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Find  Your Story.
自分の目標を 見つけるところから始めてみよう。

Cover Model
小林 鈴乃さん

［邑久中学校出身］

◦普通進学系列
◦SV（特別進学）クラス
◦アーチェリー部

1 目標の設定と面談



Find  Your Story.
自分の目標を 見つけるところから始めてみよう。

備前緑陽高校の生徒は明るく活発で、

学校全体に落ち着いた雰囲気が漂っています。

生徒一人ひとりはそれぞれの目標を設定して

自分で時間割をつくり、

学習をすすめます。

自分の時間割を作成するには、

自分の将来像を描くところからはじまります。

担任教員との面談やその為の授業を通して、

将来の目標を設定し、

高い自覚をもって系列を決めていきます。

自分が決めた系列に合わせた時間割で

学習をすすめていくには、

強い意志が求められるでしょう。

このように目的をもった学習をすすめるところが

備前緑陽高校の大きな特長です。

Thinking
About
Myself
担任の先生と一緒に系列や
進路について
じっくり相談します。

2目標の設定と面談



P a g e  9 ▶

情報・ビジネス系列
［取得可能な資格］
▪文書デザイン検定
▪情報処理技能検定
▪日本語ワープロ検定
▪ITパスポート
　など

P a g e  5 ▶

普通進学系列
■SV（特別進学）クラス
■普通進学クラス

［取得可能な資格］
▪日本漢字能力検定
▪実用英語技能検定
▪実用数学技能検定
▪被服製作技術検定
▪食物調理技術検定
▪保育技術検定
　など

P a g e  6 ▶

健康福祉系列
［取得可能な資格］
▪介護職員初任者研修課程修了資格
▪福祉住環境コーディネーター
▪難病患者等ホームヘルパー
　など

P a g e  7 - 8 ▶

工業技術系列
■機械系
■電気系
■化学系

［取得可能な資格］
▪溶接技能資格（ガス／手／半自動／ステンレス鋼）
▪3級機械加工技能士（普通施盤）
▪フォークリフト運転技能講習
▪クレーン運転技能講習
▪CAD検定
▪計算技術検定
▪機械製図検定
▪基礎製図検定
▪機械保全技能士
▪機械検査技能士
▪危険物取扱者乙種全類
▪二級ボイラー技士
▪品質管理検定
▪第二種電気工事士
▪情報技術検定
　など…

あなたの目指す進路は何ですか？
気になる系列の先輩たちのページを
チェックしてみましょう。

Check!!

3 先生紹介／授業の特徴と系列



Point 3
習熟度別編成
数学、英語の学習においては習熟度に応じたクラス編成を行い、自分の理解度
に合わせた授業をします。教科書＋αの学習を進められると同時に、授業で十
分に理解できなかった内容を繰り返し教えてもらうこともできます。

Point 1
開講している授業は、100講座以上
普通科目（文系・理系）、工業、福祉、情報・ビジネス科目など100講座を超えま
す。自分の進路に最適な納得できる時間割を組み、主体的な学習ができます。

1限 ２限 ３限 ４限
昼休憩
清掃

５限 ６限 ７限

開始時間 9:00 9:55 10:50 11:45 12:30 13:20 14:15 15:10

終了時間 9:45 10:40 11:35 12:30 13:15 14:05 15:00 15:55

Timetable 授業の開始時間と終了時間

※補習は、放課後に行っています。

Point 2
少人数講座
授業選択は、1学年160名の生徒が10以上の講座に分かれて授業を受けることも
多くあります。1講座の受講人数は、約15〜20人程度となっています。
※1年生は、必修科目の授業が主になり、ユニット（40人）で授業を受けます。

Special  Teachers
●先生紹介
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目指すは次のステージへの
進学と検定取得

普通進学系列
■SV（特別進学）クラス　■普通進学クラス

　国公立大学、難関私立大学、看護師養成等の医療専門学校への
進学希望者の中で校内基準を満たす生徒は国語・数学・英語の授
業は特別クラスで受けます。このクラスは進路学習や補習などで
も特別メニューが用意されます。

