








●東京大　名古屋大　京都大（医学部医学科含む）　兵庫教育大
　鳥取大(共同獣医学科含む)　島根大　岡山大　広島大 
　山口大（医学部医学科含む）　徳島大　愛媛大　九州大（薬学部含む）　九州工業大　福岡教育大
　佐賀大　長崎大　熊本大（薬学部含む）　大分大　宮崎大（医学部医学科含む）
●公立はこだて未来大　国際教養大　都留文科大　静岡文化芸術大　京都府立大　島根県立大
　岡山県立大　県立広島大　山口東京理科大（薬学部含む）　下関市立大　山口県立大　周南公立大
　愛媛県立医療技術大　北九州市立大　福岡県立大　福岡女子大　長崎県立大　
●芝浦工業大　中央大　津田塾大　東京理科大　東海大　法政大　武蔵野美術大　明治大
　早稲田大　同志社大　立命館大　近畿大　関西学院大　広島修道大　安田女子大　西南学院大
　福岡大　など

■系統的な進路指導・キャリア教育の取組
　・小論文・志望理由書指導（１・２年次）
　・「消滅可能性都市 長門」を解決するための分野別研究」（１年次）
　・学部学科研究（２年次）
　・大学等からの出前講義、進路講演等（オンライン活用）
　[岡山大学、九州工業大学、山口大学、山口県立大学、Honda等] 【オンラインによる進路講演会】

  １.自ら学び、考え、判断し、挑戦・実行していく力を育みます。　
■確かな学力の定着に向けた取組
　・１コマ６５分の５限授業
　　→主体的・対話的で深い学びを促す授業の実施
　・ＩＣＴを活用した授業実践
　・数学、英語における少人数指導・習熟度別指導
　・朝学習と計画的な小テストや週末課題等
　・放課後や土日活用による自主学習支援
　・小論文、面接、集団討論、プレゼン等の個別指導
　・生徒のニーズに対応した課外授業　
　・進路希望に応じた選択科目、文理選択（２年次以降）

１年次：生徒全員が共通の科目を学習します。（芸術のみ選択）
２・３ 年 次（ 文 理 選 択 ） ※週24コマ

文系コース
・国語・英語の授業が増えます。　
国語：２年 4.5コマ、３年 6.0コマ
英語：２年 4.5コマ、３年 5.5コマ

・３年次には選択幅が広がります。
「国語・数学・英語」「公民・理科」「数学・芸術・家庭」において、各１科目選択

理系コース
・数学・理科の授業が増えます。
数学：２年 5.5コマ、３年 5.0コマ
理科：２年 4.0コマ、３年 6.0コマ

・英語の授業も充実しています。
英語：２年 3.5コマ、３年 4.0コマ

山口県立大津緑洋高等学校大津校舎OHTSURYOKUYOU HIGH SCHOOL

国公立
合格者の割合

49.4%

【ICTを活用した授業】 【主体的・対話的な授業】

過去３年間の卒業生の主な合格大学（既卒含む）

令和４年３月卒業生（８３人）合格状況　（延数）
国公立大学４１人　私立大学６９人

地域の期待に応える進学校としての充実を図るとともに、３キャンパス制のメリットを
生かして多様な教育活動を展開し、グローバルな社会で活躍できる人材を育成します。普通科



【韓国中馬高校との交流】【ブラジル代表との交流】

【英語部：全国ディベート大会出場】

【大津STEAMプロジェクト】

■学校行事 ～良き伝統を継承し、３キャンパス制の特色を生かした新たな歴史を創る～
《学校行事》　運動会（６月）　体験入学［オープンキャンパス大津緑洋in大津］（8月）
　　　　　　　文化祭（9月）　クラスマッチ（12月、３月）　修学旅行（１２月）

R5用

山口県立大津緑洋高等学校
OHTSURYOKUYOU HIGH SCHOOL

大津校舎
〒759-4101 長門市東深川４２７番地２　TEL 0837-26-0500  FAX 0837-26-3646
ホームページ　http://www.ohtsuryokuyou-h.ysn21.jp/

【お問合せ先】　

３ 国際教育を推進し、コミュニケーション・ツールとしての英語の習熟を図ります。
～Think Globally, Act Locally.～
■世界各国との国際交流
　・韓国中馬高校とのオンライン姉妹校交流
　・７人制女子ラグビーブラジル代表との交流
　・カナダの高校生とのオンライン交流
　・ハワイ大学教授によるオンライン授業 等
■国際教育に関する講演会
■修学旅行での国際交流プログラム

【長門学フィールドワーク】

■地域と連携した活動
・大学や地域の事業所等と連携した「長門学」
・地域の活性化とSDGs達成をめざすプロジェクト活動
・地元の企業とコラボした商品開発・プロモーション
・大津STEAMプロジェクト

