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今年度の１学年は９月 26 日（火）から宿泊研修を、２学年は１０月

15 日（日）から見学旅行を実施しました。出発日の朝は、ともに天候に

恵まれ快晴のもと元気に出発しました。そして、大きなアクシデントもな

く無事に全員帰ってきました。仲間との繋がりを広げ深めるとともに、企

業見学等で視野を広げ、ひとまわり大きく成長して帰ってくることができ

ました。 

１学年 宿泊研修  ３Days 
９月 26 日、奥尻高校 1 学年が 2 泊 3 日の宿泊研修へと出

発しました。 

最初に訪れたはこだて未来大学では、現役大学生にインタ

ビューする貴重な時間をいただきました。大学だけには限ら

ず、「自分が大学で何をやりたいか。」「なぜそれをやりたいと

思ったのか。」ビジョンをしっかり持ち、なおかつ相手に伝え

ることが重要であると熱く語ってくださいました。 

２日目には、函館どつくを訪れました。船舶の建造・修理の

様子を間近で見学しました。 

その後、事前に準備してきた自主研修に出発しました。明治

館や市立博物館で学んだり、五稜郭タワーから函館市内の景色

を楽しんだりと有意義な自主研修になりました。 

自主研修終了後、ふるる函館に戻り、研修中に撮った写真を

もとに、フォトコンテストプレゼンを行いました。高校生らし

い堂々としたプレゼンでした。 

 最終日、シエスタ函館にある G スクエアを見学。NA アー

バンデベロップメント代表取締役社長 布村隆二氏から起業

するに至った経緯や、函館への情熱についてお話いただき、生

徒たちの心に熱く届きました。 

 続いて訪れた北海道大学水産学部では、大学生で賑わう食堂

で昼食をとり、水産学博士である井尻准教授とその研究室に所

属する学生さんたちにキャンパス内を案内していただきまし

た。貴重な研究材料を実際に見ることもでき、体全体で大学と

いう場所の空気を感じることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

９月 26日（火）～ １学年宿泊研修 in函館 & 10月 15日（日）～ ２学年見学旅行 in奈良、京都、東京 

宿泊研修＆見学旅行 

 今回の宿泊研修を通して、ただ講義を聞くだけではなく、

メモを取り積極的に発表する姿、聴衆側の反応を意識しなが

らプレゼンをする姿、グループでクラスのメンバーと主体

的・協働的に話し合う姿など生徒たちの成長を感じました。 

おかえりなさい！ 

奥高だより 
平成 29 年度 第６号 通算 175 号 

北海道奥尻高等学校 
平成 29 年 11 月７日発行 

TEL･FAX 01397-2-2354 

www.town.okushiri.lg.jp/highschool/ 

 

 

奈良の大仏 はこだて未来大学 
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２学年 見学旅行 ５ Days 

２日目の古都京都では、全員で金閣寺や清水寺といった名所

を訪れ、京都の歴史を肌で感じてきました。さらに座禅にも取

り組み、身も心も清められました。 

 ３日目は、京都から東京へ移動。午後の企業見学で訪れた

LINE 株式会社では普段見ることのできない社内風景を見て、

刺激を受けていました。積極的に質問もし、様々な部門が密

接に関わり合っていることに気付くことができました。 

 企業見学終了後、退勤ラッシュに圧倒されつつ、ホテルに

到着しました。 

 

  

伊丹空港に着くと、す

ぐに奈良公園に向けて

出発し、東大寺や春日大

社など、ガイドさんの楽

しい説明を聞きながら、

歴史に触れることがで

きました。 

 

５日目は奥尻へ移動でした。 

見学旅行を通し９人で行動してきたことで、仲間との繋がり

を広げ深めることができました。今回体感してきたことを今後

の学校生活に活かし、様々な学びに取り組み成長していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京を満喫した後、各班東京ディズニーランドへ行きまし

た。アトラクションの待ち時間が 2 時間となっているものも

ありましたが、時間を有効に使い多くのアトラクションを楽

しむことができました。 

 10 月 15 日、奥尻高校２学年は関西に向けて４泊５日の見

学旅行に出発しました。飛行機では初めて飛行機に乗る生徒も

いましたが、緊張の中、空の旅を楽しみました。 

 