　私は高校生活で勉強と部活の両立を頑張っています。勉強では
様々な資格取得や家庭学習で苦手教科の克服に取り組んでおり、
部活ではアーチェリー部の部長として部員をまとめたり、全国大会
に出場したりしています。また、学級委員では委員長を務めるなど
自ら積極的に行動することを心がけて生活しています。この備前緑
陽高校は優しい先生が多いので、勉強の
できる環境が整っています。また全国で
活躍できる部活動もあるので、自分を大
きく成長させるチャンスがあります。皆さ
んも備前緑陽高校で自分を変えてみませ
んか？

　備前緑陽高校は立地に恵まれていて、駅からは徒歩3分、近く
には海も山もあり、とても自然豊かな所です。部活動にも力を入れ
ており、全国大会に出場する部活動もいくつかあります。僕はサッ
カー部に入っており、キャプテンをしています。近年、サッカー部と
してはなかなか満足のいく試合結果を残せてはいませんが、部員
みんなで楽しく練習に取り組んでいます。中学生のみなさん、緑陽
サッカー部に入部してみてはいかがですか？
先生方も優しくて面白いです。充実した3
年間を備前緑陽高校で送りましょう！

SV Class

英語検定取得に向けて頑張っています！ 部活をとてもがんばっています！

■小林さんが3年生で選択した時間割時間割

■補習

■今西さんが3年生で選択した時間割
月 火 水 木 金 土

１
英語表現Ⅰ 生物 生物 化学

数学Ⅲ
サタデー

セミナー
２ 英語Ⅱ
３

化学 数学Ⅲ 数学Ⅲ
数学Ⅲ

古典
４ 英語Ⅱ
５ 体育

英語Ⅱ
体育 体育 現代文

６ 現代文 総合的な探究の時間 現代文 LHR
７ 地理 現社研究

補習
地理 現社研究

８ 補習 補習 補習 補習

■放課後／特別補習［8時間目］　■土曜日／特別講座［サタセミ］

特別進学クラスについて

月 火 水 木 金
１

環境造形 日本史 日本史 音楽Ⅱ スポーツⅡ
２
３

備前焼研究 現社研究 虫明焼研究 英語Ⅱ 現代文
４
５ 現代文 瀬戸内の

海と産業
現代文 現代文 体育

６ 体育 総合的な探究の時間 体育 LHR

SV（特別進学）クラス

小林 鈴乃さん［3年生］
◦18期生◦邑久中学校出身◦アーチェリー部

普通進学クラス

今西 元気さん［3年生］
◦18期生◦西大寺中学校出身◦サッカー部

備前焼研究数学Ⅱ

5 系列紹介／普通進学



福祉の知識と介護技術、
そして福祉の心を学ぶ

健康福祉系列

　私が高校生活でがんばったことは、福祉の資格取得と部活動で
す。放課後に部活動の練習をした後に、福祉の資格取得のための勉
強をする日が続き、本当に大変でした。しかし、福祉系列のみんなと
教え合いながらがんばり、資格も取ることができました。勉強と部活
の両立は大変でしたが、福祉系列や部活動の仲間たちのおかげで
続けることができましたし、楽しい思い出がたくさんできました。
　私は入学当初、同じ中学校出身の友達がい
ませんでしたが、高校の同級生たちは優しい
人ばかりで、様々な人と仲良くすることがで
き、備前緑陽高校で楽しい時間を過ごせま
した。

介護職員初任者研修
生活支援技術

生活支援技術

2年生が1年生にベッドメイキングを教えている（共同学習）

■春名さんが3年生で選択した時間割

■系列の専門科目

介護福祉基礎

部活をよくがんばりました！

月 火 水 木 金
１

環境造形 数学研究
基礎

こころとからだの
理解 音楽Ⅱ 国語表現

２
３ ファッション

造形 現社研究 英語Ⅱ 福祉住環境 介護総合演習
４
５ 体育

生活支援技術
体育 体育 現代文

６ 現代文 総合的な探究の時間 現代文 LHR
７ 介護総合演習

健康福祉系列

春名 彩華理さん［3年生］
◦18期生◦大原中学校出身◦バドミントン部

生活支援技術

6系列紹介／健康福祉



工業の知識と技術の習得を目指す

工業技術系列
■機械系　■化学系　■電気系　

月 火 水 木 金
１

環境化学実習
数学Ⅱ

工業化学
英語Ⅱ

化学反応実習
２
３ セラミック

工業 地球環境化学
４
５ 現代文

工業化学
現代文 現代文 体育

６ 体育 総合的な探究の時間 体育 LHR

　私が進路についてがんばっていることは、資格取得です。2年生
の時から2つの資格を取ることができました。部活ではボート部の
キャプテンとして毎日の練習をがんばり、全国大会に出場すること
ができました。授業では毎日集中して取り組めるようがんばってい
ます。
　中学生のみなさん、備前緑陽高校では部活動がとても盛んで明
るく楽しめる学校です。みなさんの入学を楽
しみに待っています。

