した講演は、歌唱、
ピアノ伴奏、トークなどにより多彩で感銘深い時間となりました。 
 大津緑洋高校が開校した平成２３年度には「３校舎合同学習発表会」
に名称を改め４本の発表が行われ、特に、日置農業高校の３年生６人は
「長門市の伝統、野菜「白オクラ」を未来へつなぐ～地域交流による普
及・販売促進の取組～」と題して、白オクラをテーマにした実践研究を
発表し、この年の日本学校農業クラブ全国大会の文化・生活部門で見事
に最優秀に輝いています。その後、島根県立浜田商業高等学校郷土芸能
部が、石見神楽「大蛇」を１時間以上にわたる迫力ある公演を行い、会
場全体は熱気に包まれました。 
 

 平成２４年度には、生徒の発表に先立って、当時ベイサンド・ジャパ
ン株式会社代表取締役社長の三輪晴治氏（大津高校卒）が「素晴らしい
人生を全うするために」と題して基調講演を行いました。豊富な経験と
実績を踏まえ、異分野の人と関わりを持てる大津緑洋高校の意義、グ
ローバルな社会で必要とされること、ものの考え方と働き方などについ
て、大変示唆に富んだ貴重な講演をいただきました。その後、韓国中馬
高校への初訪問を記した「中馬高校訪問記」をはじめ６本の発表が行わ
れました。 
 大津緑洋高校に完全統合した平成２５年度以降も３校舎合同学習発表
会を継続して行いました。平成２８年度には山口県内の県立高校として
初めて導入されたコミュニティー・スクールの指定を受け、生徒会チャ
レンジ目標を「地域に送ろうありがとう 地域からのありがとう」と定
めて活動した地元企業との連携活動を３校舎合同生徒会が発表し、その
後の活発な生徒会活動の起点となりました。 
 今年で１０年目となる学習発表会は、大津校舎、日置校舎、水産校舎
の特色ある独自教育と３校舎の生徒・教職員の協働で生まれる連携教育
活動の発表の場として定着し、３校舎教育活動についての生徒の理解と
学校としての一体感の醸成に繋がっており、新しい１０年に向けて充実
させていきたいと思います。以下令和元年度大津緑洋高等学校学習発表
会における９本の発表を簡単に紹介します。 
 

 山口県立大津緑洋高等学校長 原田治幸 
 

令和元年度学習発表会ダイジェスト 





ながとブルーエンジェルスとの語学交流 （4.3）

・交流会に向けての英語力向上

・ラグビーや異文化について理解

・英語表現や会話、紙芝居の質問

・選手から見た長門の魅力



カナダ友好協会との研修会 (7.30)



Steveston-London Secondary Schoolとの交流

オープニング 紙芝居

実習製品の試食 応援ソング



ワールドカップセレモニー (9.18)



韓国・中馬高校を訪れて

３年 伊藤美海 五嶋さくら

２年 大下奈那美 釼物倖凪 中嶋明穂 松尾百花



韓国と日本の文化の違い
［食文化］

日本
茶碗を持つ
箸

韓国
茶碗を持たない
スプーン 箸
→ご飯や汁物 →おかず



韓国と日本の違い
［交通］

タクシーが安い
→利用して通学する生徒もいる

ドアの開け閉め・トランクに荷物
をのせるのは自分で行う

信号・電信柱が少ない
→道路が広く感じる







Keep 
Challenging

大津校舎 2年 幸坂颯



イギリス留学について

•個人留学

•語学学習がメイン

•ホームステイ

• 3週間 3/16～4/7
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美祢の観光資源

• 秋吉台

• 秋芳洞

• 大正洞

• 景清穴

• 長登銅山跡

• 桃ノ木露天掘り跡地 e.t.c.

