周防大島高校は
部活動もさかんです！

在校生からのメッセージ
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普通科 学コース
特別進

甲子園
２回出場
アーチェリー部（男女)

硬式野球部

普 通科 ー ス
普通コ

ボート部（男女）

普通コースには座学だけでなく地域に飛び出して学ぶフィールドワークという授業があります。この授業では学ぶテーマを自分
たちで決め、実際に地域の方や関係者の方に取材し、まとめて発表するところまで行います。島の歴史や文化、特産品など、あら
ゆる角度から周防大島について考え、島の課題解決に繋がる案を出します。課題を見つける力、人と積極的にかかわっていく力、
意見をまとめて伝える力など、高校を卒業しても自分を支えてくれる力がたくさんつきます。
また、普通コースは勉強とその他活動の両立がしやすく、生徒会やボランティア活動など、フィールドワークで得た力を活かせ
る機会も多くあります。私はこれらの経験を通して自分をプロデュースする方法やわかりやすく意見を伝える方法を学び、何より
自分に自信がつきました。
今よりレベルアップした自分に会いたい、ほかの高校ではできない経験をしてみたい方、ぜひ普通科で挑戦してみませんか？

普通科 ース
環境コ
バレーボール部（女）

陸上競技部（男女）

弓道部（男女）

環境コースでは、周防大島の生物や環境問題について学んでいます。
周防大島には世界有数のニホンアワサンゴの群生地があり、２年前に謎の大量死が起こりました。その原因の調査と保護の観点
から、学校でのニホンアワサンゴの飼育に挑戦しています。先輩たちが卒業して今年度は自分たちが中心となってニホンアワサン
ゴの飼育に関わっていけることがとてもうれしいです。
また、近年問題になっているマイクロプラスチックの問題にも挑戦しています。柑橘類の皮に含まれているリモネンという成分
にはプラスチックを溶かす性質があり、島の特産品であるミカンを使ってこの問題を解決できないか研究をしています。
皆さんが入学するときには私たちは卒業していますが、ぜひ私たちの研究を引き継いでほしいです。ぜひ周防大島高校に入学し
て環境コースで学んでみませんか！？

剣道部（男女）

地域創生科
福祉コース

ソフトテニス部（男女）

卓球部（男女）

文化研究部（箏曲）

周防大島高校は寮も充実!
あさなぎ寮

吹奏楽部

文化研究部（茶道）

なぎさ寮

私は今、普通科特別進学コースで大学進学に向けた学習に取り組んでいます。このコースは、１クラス10人弱という少人数で構
成されているのが大きな特徴です。２年次以降は文系・理系の各コースに分かれて授業を受けるようになり、１人１人に合った内
容を教わることができ、学習に取り組みやすい環境が整っています。授業に主体的に参加し、全員が主役になれるような授業で毎
日とても楽しく学習しています。他にも岩国基地内のペリースクールの生徒とオンラインチャットで交流する機会もあります。ま
た、夏休みには学習セミナーやドリカムゼミなどがあり、講師の方のお話や自分の力を把握するテストなど、進路実現に向けた活
動にも取り組んでいます。文化祭などの学校行事では他クラスよりも少ない人数で参加するので大変なことも多いですが、行事を
終えたときの達成感や得られるものも大きくなります。
このように魅力にあふれた場所で学び、大学進学を目指したいという人はぜひこのコースを選んでみてください。

私は母が福祉関係の仕事をしていることがきっかけで、福祉に興味を持ちました。福祉を学べる高校は少なく、地元の防府市を
離れることになりましたが、寮生活への憧れもあったので、周防大島高校で学ぶことにしました。クラスメイトは全員が違う中学
校から入学しており、県外出身の人もいます。いろいろな人から刺激をもらいながら、楽しく福祉を学べています。
福祉コースでは、高齢者施設での実習があります。実習では高齢者の方と一緒にレクリエーションをしたり、食事や入浴などの
お手伝いをしたりします。初めての入浴介助は大変緊張しましたが、サービス利用者の方から「ありがとう」と言っていただけた
時は、とてもうれしく、介護の仕事のやりがいを感じることができました。
福祉は誰にでも関係のあるものです。福祉コースで学んでいることは、将来介護の仕事に就かなくても、いろいろな仕事で生か
せると思います。たくさんの人に福祉について知ってもらいたいです。