　私は進学に向けて、日々実習や授業に励み充実した毎日を送っ
ています。現在は危険物取扱者乙種の全類取得のため勉強をがん
ばっています。部活動ではバドミントン部に所属し、部員みんなで
練習をがんばりました。
　緑陽高校では好きな系列を選ぶことができて、自分のしたいこ
とをそれぞれの専門の先生に教えてもらうこ
とができます。中学生のみなさんもぜひ備
前緑陽高校で自分に合う系列や部活動を
見つけて、楽しい学校生活を送ってくださ
い。

■日笠さんが3年生で選択した時間割時間割 ■淺木さんが3年生で選択した時間割

■系列の専門科目 ■系列の専門科目

月 火 水 木 金
１

制御機械実習
数学Ⅱ 機械製図 英語Ⅱ

溶接実習応用
２
３

機械工作 機械設計 機械製図
４
５ 現代文

自動車工学
現代文 現代文 体育

６ 体育 総合的な探究の時間 体育 LHR

何事にも全力で！ 資格所得をがんばっています！

溶接実習基礎 化学分析実習
機械系

日笠 志勇人さん［3年生］
◦18期生◦和気中学校出身◦ボート部

化学系

淺木 塁さん［3年生］
◦18期生◦日生中学校出身◦バドミントン部

7 系列紹介／工業技術（機械・電気・化学）



月 火 水 木 金
１

シーケンサ
実習

数学Ⅱ
電気実習応用

英語Ⅱ
電気製図

２
３

電子技術 電子技術
４
５ 現代文

電力技術
現代文 現代文 体育

６ 体育 総合的な探究の時間 体育 LHR

　私は資格取得を目標に、日々がんばっています。これまでに第一
種電気工事士、第二種電気工事士と、危険物取扱者乙種4類を取得
しました。今は他の資格を取るために勉強しています。本校では自
分の所属している系列以外の資格を取ることもできます。
　工業系列では3年生になると、授業は全日6時間で終わるので、
放課後の長い時間で部活や資格試験などの勉強をすることができ
ます。緑陽高校は自分のやりたいことを重点的
にがんばることのできる学校です。

課題研究

化学反応実習

■藤井さんが3年生で選択した時間割

■系列の専門科目

資格取得をがんばっています！

電気実習基礎
電気系

藤井 秀汰さん［3年生］
◦18期生◦伊里中学校出身

8系列紹介／工業技術（機械・電気・化学）



　私は情報・ビジネス系列を選択し、進学を目指してがんばってい
ます。授業では資格取得のため、ワープロや表計算などの練習を
日々しています。
　備前緑陽高校では、2年生と3年生では自分の時間割は自分でつ
くれるため、各自の目指す進路に合った勉強をすることができま
す。科目選択の際には、進学のための時間割編成を先生方が親身
になって考えてくださいます。中学生のみ
なさんも備前緑陽高校に入学して、楽し
い学校生活を送ってください。

月 火 水 木 金
１

電子商取引 数学研究基礎 電子商取引 課題研究 スポーツⅡ
２
３

課題研究 現社研究 国語表現 英語Ⅱ ビジュアル
デザイン４

５ 現代文
英語Ⅱ

現代文 現代文 体育
６ 体育 総合的な探究の時間 体育 LHR

ビジネスの意義や役割、
情報処理の知識と技術を学ぶ

情報・ビジネス系列

■大西さんが3年生で選択した時間割時間割

■系列の専門科目

学校生活楽しいです！

情報・ビジネス系列

大西 優明さん［3年生］
◦18期生◦伊里中学校出身

ビジネス情報

ビジネス実務

電子商取引

課題研究

情報処理

9 系列紹介／情報・ビジネス



就職

専門学校
短期大学

4年制大学

29%

40%

5%

26%

Point 1
進路ガイダンス（面談）の充実
　自分の進路を描くことで、次の学年の「自分でつくる時間割」を作成
することができるようになります。担任の先生と進路面接を重ねるこ
とで、自分の意思の再確認ができます。面談内容は「面談カルテ」とし
て3年間記録されます。

