
次代を担う子どもたちの育成は
未来へと発展する町の原動力です

　町の教育基本構想は、「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える教育実
践～生きる力を身につけ、よき社会の形成者として未来を拓く
子どもの育成～」を基本理念に、次代を担う子どもたちの確か
な成長を主軸に、地域に根ざし地域に開かれた学校づくりのた
め、学校教育を中心として家庭教育と社会教育が連携強化を図
りながら町全体の教育力の向上を目指すとともに、幼保小中高
連携も推進しながらより滑らかな育ちの連続と接続を踏まえた
教育を構築しようと取り組んでいます。
　大津町には町立幼稚園２園、小学校７校、中学校２校、県立学
校３校（大津高等学校、翔陽高等学校、大津支援学校）がありま
す。学校を中心として家庭や地域と連携協力しながら、子どもた
ちそれぞれの個性を伸ばし「豊かな人間性」「確かな学力」「健や
かな身体」など社会人として基礎的な資質や能力を育み、夢を
育てる教育を行っていきます。

In Ozu, our basic concept for education follows the ideal that all children should have dreams that grow and 
mature, and eventually come to realization. The goal of our school system is to equip students with the training 
needed to handle life’s challenges and shape society. To enable schools to serve their respective areas more 
effectively, we aim to strengthen the ties between family matters and societal issues with our schools serving as 
the link. While doing this, we strive to improve the education of the town as a whole, as well as streamline the 
transitions from kindergarten/nursery school all the way through to high school. By accomplishing this, we will 
create a smooth, consistent educational experience.
The public schools in Ozu include two kindergartens, seven elementary schools, two junior high schools, 
administered by the town government, and three high schools, administered by the prefectural government (Ozu 
High School, Shoyou High School, and Ozu School for Special Needs). Through the leadership of schools and 
the cooperation of families and the local area, Ozu strives to create environments where dreams can grow and 
each child can develop into a mature adult of sound character, mind, and body, capable of engaging society.

学校教育

充実した人生のために
さらなる人格向上をめざします

　ライフスタイルを楽しむことを大切にする現代、子どもから
高齢者までの幅広い生涯学習を進める社会活動は、すでに欠か
すことのできない存在となっています。
　大津町では生涯学習センターや図書館、町民交流施設、歴史文
化伝承館を核として、各種の芸術的・文化的講座、サークル活動
が自主的に開催され、参加者も増加しています。
　町運動公園を生涯スポーツ、健康体力つくりの拠点として、町
民をはじめ県内外から多くの利用者でにぎわっています。また、
体育協会、ＮＰＯ法人おおづ、婦人スポーツ４団体と行政とが、
協働によるスポーツの推進を図っています。

The concept of life-long learning is a standard facet of today’s lifestyles. Ozu is 
witness to an increasing number of participants enjoying a variety of art and cultural 
activities organized voluntarily in the town’s community center. 
The Ozu Town Sports Park serves as a base for maintaining health and fitness for a 
lifetime. With opportunities for both beginning participants and dedicated athletes, 
the Sports Park draws people from all over the prefecture and country.

生涯学習

中学生議会

大津町運動公園
総合体育館

大津町文化ホール
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