地域創生科
ース
ビジネスコ

私は、現在高校３年生で商業を主に勉強しています。簿記やパソコンの検定勉強や商品開発の実践的な活動を行っています。ま
た、私は県外出身のため、初めは馴染めるか不安でしたが地域の方々はとても優しく、今では周防大島町民の１人として楽しく過
ごせています。
今年は、島の経営者の方と連携したプロジェクトを進めていて、専門家の人たちとの交流や商品づくりの体験など他の高校では
できない特別な経験をさせていただいています。自分たちの力でどこまでできるか分かりませんが、これまでにはないような、多
くの人から感心していただける商品ができればと思います。
高校卒業後は、ビジネス系の学校に進学する予定のため、この周防大島高校で学んだことを土台にステップアップしていこうと
思います。

あさなぎ寮
あさなぎ寮

文化研究部（美術）

周防大島高校
周防大島高校

海南里寮

寮費
[月額 ※食費(3食)・光熱費込]

・あさなぎ寮
・海 南 里寮
・な ぎ さ寮

50,000円
50,000円
48,000円

周防大島町から月額40,000円を
超えた額について補助があります。

機など設備も充実！
エアコン完備の居室 乾燥機・洗濯

※「あさなぎ寮」から徒歩５分
ＪＲ山陽本線 大畠駅から バスで４０分

山口県立周防大島高等学校

〒742-2806

山口県大島郡周防大島町西安下庄489 番地

☎0820-77-1048 FAX0820 -77-0667

山口県立周防大島高等学校
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福祉の知識は、だれもが暮らしやすい社会を
創るために現代を生きるすべての人々に求めら
れる必須の教養です。また福祉のこころを身に
付けることにより、支援を必要とする子どもや
高齢者、障害者、あるいは生活に困っている人
たちに接する態度と支援を確かなものにするこ
とができます。
福祉コースでは「だれかのために、自分の力
を生かしたい」という生徒が全国から集まり、
将来の福祉のプロフェッショナルをめざして学び
ます。地域の高齢者施設等での介護実習をとお
して実践的に学べることも特徴の１つです。卒業
時には、介護職員初任者研修修了資格（旧
ホームヘルパー２級相当）
が取得でき、さらに
本校福祉専攻科で２年間学べば、介護福祉士
国家試験受験資格も取得できます。

文化祭
体育祭

CM

MY

CY

アロハ
フラ
島高

目標にむけて、
自分を超えていく。
校内での実習

校内での実習

ベッドメイキング

高齢者施設での介護実習

生活支援技術の授業

施設実習成果発表会

福祉専攻科見学

福祉専攻科見学

福祉専攻科見学

国公立大学、
難関私立大学への進学を目指
す生徒を対象としたコースです。大学入学
共通テスト等の入試問題に対応できる学力
を身に付けられるよう、１年次から他コー
スとは違う時程(週4日50分×7限授業)やカ
リキュラムで授業が行われます。
特進コースでは、予習→授業→復習のサ
イクルを大切にしており、基礎学力はもち
ろん自主性や計画性も培うことができます。
また、課外授業や学習合宿等の特進コース
ならではの取組や、一人ひとりの苦手克服
を徹底的にサポートできる少人数指導で進
路実現へとつなげていきます。３年間クラ
ス替えがなく、クラスの団結力№ 1 の特進
コースで、大学入試という壁を乗り越えて
いきましょう。

フィールドワーク 歴史コース

フィールドワーク 防災コース

スポーツⅤ カヌー体験

フィールドワーク 食コース

フィールドワーク 文化コース

スポーツⅤ 海辺観察

フィールドワーク まとめ学習

カウアイ島とのオンライン交流

星野哲郎と演歌

Ｉターン起業

四境の役
みかん収穫実習

CMY

周防大島町から

K

サタデーフラ

このほかにも島の魅力はたくさん！
ぜひ入学後にみつけてみよう！
新入生ハイキング

サプライズコンサート

特別進学 普通・環境

卒業生の合格実績

クリーンウォーク

みかん収穫作業

(平成２８年度～令和３年度)