Point 4
就職アドバイザー、
外部指導者による指導
　就職試験の難化により、就職適正の指導や試験対策だけでなく、
複数回の受験にもスピーディーに対応できるような体制で臨んでいま
す。

Point 3
丁寧な個別指導
　進学から就職まで、さまざまな進路に対応できるスタッフが、面接
練習、小論文対策、個別指導を行っています。

Point 2
多彩な補習授業
　土曜、早朝、放課後には補習授業を行っています。土曜日補習はサ
タセミと呼び、授業＋αの進学対応の内容で進めています。普通科目
の補習ばかりでなく、検定や技能競技などの工業、福祉、情報などの
専門科目の補習もあります。

　国立大学、有名私大への進学を目指したカリキュラムは、特
別進学クラスを設置し、数学、英語の授業は、習熟度別にクラ
ス編成を行い、それぞれの進路に対応した学習を目指します。
　また、就職指導においては、2年次からの就職補習を開始
し、3年次には面接練習、SPI対策学習などを行います。就職
面談には専門の先生が対応し、指導・サポートします。

進路状況
［令和3年度］

過去3年間の進路実績

進路実現のために…

（※過年度・合格実績を含む）

【4年制大学】
●岡山大学●島根大学●高知大学●宮崎大学●岡山県立大学●尾道市立大学●
広島市立大学●関西学院大学●多摩美術大学●京都産業大学●龍谷大学●関西
外国語大学●追手門学院大学●大阪学院大学●摂南大学●帝塚山大学●高野山
大学●梅花女子大学●兵庫大学●神戸学院大学●神戸松蔭女子学院大学●姫路
獨協大学●関西福祉大学●ノートルダム清心女子大学●就実大学●川﨑医療福祉
大学●岡山理科大学●環太平洋大学●山陽学園大学●中国学園大学●倉敷芸術
科学大学●吉備国際大学●岡山商科大学●くらしき作陽大学●美作大学●福山大
学●松山大学●九州共立大学　ほか

【専門職大学】
●岡山医療専門職大学

【短期大学】
●京都光華女子大学短期大学部●関西外国語大学短期大学部●奈良芸術短期大
学●倉敷市立短期大学●川崎医療短期大学●就実短期大学●山陽学園短期大学
●中国短期大学●くらしき作陽短期大学●美作短期大学　ほか

【専門学校】
●岡山医療センター附属岡山看護助産学校●岡山労災看護専門学校●岡山済生会
看護専門学校●朝日医療大学校●旭川荘厚生専門学院●ソワニエ看護専門学校●
岡山医療福祉専門学校●玉野総合医療専門学校●岡山高等歯科衛生専門学院●
インターナショナル岡山歯科衛生専門学校●岡山情報ビジネス学院●岡山ビジネ
スカレッジ●専門学校ビーマックス●岡山県理容美容専門学校●岡山ビューティー
モード●西日本調理製菓専門学校●中国デザイン専門学校●岡山科学技術専門学
校●岡山情報ITクリエイター専門学校●岡山理科大学専門学校●中国職業能力開
発大学校●日本工学院八王子専門学校●京都建築大学校●大阪外語専門学校●
大阪文化服装学院●履正社医療スポーツ専門学校●神戸電子専門学校●はくほう
会医療専門学校●日本航空大学校北海道新千歳キャンパス　ほか