職場体験

美祢秋吉台ジオパークセンター「カルスター」

素晴らしいものは

たくさんある！！

「それをどう生かすか」



オーストラリア短期留学

•団体留学

•語学学習

•文化交流

•ホームステイ

• 2週間 7/30～8/15

• すべての違いを面白がってみる

• 楽しんで違いを体験する

他者とうまく付き合うためには



まとめ

挑戦してみる！

関係を

築ける

新たな

チャンス



医療現場におけるロボットの可能性
大津校舎 2年 山根季京



・脳が正しい信号の送り方を学習。
・運動するのに適切な神経系のつながりの強化

能動的なリハビリ
脳を使って足を動かす

効 果

装具を外した場合でも・・・

理想的な自立歩行に近づくことができる



装着に手間・時間

装具が重い

装着時に患者の方への

負担が生じてしまう



完全に手足が動かない方
遠隔で操作することが可能



現行の

リハビリ機器
新たな技術

誰もが

扱える

将来の目標



生活科学科 草花専攻 秋富 真歩 河田みのり 富﨑 萌
福田 琴音 柳井 美香 宮﨑 健

ピンチ（摘心）はチャンス！
～廃棄草花で癒される毎日を～



商品開発に取り組む

もったいない！！
廃棄する花を何か
にできないか？



廃棄草花

摘花される草花

病斑・食害等で出荷できない草花

直売所で売れ残った切り花

観賞期間を終えた花

山野草や野花



ハーバリウム作製 材料費（180mℓ）

• 容器

• 花材代

• ミネラルオイル

• 染色、乾燥代

• 小物

• リボン、ラベル

• 合計

０円

０円

２００円

１００円

１３０円

７０円

５００円

価格５００円



まとめ

新商品開発を通して癒しの提供

地域の協力と私たちの学習活動

感謝の気持ちをハーバリウムに



意見発表 

発 表 者 名  辻野 結瞳 

発 表 題 目  農高生として消費者に伝えたいこと 

 

①動  機 

ある日、祖母と一緒に買い物に行き、祖母がナシの値段を見ながら「やっぱり果物は高いね。」と言いました。それを聞き、

私も確かに高いと感じました。私は果樹を専攻しており、２年生の時から果樹栽培を体験してきました。自分が担当した果物

は、とてもおいしく、栽培の面白さを知りました。果樹栽培は労働時間が多く、本当に大変な作業であると感じました。これ

らの果樹班での活動を通して、果物が高いという印象は薄れていきました。また我が家では、祖母が知り合いの農家さんから

八朔やミカン、ナシなどを譲ってもらうので、果物をよく食べています。子どもの頃から祖母が食べさせてくれたおかげで、

私や妹も果物を食べる習慣があります。そこで、皆がもっと果物を食べてくれればいいのにと思うようになりました。 

②発表内容 

果物の摂取量は、厚生労働省が１日あたり２００ｇを推奨しているが、特に現在は若年層を中心に、摂取量は少ないと言われ

ています。果物はその味覚や価格から、特別な時に食べるもの、デザートといったイメージが強く、普段の食事の枠組みから

外れ、食べる習慣が薄れたことが原因ではないかと考えました。また、果物より他の食品を買う人も多くいます。お菓子など

は手軽に食べることができますが、果物は皮をむく手間があり、これが他の食品を買う理由ではないかと考える。しかし、消

費者の意識調査では、今より果物を食べる量を増やしたいと思っている人は多く、消費はまだ伸びる可能性があります。また、

我が家のように、小さい頃から果物を食べていると、果物を買って食べる大人になると思います。 

③今後の目標 

個人では、これからは自分から果実を、家族や周囲の友人やにすすめて、もっと果物を食べてもらえるようにしたい。学校で

は、果樹に興味を持ってもらい、消費拡大に繋がるような活動をしていきたいと考えています。販売活動では、校内にある農

産物直売所に、わかりやすいポップを作って置き、品種の説明などのために果樹班の生徒が売り場に立つようにしています。

宣伝活動では、長門市の伝統農産物である、長門ゆずきちに興味を持ってもらうため、生産農家の方と協力して、市内の小学

生を対象に収穫体験、長門ゆずきちを使った料理の紹介を行うイベントを７年前から継続して開催しています。これらの活動

を継続し、さらに発展していきたいと考えています。 

 



