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「高校の先生」「国語の先生」

北海道奥尻高等学校
教務部長

松井

城聖

「あれ、もうそんなに経ってたの？」
「４年目なんですね！」と言われると、少し、嬉しく感
じます。こうして声をかけていただいたとき、私は、奥尻島で過ごした３年間を強く実感しま
す。４年目に差し掛かった今、自分にできることを探求しています。
私は「誰でも自分の好きなまたは得意な分野で輝ける」環境が一番ではないかと思っており
ます。今少し振り返ってみると、私は、高校生の頃に、子ども（幼稚園児や小学生）を対象と
したコーチングに興味を持ちました。大学では、語用論（ことばの使い方・言語表現）にあた
る、ポライトネス（言語的配慮）について学び、同時に、認知心理学についても多くの本を読
みあさりました。今は、巷で流行しているアドラー心理学や、個人的に学び直したいと思って
いた、心理学に関する本を読みすすめています。
こうして得ることができた知恵を、私は、授業の場で生かし、活発な話し合いのもと、生徒
のみなさんに色々な物を学び取ってもらえれば、最高だなと思っております。
話の内容は大きく変わりますが、今年度、私は、奥尻高校、ひいては地域への貢献を目標に、
邁進して参りたいと思っております。総合的な学習の時間を昨年度の取組から大きく改善し、
奥尻島が抱える課題について調査、分析し、解決策を探っていこうという取り組みをいたしま
す。主には奥尻島の経済的な動きに着目し、課題を探究しようと思っております。また、今年
度は学校外の方から講話をいただき、そのいただいた講話内容も活用しながら、よりよい課題
解決策を生徒たちとともに探求していきたいと思っております。こ
の活動を通して、奥尻島の振興について主体的に考え、行動し、発
信できる力を生徒たちが身につけることにより、奥尻島が継続的に
発展していけるようになればと願っております。その他にも、教務
部長として地域に開かれた学校作りを進めるため、地域の皆様方か
ら、より多くのご意見をいただけるよう、取り組みの改善を重ねて
いこうと思っております。
タイトルにあげた、２つの言葉から感じられます、責任の重さに
対して、応えられるよう、努力を重ねていこうと思います。今年度
もよろしくお願いいたします。
第4回

イングリッシュサロンのご案内

日

時

6 月２４日（金）１９：００～２０：３０

場

所

青苗支所

奥尻にいて留学気分を味わいませんか？
継続して参加いただいている方は英語が話せるようになってきています。
高校生はもちろん、中学生や社会人も対象です。
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平成２８年度第 66 回北海道高等学校 PTA 連合会大会

６・７月の行事予定

6 月 11 日（土）、12 日（日）に北海道高等学校 PTA 連合会大会が
13

月

した。参加者は横山会長、藤本副会長、末下庶務部長、末廣会員、大谷

14

火

会員、小柳会員、俵谷校長です。分科会ではＰＴＡ組織の活性化と活動

15

水

の創意工夫について話し合われました。本校は島の祭りの巡視、学校祭

16

木

における露店の取組、ＰＴＡ総会、委員会、研修の運営、スクーバダイ

17

金

ビングにおける食事の提供などを紹介し、意見交換をしました。
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土

19

日
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月
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火
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水
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木
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金

高

25

土

祭

奥尻高校の PTA 活動は盛んであると思っていましたが、他校の PTA

26

日

準

の方と交流し、もっと参加しやすく、楽しめる PTA 活動できると思い

27

月

備

ました。大変勉強になりました。

28

火

期

29

水

間

30

木

行われました。総勢 110 名の参加人数で、本校からは、7 名参加しま

【分科会参加者アンケート（抜粋）】


大変雰囲気の良い中で、活発な意見交換がされていました。奥尻高
PTA の方々のご尽力に頭が下がりました。明日からまた本校のた
めに頑張りたいと思える内容でした。本当にありがとうございまし
た。



校内数学力テスト①

漢字検定①
公務員模試大原 3 回目
奥高祭振替休日

賽の河原祭り①

いかに多くの保護者を集め楽しい PTA 活動とするかの方法・アイ
ディアをいただきました。



避難訓練①

奥尻さんの雰囲気が大変よく、スムーズな進行ができました。

（奥高 PTA 分科会担当より）

奥

賽の河原祭り②
イングリッシュサロン
公務員実教 3 年 5 回目

７/

金

奥高祭終日準備

２

土

奥高祭①

３

日

奥高祭②

４

月

奥高祭振替休日

５

火

奥高祭片付け

後の対応について、提出書類の配布、申請について、許可証について

６

水

の話がありました。免許を取得後、同じ生徒を乗せないことや、卒業

７

木

８

金

９

土

１

3 年 保護者進路・免許説明会がおこなわれました。
5 月 30 日（月）自動車免許保護者説明会が生徒指導部からあり、
その後で進路指導部より保護者進路説明会が行われました。
自動車免許保護者説明会では通学条件、通学での諸注意、免許取得

生に乗せてもらわないことなどに注意してほしいとのことでした。
保護者進路説明会では、
1.

開会の言葉

2.

進路部長 挨拶・全体説明

3.

奨学金に関する説明

4.