【就　職】
●川崎重工業㈱●㈱中電工●アース製薬㈱赤穂本部●住友大阪セメント㈱赤穂工
場●シーダム㈱●㈱吉野工業所●大塚倉庫㈱●独立行政法人国立印刷局岡山工
場●JFEスチール㈱●三菱ケミカル㈱●㈱クラレ鶴海事業所●品川リフラクトリー
ズ㈱●岡山大鵬薬品㈱●㈱セラテクノ備前工場●大東化成工業㈱●黒崎播磨㈱●
フルハーフ岡山㈱●タイガースポリマー㈱●一般財団法人岡山セラミック技術振興
財団●㈱岡山和気ヤクルト工場●谷尾食糧工業㈱●㈱日本チャンキー●㈱岡山村
田製作所●NTN㈱岡山製作所●日宝綜合製本㈱●オハヨー乳業㈱●大和紙器㈱
瀬戸内工場●㈱ジップ●テイカ㈱●多田電機㈱熱交換器工場●オージー技研㈱●
日清エフ・ディ食品㈱●㈱ザグザグ●日本ノート㈱●AGCグラスプロダクツ㈱●備
前化成㈱●㈱ユノス●晴れの国岡山農業協同組合●ユニバーサル製缶㈱岡山工場
●みのる化成㈱●㈱NTN備前製作所●高雄工業㈱岡山工場●㈱永谷園岡山工場
●オカネツ工業㈱●㈱置田鉄工所●㈱徳山電機製作所●㈱イノテック●㈱サンナ
ン●㈱メタルテック岡山事業所●中四国セキスイハイム工業㈱●㈱水内ゴム●協和
ファインテック㈱●エクセルパック・カバヤ㈱●ユアサ自動車㈱●ライフデザイン・
カバヤ㈱●三井E&S造船㈱玉野艦船工場●三井造船特機エンジニアリング㈱玉野
事業所●㈱天満屋●㈱廣榮堂●竹久夢二本舗敷島堂㈱●大森商事㈱●㈱ホテル
グランヴィア岡山●岡山プラザホテル㈱●倉敷シーサイドホテル●㈱ふじい「DECO…
HAIR」●美容室ミチグループ●備前市役所●岡山県小中学校事務職員●岡山県警
●大阪府警●自衛官　ほか
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●先輩からのメッセージ

17期生
［普通進学系列］
［SV（特別進学）クラス］

石原 大夢さん
◦長船中学校出身

17期生
［普通進学系列］
［SV（特別進学）クラス］

松川 純さん
◦邑久中学校出身

17期生
［普通進学系列］
［SV（特別進学）クラス］

稲岡 未久里さん
◦西大寺中学校出身

17期生
［普通進学系列］

山本 遥さん
◦旭東中学校出身

次のステージに向かった素敵な先輩たちからのメッセージです。
きっと、みなさんの目標を見つける手助けになるはずです。

岡山労災
看護専門学校

ノートルダム
清心女子大学

［文学部］

島根大学（国立）
［人間科学部］

高知大学（国立）
［人文社会科学部］

Messages From Graduates
それではこれから3年SVクラスの石原君、稲岡さん、松川さんと座談会を
始めます。まず始めになぜ備前緑陽高校を選んだのかを教えてください。

石原君●僕は、ソフトテニス部に入っているのですが、勉強と両立して
部活動も頑張りたいと思っていました。テニスには有名な先生がおられ
て、オープンスクールでの雰囲気も良く受験することを決めました。

稲岡さん●私は看護師になりたいという目標を中学校の頃から持って
いて、緑陽高校のパンフレットを見ると過去の先輩が進
学した学校に自分の行きたい学校が入っていて、オープ
ンスクールに来て受験を決めました。

松川さん●私は迷っている高校が何校かあって、実際に
オープンスクールに行ってみて1番雰囲気が良さそうだ
なと思って受験しました。

石原君から部活動の話が出ましたが、3人とも部活動の取
り組みはどうでしたか？

松川さん●私はダンス同好会に入っていたのですが、特
に文化祭の前は一生懸命頑張って大変でしたが、とても
充実感がありました。

稲岡さん●私は茶華道部に所属していましたが、講師の
先生として様々な年代の方が来られるので、いろいろな

… 島根大学…人間科学部…●石原 大夢 さん…
… 岡山労災看護専門学校…●稲岡 未久里 さん…
… 高知大学…人文社会科学部…●松川 純 さん…

SVクラス座談会

11 先輩からのメッセージ



　私は公務員になりたいと思い勉強を頑張ってきました。そのた
めに、夏休みには公務員対策のセミナーに行き学校では先生方
との面接練習や作文の練習などをしていました。先生方は放課後
に面接練習をしてくださったり、相談を聞いてアドバイスをくれた
りと、真剣に向き合ってくれました。そのおかげで無事合格するこ
とができました。備前緑陽高校では自分の学びたい系列を選び、
専門の先生が教えてくださるのでとても良い環境だと思います。
先生方も真剣に向き合ってくださるので相談しやすいですし、ア
ドバイスもしてくださるのですごく助かりました。備前緑陽高校は
将来の夢がなくても高校生活の間に見つけ、それに向けて一生懸
命頑張れるところなので、是非緑陽高校に来てください！