農高生として消費者に伝えたいこと 
 

ある日、祖母と一緒に買い物に行きました。私が「ナシ買ってくれん？」と

お願いすると、祖母はナシを手に取り、値段を見ながら「やっぱり果物は高

いね。」と言いつつ買ってくれました。私も確かに「高い」と感じます。私

は、果樹を専攻しています。２年生の時から、ブドウやナシの栽培管理を体

験してきました。自分が担当したブドウを最初に食べた時の美味しさを今で

もはっきりと覚えています。ブドウもナシも品種によって味が全然違うこと

を食べ比べて初めて知りました。いろいろな果物が品種や収穫時期で糖度や

酸度が変わることをデータだけでなく、自分の舌でも確かめられることは、

とても面白いです。しかし、実習には、集中力が必要です。ブドウの摘粒作

業は、全体のバランスを見ながら、残す果実に傷をつけないように注意しま

す。ナシのせん定は、落とす枝の見極めが難しく、果樹栽培は本当に大変で

時間がかかると感じます。例えば、ハクサイやキャベツの労働時間が１０ａあたり１００時間未満なのに対して、ナシでは１０

ａあたり３００時間と、２００時間以上も多いことが分かります。果樹班での活動を通して、果物が高いという印象は薄れてい

きました。これを消費者にどう伝えればいいのでしょう。「おなかすいた。なんかない？」と聞くと、家族は何か食べるものを

出してくれます。母はチョコレートやお煎餅を、祖母は八朔を出してくれました。祖母は、手際よく皮をむき、薄皮まで丁寧に

取って、食べやすくしてくれます。チョコレートやお煎餅はすぐ食べることができますが、八朔は皮をむくのを待たなくてはい

けません。でも八朔は、チョコレートより酸っぱくて苦いのに私の疲れまで取ってくれる優しい味がしました。祖母は知り合い

の農家さんから八朔やミカン、ナシなどを譲ってもらうので、我が家では果物をよく食べます。子どもの頃から祖母が食べさせ

てくれたおかげで、私や妹も果物を食べる習慣があります。自分では皮をむくのを面倒がるのに、果樹の専攻生の立場に立つと

皆がもっと果物を食べてくれればいいのにと思ってしまいます。皆さんは果物を食べていますか。果実の摂取量を厚生労働省が

１日２００ｇと推奨していますが、一番よく食べている７０代以降でも１７０ｇだそうです。１０代では８６ｇという結果から、

果物はその味覚や価格から特別な時に食べる物、デザートというイメージが強く、食事の枠組みから外れ、結果として食べる習

慣が薄れていったのではないかと思います。あるアンケート調査では、「果物よりも他に買う物がある」と回答した人が全体の



約４０％もいました。果物はおいしく、栄養価が高く、身体に良いと分かっていても、穀物や野菜の必要性に負け、お菓子の「袋

を開けるだけ」という手軽さに勝てないのです。果物の皮をむくのが面倒、手間を省きたいということが、他の食品を買ってし

まう理由だと考えます。ところが、今よりもっと果物を食べたいと考えている人は、２０代で５３％もいるそうです。販売方法

によってはまだまだ消費量は伸びそうです。生産者の方々は果実の消費拡大のため、消費者のニーズに応えるべく、様々な努力

をしてきました。無核化や、皮ごと食べられる品種の栽培にも取り組まれています。実習を通して栽培の大変さと楽しさを知り、

さらに消費を伸ばすことが出来ないかと考えていたとき、祖母の姿にヒントを得ました。小さい頃から果物を食べていると、果

物を買って食べる大人になると思います。今度は私から家族や友人にすすめ、果物を食事に取り入れてもらえるようにしたいで

す。学校では、果樹に興味を持ってもらい、消費拡大に繋がるような活動を頑張っています。販売活動では、校内にある農産物

直売所に、わかりやすいポップを作って置き、説明のために果樹班の生徒が売り場に立ちます。消費者の声を直に受け止める良

い機会になっています。宣伝活動では、ゆずきちツアーを７年前から継続して開催しています。私の住む長門市の伝統農産物で

ある、長門ゆずきちに興味を持ってもらうため、生産農家の方と協力して、市内の小学生を対象に収穫体験などを行うので、毎

年たくさんの参加者がいます。いろいろなことが便利な時代になってきました。しかし、祖母が丁寧に八朔をむいてくれたよう

に、手間を惜しまないことも大切だと思います。私が、農高生として伝えたいこと、それは、実習の面白さ、農業が生み出す食

の大切さ、そして私の作った果物は「美味しい」ということです。  

 

 

 

 