個別に分かれて説明

奥高祭予備日
進路希望調査
薬物乱用防止集会
3 年進路ガイダンス②
イングリッシュサロン
ベネ総合学力テスト 1，2 年

ベネ総合学力記述 3 年
英検 2 次①

10

というように行われました。

日

ワープロ検定①
公務員模試大原 4 回目

奨学金の説明の時、みなさん資料を片手に真剣に耳を傾けておられ
ました。個別に分かれても、今後の日程の確認や、入学後の暮らし、
成績の話、希望地の話など話は尽きませんでした。
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奥高祭のご案内
７月２日（土）
、３日（日）奥高祭が行われます。ぜ

【町おこしワークショップ】
5 月２６日(木)、27 日(金)にムーンライトマラソンの成功

ひお越しください。

奥高祭のテーマは、

に何が必要かというテーマでワークショップが行われまし
た。

結～with Smile～

26 日、奥尻観光協会事務局長の井口和広氏により講義が行
われ、町の大規模企画ムーンライトマラソンの経緯、成果、

です。

課題を話されました。

このテーマ「結

～with Smile～」にした理由は、

「結」には地域の方々やたくさんの人たちとのつなが
りという意味を込めました。
「with Smile」には「笑顔とともに」という意味が
あります。この２つを合わせると「笑顔とともに結ぶ」
になり、この奥高祭に関わる人たちのつながりを大切
にし、全校生徒や先生方、観に来てくださる地域の
方々などたくさんの人たちが笑顔で終われるような
奥高祭にするという意味を込め、このテーマにしまし
た。
日程

27 日、校長先生のもとで、生徒たちがグループをつくり、
奥尻ムーンライトマラソン実行委員への提言を考えました。

７月２日（土）場所：奥尻幼稚園グラウンド
（旧奥尻小学校グラウンド）

校長先生が発表してみたい班は？というと、手を挙げた班
があり、その発言は生徒のみんなや先生方に好評でした。そ

１７：１５～１７：３５

生徒有志によるよさこい披露

の後も積極的に意見が出され、それぞれの班の色をしながら

１７：３５～２０：００

行灯行列

面白い意見が飛び交いました。
ムーンライトマラソンの課題とそれに対する生徒の意見
は、次のとおりです。

７月３日（日）場所：本校校舎
１０：２０～１０：３０

オープニング

１０：４０～１１：１０

吹奏楽部発表

１１：１５～１１：３５

有志によるステージ発表

②宣伝の方法

１１：３０～

模擬店開催

・ＣＭ、ＳＮＳ、小、中、高生の部活の遠征などで奥尻を紹

１２：５０～１３：００

有志によるステージ発表

介する。資料を配る、三大祭りで、ムーンライト参加Ｔシ

１３：０５～１３：２５

生徒会企画

１３：３０～１４：０５

学年発表

１４：１０～１４：３５

エンディング

①スタッフの高齢化
・中高生のボランティア活動、島外ボランティアを募集する、
移動するための電車やバスを増やす

ャツを着ていたら特典サービスをつける
③次年度の T シャツのデザイン
・デザインをポップな感じにする、など

新中学校校舎建設の進捗状況

実際にその後９名生徒が自主的にボランティアに参加す

旧テニスコートにて、アスファルト舗装を行いまし

ることになりました。

た。ここは、臨時駐車場になる予定です。
環境委員会とボランティア局で花壇づくりをしました
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高体連函館支部選手権卓球の結果

イングリッシュサロン

５月２０日、２１日、函館アリーナを会場に、高

５月１３日（金）、５月２７日（金）、６月１０日（金）にイン

体連函館支部選手権卓球大会が行われました。

グリッシュサロンをそれぞれ海洋センター、青苗支所、海洋セン

☆学校対抗戦

ターで行い、３回目は１５名の方がご参加いただき、英語を使っ

男子 １回戦 奥尻 ０－３ 八雲

て楽しい時間を過ごしました。町内外から１回目は 20 名、2 回

☆個人戦

目は 13 名のみなさんにご参加いただきました。

男子シングルス

それぞれのテーマですが、1 回目は熊本地震について私たちに

卓球部

１回戦敗退 坪谷、永洞

できることは何か、2 回目は音楽について、またミュージシャン

２回戦敗退 岩藤、小柳、成田、水野

について、３回目はストレスを軽減する方法でした。参加者の方々

３回戦進出 野口

からは、楽しい、もっと英語を使いたいと話していました。

男子ダブルス
２回戦敗退 岩藤・坪谷ペア
３回戦進出 野口・水野ペア、小柳・永洞ペア

部活動報告
高体連支部大会の結果

女子シングルス

バレーボール部

5 月２７日(金)函館大妻高等学校にて、バレーボール高
体連支部大会がありました。
27 日予選リーグ 奥尻 ２―０

２回戦進出 水野・村井ペア

28 日決勝トーナメント 奥尻 １－２ 函館中部
決勝トーナメントで負けてしまいましたが、力を出し
切りました。奥尻高校らしくみんな声をだして明るく試
合に臨みました。

館支部春季大会が行われました。
奥尻・福島

０対１０

３年生は今回の大会で引退となりました。３年間
お疲れ様でした！３年生の思いを受け継いで、１、
２年生は１１月に行われる新人戦に向けて練習に
励んでいきます。

野球部

5 月１３日（金）函館オーシャンスタジアムにて高野連函

第 1 試合

２回戦進出 村井
女子ダブルス

松前

函館支部春季大会の結果

１回戦敗退 水野

知内

試合序盤からミスが出てリードされてしまいました。徐々
に落ち着きを取り戻しましたがチャンスをものにすること
ができず、残念ながら初戦敗退となってしまいました。皆さ
ん応援いただきありがとうございました。夏の大会に向けて
気合を入れて練習に励みます。これから応援よろしくおねが
いします。
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