17期生
［普通進学系列］
［SV（特別進学）クラス］

小幡 葉月さん
◦伊里中学校出身

17期生
［工業技術系列］

山下 竜弥さん
◦牛窓中学校出身

17期生
［健康福祉系列］

角野 未波さん
◦備前中学校出身

17期生
［情報・ビジネス系列］

村上 萌さん
◦日生中学校出身

17期生
［工業技術系列］

小橋 祐介さん
◦備前中学校出身

川崎医療福祉大学
［リハビリテーション学部］

フルハーフ岡山
株式会社

［一般事務］

株式会社 中電工

独立行政法人
国立印刷局
岡山工場

岡山医療センター附属

岡山看護助産学校

専門の先生がアドバイスしてくれました。

方と話をできるのがよかったです。

石原君はテニス部で練習も厳しかった？

石原君●緑陽高校のソフトテニス部は男女で同じ練習をして、割と明る
い雰囲気でできていました。試合前は当然厳しい練習にもなりますが、
その分やりがいを感じて本当に部活動をしてきてよかったと感じていま
す。

3人はSVクラス（特別進学クラス）を選択しましたが、このクラスで学んで
良かったですか？

石原君●1番良かったことは、入試の前です。みんながお互いに支え合
い、全員で頑張ろうという雰囲気で入試に向かえたことが1番良かったと
思っています。

部活を引退して、夏からは遅くまで残って勉強したり、面接練習をしたりし
てたよね？

石原君●はい。周りのメンバーも頑張っているので、負けてられないとい
う気持ちが大きかったような気がします。

稲岡さん、松川さんはどうですか？

稲岡さん●特に入試の時期は周りの友人と、面接などいろいろな情報を
共有できたことが本当に助かりました。

松川さん●3年生の入試のシーズンは特に落ち込んだりすることがたく
さんありましたが、周りの友人と話をするうちに同じような悩みを抱いて
いて気分が楽になったことが多かったです。

3人の将来の目標を教えてください。

石原君●僕は大学で心理学の勉強をします。将来はカウンセラーとして
活躍したいと思っているので大学院に行って必要な資格をとりたいと
思っています。特に小学生や中学生くらいまでの子ども達の心理的なサ
ポートをするのが将来の目標です。

稲岡さん●看護師について調べている時に思ったことは、成長を続けら
れる職業だということです。様々な症状がある患者さんの1人1人に寄り
添えるような看護師になりたいし、働きだしてからも学び続けることがで
きる看護師になります。

松川さん●私は国際関係の仕事に就きたいと思っています。多様な文化
を持った国の人たちと関わりたいと思っています。また、国際ボランティ
アにとても興味があるのでその分野でも活躍したいと思います。

今日はありがとうございました。

1 2先輩からのメッセージ



2021-2022

Club Activities !!

［2022年5月現在］

レスリング

溶接

バドミントン

陶芸

茶華道（華道）

バスケットボール

写真

茶華道（茶道） 美術

【部活動実績】
【ボート部】
◦令和3年度…全国高等学校総合体育大会…ボート競技の部…出場
◦第76回…国民体育大会…ボート競技…出場権獲得
◦第33回…全国高等学校選抜ボート大会…6位入賞

【アーチェリー部】
◦令和3年度…全国高等学校総合体育大会…アーチェリー競技の部…出場
◦令和3年度…第40回全国高等学校…アーチェリー選抜大会…出場

【レスリング部】
◦第37回…全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会…出場
◦第65回…全国高等学校選抜レスリング大会…出場

【美術部】
◦第30回…全国高等学校漫画選手権大会「まんが甲子園」…出場

【溶接部】
◦令和3年度…高校生溶接技術競技会…岡山県大会…第2位

【水泳】
◦第69回…中国高等学校選手権…水泳競技大会…第4位

●部活動紹介
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アーチェリー

ボート

ソフトテニス

サッカー

吹奏楽

硬式野球

ダンス同好会

陸上

【ソフトテニス部】
檜垣 正人 顧問
（教科／国語）
●［中学時代］全中ベスト8／［高校時代］インターハイ団
体戦ベスト8／［大学時代］関東大学対抗3連覇／全日
本選手権シングルス3位／アジアカップひろしま国際
大会3位／日本体育協会公認ソフトテニスコーチ