製作にあたっての３つの課題

１．防水機能を高めたい

２．安全性を高めたい

３．防臭機能を高めたい





ま と め

・マグネットバッチ
アジアンノット

・ポプリ
３つのポーチ

➡
デザイン
性ＵＰ

➡
防臭
香りづけ

・ビニール素材 ➡ 防水

・蓄光素材➡安全性ＵＰ



今後の課題

・ 資源活用とさらなる機能向
上をめざして改良を続ける

・ 他教科と連携したホーム
プロジェクトに取組む

・家庭クラブ活動等にいかし
たい



「ヒトエグサの種苗生産に

おける干出効果の検討」

山口県立大津緑洋高等学校 水産科学部

青木 翔吾 福田 佳誉 末永 昴也



１．研究の目的（其の１）
 漁業において、新たな商品開発や未利用資源の有効活用が盛んに行われている。
本校マリンフードコースの「アカモク」（図１）の商品開発もその一つである。
本来、アカモクは、郷土食として東北地方、新潟県、京都府で好まれてきたが、
山口県では食用にはされていなかった。本校での商品開発をきっかけに、地域で
普通に食されるようになった。

 アカモクに続く地産品を商品開発できないかと考えた。

 図１．アカモクの商品開発
 県水産加工展（Ｒ１）



１．研究の目的（其の２）
 アカモクと同じような環境にある海藻に「ヒトエグサ」（図２）がある。
ヒトエグサは、海苔の佃煮の原料になったり、汁物の実として九州、広島県、
三重県では利用されている。しかし、本県では多数生息するものの、漁業資
源としてヒトエグサを利用していない。

 そこで、本県のヒトエグサの生息分布を調査し、本種が潮間帯に生息して
いることを意識し、品質の高い種苗を供給するための種苗生産技術（干満の
再現を通して）の検討を行った。

 図２．販売されるヒトエグサ



２．研究の方法

 母藻の採集は、山口県山口市秋穂で自生している藻体を採取し実験藻体とし
た。本種は、世代交代を行うため、今回の実験では、雄性配偶体・雌性配偶体
から得られる配偶子を干潮・満潮の刺激がある実験区と刺激がない区（図３）
に分け、観察を行った。

 図３．配偶子を培養したタンク  ２層になっておりタイマーによって制御



３．結果・考察
 山口県のヒトエグサの生息地は、瀬戸内海周辺の波の穏やかな内湾に集中して
いた。配偶子を取り出すためには、新月または満月の日から３日以内に採取され
藻体を用いなければならなかった。

 また、その藻体を凍結保存することは、通常の冷凍庫では、難しいことが分
かった。配偶子から得られた接合子を培養する場合、潮の干満の再現がある飼育
区の方が、ケイ藻等の発生による成育障害が若干改善されることが分かった。

 図４．配偶体から放出された配偶子  接合する配偶子

 今後も研究を続け、ヒトエグサを利用した商品開発をめざしたい。



インターンシップ体験発表
～漁業～

海洋技術科 ２年１組航海コース 髙橋 飛輝

中村 巧

海洋科学科 ２年２組ﾏﾘﾝﾊﾞｲｵｺｰｽ 田野尻 龍弥

令和元年度学習発表会



水産校舎インターンシップ

１ 参加者 水産校舎２年生全員

２ 実施時期 令和元年６月４日(火)～７日（金）

３ 行先 それぞれが希望する企業・事業所

４ 目的 実際的な知識や技術に触れ学習意欲の喚起と

進路選択に主体的に取り組む



一日の流れ 山口県漁協川尻支店

 １日の流れ

 １７時００分 水産校舎出発

 １７時３０分 川尻港到着

 １８時００分 川尻港出港

 １８時３０分 漁場到着

 １９時３０分 操業開始

 ２３時００分 操業終了

 ２３時３０分 帰港し、生け簀にイカを移す

 ２４時００分 すべての作業終了

イカ釣り漁



山口県漁協 仙崎支店

１日の流れ

・５時３０分 出港

・６時００分～７時３０分 網揚げ 帰港

・７時３０分～８時３０分 休憩

・８時３０分～１２時００分 サザエをはずす

サザエ漁



～感想～
【龍神丸】

経験を積むたびにコツをつかみ、イカがたくさん釣れうれしかった。

夜中の操業で辛かったが、普段出来ない体験をさせていただけた。

天候が悪い状況でも気持ちを入れて操業しないといけないことが分かった。

今後の将来について深く考えることができた。

【たくみ】

このような仕事を一年を通して、毎日従事することの大変さを垣間見た。

漁師の仕事の大変さを改めて感じ、漁師として家族を養う父の偉大さを知った。

漁師という仕事がとても達成感を感じることができる仕事であり、将来の進路
について改めて考えることができた。