100%!
就職率

進学：広島大学・首都大学東京・山口大学・岡山大学・鳥根大学・愛媛大学・高知大学
山口県立大学・山口東京理科大学・広島市立大学・島根県立大学·鳥取環境大学
北見工業大学・自治医科大学・東邦大学（医）・東北医科薬科大学（医）
東京農業大学・立命館大学・福岡大学・高等看護専 等
就職：公務員
進学：山口東京理科大学・鳥取環境大学・国立波方海上技術短期大学
広島修道大学・九州国際大学・本校福祉専攻科・大島看護専 等
就職：公務員・マツダ・丸久・東洋鋼板・全日警・山九・サンシャインサザンセト
永大産業・大分B-RINGS 等

福祉・ビジネス

進学：山口県立大学・広島文教女子大学・本校福祉専攻科・岩国看護医療専
徳山看護専 等
就職：公務員・日本郵便・ＪＲ西日本・日本製紙・マツダ・あさひ製菓・旭酒造
ＪＡ山口県・上組・山口向陽会・ひかり苑 等

通学定期券購入費
３割補助
(年間５万円上限)
があります！

ニホンアワサンゴ

服のチカラプロジェクト

ビジネスコース

地域
創生科

普通科

普通コース

普通コースは、部活動を頑張りたい、
そして勉強も頑張って、両立したいとい
う生徒が、それぞれ希望の進学や就職の
実現を目指すコースです。このコースで
は、タブレットや電子黒板などのＩＣＴ機
器を積極的に活用した授業を通して基礎学
力をきちんと身に付けます。また、英語や
数学などの普通教科のほかに、スポーツ
やビジネス福祉など選択科目も充実してお
り、一人ひとりの進路や興味・関心に応
じた授業を受けることができます。さら
に、
「社会人基礎」
や
「フィールドワーク」
の授
業では、
社会人として求められる能力や課題
解決力や表現力など、大学等の推薦入試
などで求められる力を身に付けます。

環境 コース

周防大島の環境から世界へ

「胸を張って」
社会に飛び立とう‼
全商簿記実務検定、全商情報処理検定、
全商ビジネス計算実務検定など数多くの資
格が取得できます。また、地元の経営者や
現在活躍されているプロの専門家の方々か
ら、直接指導していただき、教科書では学
ぶことができない心構えや商品開発・販売促
進といった知識を身に付けることができます。
そして「地域の課題は何か？」「地域の魅
力は何か？」を考え、地域の課題解決や地
域の魅力発信に向けて取り組んでいます。
さらに、販売実習や就業体験を実施し日頃
から失敗して壁にぶつかった時、どのよう
にすればよいかなど意識しながら取り組み
「胸を張って」
社会に飛び立てる人材育成を行
っています。

自学自習にも力が入ります

「普通」
だけど
「普通」
じゃない！

宮本常一の民俗学

島の郷土料理

団結力は常にNo.1

カウアイ島調べ学習発表

普通科

陸奥記念館と戦争

無形民俗文化財

ペリースクールとの交流(ビデオチャット）

学習セミナー（外部講師を招 いて）
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特別進学コース

普通科

“ くし”
ふだんの､くらしのし
､ あわせを支えるふ

他にも魅力のある
活動がたくさん!!

M

福 祉コース

礼法指導

販売実習（校内でのパン販売)

地元経営者とコラボ

販売促進にむけて

資格取得にむけて

就業体験

ＳＤＧｓを達成するために島内外の専門家と
連携して活動しています。
近年マイクロプラスチックによる海洋汚染が問
題となっており、周防大島周辺の砂浜や海で釣
った魚の調査をしています。また、柑橘類の皮に
含まれるリモネンにはプラスチックを溶かす作用
があり、先ほどのマイクロプラスチックの問題を
特産品であるミカンの皮を使って解決できない
かという研究もしています。
そして今、最も力を入れていることはニホンアワ
サンゴの飼育です。周防大島に世界最大級の
群生地があり、２年前に謎の大量死が発見され
ました。その原因を突き止めることと、保護・保全
の観点からそのような挑戦をしています。
様々な活動を通して周防大島をより深く知るこ
とができるコースです。

アワサンゴ採取

ニ ホン ア ワ サ ン ゴ

対塩性作物の研究

マイクロプラスチック調査

アワサンゴ飼育

ポスター発表