■活発な部活動～文武両道～
《令和３年度全国大会出場》
ラグビー部
　（全国高校ラグビーフットボール大会）
　（全国高校選抜ラグビーフットボール大会）
英語部
　（全国高校生英語ディベート大会）
　（全国英語プレゼンテーションコンテスト）

【「海友丸」乗船体験】 【野球応援】 【合同学習発表会】

【ラグビー部：花園出場】

２ 多様な体験を通して、多面的に物事を捉える力を育てることにより、豊かな人間性を育みます。

《３キャンパス合同行事》　乗船体験（５月）　野球応援（７月）　合同学習発表会（９月）　スポーツ大会（３月）
　　　　　　　　　　　　　 日置農業体験(隔年９月)

【運動会】 【修学旅行（東京）】【文化祭】



農業を通じて職業人として必要な豊かな人間性を育成
 ※２年生からコース別で学習します。

地域資源を活用した食と福祉の職業人を育成
 ※２年生からコース別で学習します。

生物資源コース

園芸活用コース

畜産・食品製造等を学習し、農
畜産物の生産と加工等に関する
知識と技術を習得します。

野菜・草花・果樹等を学習し、園
芸作物の生産と農業生物を活
用した対人サービス等に関する
知識と技術を習得します。

生物生産科 生活科学科

科目「総合実習」「課題研究」の授業では、２学科の生徒が５つの専攻班に分かれて、より専門的な学習活動を行います。

専攻班活動

生活福祉コース

食品文化コース

野菜班野菜班

畜産班畜産班 草花班草花班 果樹班果樹班

食品加工班食品加工班

山口県立大津緑洋高等学校
OHTSURYOKUYOU HIGH SCHOOL 日置校舎

学科の枠を越えた協働の取組！

農業科目の学習のほかに、介
護・福祉や被服、保育に関する
知識と技術を習得します。

農業科目の学習のほかに、調理
や食文化等、食に関する知識と
技術を習得します。



山口県立大津緑洋高等学校
OHTSURYOKUYOU HIGH SCHOOL

主な進路（過去5年間）

R5用

日置校舎
〒759-4401　長門市日置上10401番地2　TEL 0837-37-2511 FAX 0837-37-2513
ホームページ　  http://www.ohtsuryokuyou-h.ysn21.jp

【進学】鹿児島大学、酪農学園大学、南九州大学、広島文教大学、山口学芸大学、宇部フロンティア大学、梅光学院大、九州女子大学、九州栄
養福祉大学、別府大学、山口芸術短大、下関短大、山口県立農業大学校、山口県立萩看護学校、萩准看護学院、山口県高等歯科衛生士学
院、山口調理製菓専門学校、広島アニマルケア専門学校　他
【就職】井上商店、九州フジパン、新永福祉会、清風会、タケヒロ、長門市職員、日鐵物流八幡、日本果実工業、日本郵便、深川養鶏、福祥会ゆ
もと苑、フジミツ、マツダ、山口向陽会、やまざき歯科、山崎製パン、ヤマネ鉄工建設、他

生物生産科　生活科学科【お問合せ先】　

楽しい
キャンパスライ

フ！

チャンスは平等
、

     夢は無
限大！！

さあ、あなたな
ら

  日置校舎
で

何に挑戦し
ますか？

特色ある学校行事

特色ある学習活動

ハマユウの保護活動ハマユウの保護活動 直売所「農高夢市場」直売所「農高夢市場」 クッキングスクールクッキングスクール いきいき花壇の整備いきいき花壇の整備

二位ノ浜清掃活動二位ノ浜清掃活動 校内プロジェクト発表校内プロジェクト発表 農高祭農高祭 感謝祭・収穫祭感謝祭・収穫祭



２年から漁業者や航海士を養成する航海コースと、
機関士やエンジニアを養成する機関コースに分か
れます。卒業後さらに、将来の士官をめざす専攻科
や、大学に進学もできます！

卒業生の主な進路先
【就職】海運会社 漁業就業 マツダ など
【進学】専攻科 水産大学校 国立海上技術短期大学校 など

卒業生の主な進路先
【就職】西日本ニチモウ 井上商店 マツダ など 
【進学】長崎大学 福山大学 調理師系専門学校 など

航海コース
・航海当直
・漁業実習 ホノルル入港

機関コース
・機関当直
・機関実習

大型実習船 「海友丸」大型実習船 「海友丸」

ダイビング実習ダイビング実習 マグロ缶詰製造実習マグロ缶詰製造実習

ニジマス養殖ニジマス養殖

海洋技術科海洋技術科

２年から魚貝類を育てる喜びや水産資源の大切さを学ぶ
マリンバイオコースと、食の未来を科学するマリンフード
コースに分かれます。また、大学進学者のための進学
コースもあります。君も「魚」や「食」のスペシャリストをめ
ざそう！