【ボート部】
則近 涼子 顧問
（教科／保健体育）
●［高校時代］全国高等学校総合体育大会（インターハ
イ）…5位／［大学時代］全日本大学選手権…5位／［社会
人］えひめ国体…5位／アジアインドアローイング選手
権…準優勝

【硬式野球部】
糸山 飛雄馬 顧問
（教科／商業・情報）
●［倉敷商業高校時代］3年間ポジション、ファースト／
［広島経済大学時代］ポジション、ファースト、外野手
／県秋季大会ベスト4（2年次）／県夏季大会ベスト8（3
年次）

【アーチェリー部】ー部】
加藤 秀人 顧問
（教科／保健体育）
●全日本アーチェリー選手権…優勝（1996）／世界選手権
大会（フランス大会）出場／国際選手権大会（韓国）8
位／日本記録樹立（団体）／全日本ナショナルチーム
メンバー（1999,2000,2003）

【吹奏楽部】
波多野 友希 顧問
●中学、高校と吹奏楽部に入りサックスを担当。「とに
かく楽しく」をモットーに吹奏楽の指導に当たる。［高
校時代］県大会…銀賞／［高校時代］全日本吹奏楽コン
クール四国支部大会…金賞

【サッカー部】
中杉 明裕 顧問
（教科／保健体育）
●［滝川第二高等学校時代］全国高等学校総合体育大会
（インターハイ）ベスト16／全国高校サッカー選手権
大会…3位／［大阪体育大学時代］関西学生サッカー選
手権大会…優勝／FBS杯高校サッカーチャンピオン大
会…優勝。

M e s s a g e

選手には最後まであきらめ
ない指導を心がけています。
たった1回の高校生活を彩
りましょう！

M e s s a g e

音楽を通して社会を生き抜
く力を身につけてほしいと
思います。初心者大歓迎で
す。挑戦したい気持ちを大
事にしてください。

M e s s a g e

野球を通じて、人間形成に
取り組みたいと思います。好
きな言葉は、「感動は努力
から」です。

M e s s a g e

県大会上位を目指して活動
しています！ 部活動で緑陽
高校を盛り上げて行きたい
です！

M e s s a g e

人間力が高まる活動をしま
しょう。周囲が応援したくな
る取り組みを期待していま
す！

M e s s a g e

子どもの可能性は無限で
す。部活動を通して人間的
に大きく成長することを目指
します。一緒にがんばりましょ
う。

14部活動紹介



片上小との防災教室

前　半

4
A p r i l

◦1学期始業式…

◦入学式

◦新入生研修

◦進路ガイダンス

◦課題考査

◦選択科目ガイダンス

◦生徒会役員選挙

5
M a y

◦球技大会［春季］

◦生徒総会

◦PTA総会

◦1学期中間考査

6
J u n e

◦実力診断テスト

7
J u l y

◦1学期期末考査

◦びぜんみらい学活動報告会

◦1学期終業式

◦インターンシップ（2年生）

◦オープンスクール

◦三者面談

8
A u g u s t

◦かもめゼミ

9
Septemb er

◦2学期始業式

◦実力考査

◦緑陽祭（体育会・文化祭）

後　半

1 0
O c t o b e r

◦2学期中間考査

◦修学旅行（2年生）

1 1
Novemb er

◦実力診断テスト

◦生徒会役員選挙

◦芸術鑑賞会

1 2
De cemb er

◦2学期期末考査

◦球技大会［冬季］

◦X'masコンサート

◦三者面談

◦2学期終業式

1
J a n u a r y

◦3学期始業式

◦大学入学共通テスト

2
F e b r u a r y

◦学年末考査

◦特別入学者選抜

◦備前焼窯焚き

◦卒業生を送る会

3
M a r c h

◦卒業証書授与式

◦一般入学者選抜

◦3学期終業式

備前緑陽高校は、例年9月末に開催する
緑陽祭（体育会・文化祭の3日間）を中心に、
さまざまなイベントが計画されています。
本校は、必履修授業などのユニット単位や、科目選択で授業が行われ、
ホームルーム単位での授業がほとんどありません。
そのため、クラスのまとまりがなかなか作りにくいということもありますが、
球技大会や体育会・文化祭の時には
「このときばかりは！」とクラスの結束力が強くなります。