海洋科学科海洋科学科

海洋科学科の授業は、
ダイビングや缶詰作りなど
楽しい授業がいっぱい！

専攻科
航海科
（2年間）

機関科
（2年間）

卒業後（希望者）

航海コース
（2・3年）

機関コース
（2・3年）

コース選択
海洋技術科（1年次は共通）

コース選択
海洋科学科（1年次は共通）

マリンフード
　　　コース

2・3年

山口県立大津緑洋高等学校
OHTSURYOKUYOU HIGH SCHOOL

水産校舎

定員
25名

定員
25名

操船実習操船実習 一番人気［缶詰］一番人気［缶詰］

【国土交通省指定】
海技士養成施設・小型船舶教習所

2年生では、
55日間の遠洋漁業

実習があるよ！

進学マリン
フードコース

進学マリン
バイオコース

マリンバイオ
コース

数学

１年次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
海洋
技術科
海洋
科学科

２年次コース
ライフ

ライフ

ライフ

進学 ライフ

ライフ

進学 ライフ

３年次コース

進学

進学

共通 国語総合 現代社会 数 学 科学と
人間生活 海洋情報技術 ＬＨＲ

海洋
技術科

航海
国語総合 地理Ａ 数学Ａ 体育 保健

体育 保健 芸術 コ英 家庭基礎 水産海洋基礎

機関 総合実習 船用機関 機械設計 電気理論 総合実習*
コ英

総合実習 漁業 航海計器 船舶運用 総合実習*

海洋生物 海洋環境
水産海洋科学

英語表現
フード

総合実習 食品製造 食品管理 食品製造演習

生物基礎 体育 保健 コ英
総合実習 資源増殖

バイオ

国語総合 地理Ａ 数学Ａ 化学基礎
水産海洋科学

数学 英語表現

海洋
技術科

航海
国語総合 世界史Ａ 数学Ａ 物理基礎

海洋
科学科

船用機関 機械設計 電気理論
体育 コ英

課題研究 小型船舶 航海計器 船舶運用

海洋
科学科

バイオ

国語総合 世界史Ａ 数学Ａ 生物基礎

機関 課題研究 小型船舶
海洋環境 海洋生物 簿記
水産探究 現代文Ａ 英語表現

体育 コ英
総合実習 課題研究 小型船舶 資源増殖

現代文Ａ 英語表現 数学

数学
フード

総合実習 課題研究 食品製造 食品管理
水産流通 広告と販売 簿記
水産探究

令和4年度　教育課程（単位制）

ＬＨＲ
ＬＨＲ
ＬＨＲ
ＬＨＲ
ＬＨＲ
ＬＨＲ

ＬＨＲ

ＬＨＲ
ＬＨＲ
ＬＨＲ
ＬＨＲ
ＬＨＲ



水 産 校 舎 は 行 事 も 充 実！水 産 校 舎 は 行 事 も 充 実！

部活動は3校舎が一緒に実施部活動は3校舎が一緒に実施

９月 すいこうレガッタ９月 すいこうレガッタ
８月　オープンキャンパス８月　オープンキャンパス

11月 すいこう祭前日祭・すいこう祭11月 すいこう祭前日祭・すいこう祭 1月 遠洋漁業実習出航式1月 遠洋漁業実習出航式

５月　１年生海洋研修５月　１年生海洋研修

７月　遠泳大会７月　遠泳大会

６月 ２年生
インターンシップ
６月 ２年生
インターンシップ

R5用

山口県立大津緑洋高等学校
OHTSURYOKUYOU HIGH SCHOOL

水産校舎〒759-4106 長門市仙崎１００２番地
TEL0837-26-0911 FAX0837-26-0912

詳しい情報はこちらから！！
http://www.ohtsuryokuyou-h.ysn21.jp

寄宿舎「青海寮」寄宿舎「青海寮」

←水産校舎ホームページ
水産校舎ツイッター→

定員69名
冷暖房完備
の個室だよ。

柔道部 ボート部 ソフトテニス部 カッター部

水産科学部

硬式野球部

1年生歓迎会

【 運 動 部 】
硬式野球 陸上（長距離・投擲） 卓球（男子） 柔道 ボート
ソフトテニス（男子） カッター
ラグビー 剣道 陸上（短距離）バスケット（男子） バドミントン（女子）
卓球（女子） 弓道（女子） バレー（女子） ソフトテニス（女子）

【 文 化 部 】
水産科学 文芸新聞
吹奏楽 英語 美術 箏曲
ボランティア
※赤字は他校舎で活動