●緑陽高校の1年間

文化祭

流れ川清掃ボランティア

窯焚き

片上小算数教室

球技大会

1年生 閑谷研修

体育会1日旅行（修学旅行代替）

卒業式

1 Year Event

15 緑陽高校の 1 年間



PTAあいさつ運動

入学式

備前緑陽高校への
入学を考えている
中学生の皆さんへ

　高校入試は皆さんにとっては大きな試練ですが、最後ま
で諦めずに一生懸命がんばることで、自分の秘めた力に気
づき、自己を成長させるチャンスにすることができます。
　本校は、特別入学者選抜と一般入学者選抜と受験が2
回ありますが、どちらを受験するにしても日頃の授業や学
習を一生懸命することや、「自分のこと」や「将来の夢」に
ついて考えておくことが大切です。強い意志で受験をやり
抜いて、高校という新しいステージで一緒にがんばりませ
んか。

一般入学者選抜
［令和4年度…入学者選抜の概要］

【募集人員】
◦一般入学者選抜の定員 80名（特別入学と合わせて合計160名）

【実施内容】
◦学力検査（国語・数学・社会・英語・理科）
◦面　接

【面接内容】
◦志願の目的や適性、中学校での活動状況について

【重視する事項による選抜】（募集定員の10%程度）
◦生徒会活動、部活動、校外における文化・体育活動の実績

特別入学者選抜
［令和4年度…入学者選抜の概要］

【募集人員】
◦特別入学者選抜の定員 80名（一般入学と合わせて合計160名）

【実施内容】
◦学力検査（国語・数学・英語）
◦面　接
◦小論文（与えられた文章や資料をもとに、設問に答えたり、自分の考え
を合計で400字程度の文章で表現したりする。）

【求める生徒像】
◦学びへの意欲を持ち、目的を持った学習を通して、自らの進路を開拓し
ようとする生徒

◦生徒会活動、学級活動、部活動、地域連携活動などに積極的に取り組
む意欲がある生徒

◦基本的生活習慣と共に、礼儀やマナーを大切にし、思いやりのある生徒

【重視する実績による選抜】（募集人員10名程度）
◦サッカー／野球／吹奏楽／ボート／アーチェリー／レスリング

●女子はリボン・ネクタイと、スカート・スラックスを自由に
選べます（両方買うこともできます）。また、写真の夏服
に加えて、今年度から新しいデザインの夏服（ニットシャ
ツ）も追加されています。

※募集人員等、変更になる場合もありますので最新情報を本校ウェブ
サイトにてご確認ください。

参考

参考

新セーター

新夏服

夏　服冬　服
ベージュ

ホワイトグレー

グレー

●緑陽高校の制服紹介
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●お問い合わせ
〒705-8507 岡山県備前市西片上91-1

Tel 0869-63-0315
Fax 0869-64-4260

時　間 内　容

10:00〜10:40
［夜間開催時…19:00〜19:40］

◦ごあいさつ

◦学校概要説明

◦入試概要説明

10:50〜
［夜間開催時…19:50〜］

◦質疑応答

◦校内案内（施設説明）
※10/30㈰のみ実施予定

11:20〜
［夜間開催時…20:20〜］

◦個人面談
※希望者のみ

開催日 時　間 会　場

10/16日 10:00〜11:20 体験学習施設　百花プラザ
［岡山市東区西大寺南1-2-3］

10/23日 10:00〜11:20 上道公民館
［岡山市東区東平島191］

10/30日 10:00〜11:20 備前緑陽高校

11/11金 19:00〜20:20
［夜間開催］ 備前緑陽高校

学校説明会
［生徒・保護者対象］

●学校概要の説明、入試情報の説明、個別相談にも応じます。
●申し込みは不要です。

※日時・場所は、変更になる場合がありますので、最新情報を本校ウェブサイトにて
ご確認ください。

開催日・会場

当日のスケジュール

「あなたの素敵な未来」
一緒に見つけませんか？

岡山県立備前緑陽高等学校
BIZEN RYOKUYO HIGH SCHOOL

[Official Website]
www.ryokuyou.okayama-c.ed.jp

Bizen Ryokuyo High School

2022

緑陽高校のYouTubeチャンネル