宿泊研修＆見学旅行を振り返って・・・ 

４日目は生徒が待ちに待った東京

自主研修です。各班共にいつもとは

違うクラスメイトの一面を見ること

ができたようです。 

おかえりなさい！ 

２年 水野滉己くん 
 
 10 月 15 日から始まった見学旅行初日では、
奈良公園を訪れ、小学校の頃から写真で見たこ
とのある建造物を楽しく見学できました。 
 京都では、有名な金閣寺、清水寺に行きまし
た。そして座禅では、精神を落ち着かせ、今ま
でに感じたことのない仏教を感じることができ
ました。 
 自主研修では、それぞれの班での係分担を意
識し、京都、東京ともに時間に遅れることなく
終えることができました。奥尻では学べないこ
とを体験し、有意義な時間を過ごせました。 
 クラスで５日間一緒に過ごしたことで、学年
の中での関わりもよくなったと感じました。 

１年 白田海斗くん 
 
 今回の宿泊研修のテーマは「自分を出す」で
した。この宿泊研修はテーマに相応しい内容だ
ったと思います。それは自分の考えていること
を相手にしっかりと伝え、全体としてさらに良
いものを作ることができたからです。自分の思
いを伝えることで「自分を出す」ことができた
と思います。 
このことは、宿泊研修以外のところでも必要

になってくると思います。これからも集団の中
でも自分を出し、相手に思いを伝えることで個
人として成長していき、さらには 1 学年として
良い学級にしていけたらと思います。 
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 10 月 28 日（土）に海洋研修センターにおいてビジネスコ

ンペティション（以下ビズコン）が行われました。 

本校が行ったビズコンは、総合的な学習の時間として取り組

んできた「スクーバダイビング」と「奥尻パブリシティ」でそ

れぞれ分かれ、報告や提言のプレゼンテーションをし、どのプ

レゼンテーションが最も優れていたのか争うものです。 

会場まで足を運んでいただいた皆様ありがとうございました。 

スクーバダイビングの「初級班」

は、思いやりと時間の管理の大切

さをテーマに 1 年生らしからぬ

堂々とした発表でした。 

「中級班」は、奥尻の海の美し

さを伝え、その裏ではゴミの問題

があることをメリハリをつけて発

表していました。 

「上級班」は、総まとめとして３年間で学んできたことを時

には会場の笑いを誘いながら立派に発表していました。 

奥尻パブリシティ本部の「アドベンチャーツーリズムの提

案」では、アドベンチャーツーリズムとはそもそも何なのかと

いうところから丁寧に調べ、３つのツアーを提案しました。 

「奥尻島の人間関係づくりの提案」では、奥尻地区と青苗地

区の行事の回数等にも着目し、データを有効的に使用した立派

なプレゼンテーションでした。 

来場された島民のみなさんからの質問・意見にも堂々と答え

る姿があり、素晴らしいビズコンとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスコンペティション開催 ビジネスコンペティションを振り返って・・・ 

僕は、スクーバだったのでプレゼ
ンテーションを行うとは思ってなく
このビズコンを開催すると聞いたと
きは正直あまりやりたくありません
でした。しかしやってみるとこれか
ら生かせそうなことをたくさん学ぶ
ことができました。 
 僕は、オープンキャンパスで、島
外の中学生に奥尻高校について説明
する機会があります。先輩方から学
んだことを生かし、思いを伝えたい
と思います。 

スクーバ上級班は総まとめとし
てビズコンに参加しました。３年間
で多くのことを学んだ中から、どれ
を選び発表するべきかとても悩み
ました。進路活動の合間をぬって何
度も話し合いました。忙しい時に
は、全員で助け合いスクーバで身に
ついた協力する力を発揮すること
ができました。 
 本番ではアンケートを結果や身
についた力を発表し、スクーバ授業
を通し成長したことを伝えること
ができました。このように、海を楽
しむことだけでない良さを広く発
信して欲しいと私たち上級班は思
っています。 

今年度初の取り組みでしたが、ア
ドベンチャーツーリズムを企画す
ることで、町の方針や課題を知り、
思考する力を身につけることがで
きました。また、自分が偏った見方
をしていないかを確認し、その弊害
を避けるために多面的に物事をみ
るということを学びました。全体を
しっかりと見据えながら、細部にま
で目を配るという多面的な見方を
大切にしていきたいと思います。 

私は、パブリシティの活動として
奥尻の人間関係について考えプレ
ゼンしました。このような活動をす
るのは初めてで、最初は自分が何を
するべきか分からなかったのです
が、先生方や先輩方に助けていただ
きながら頑張ってやってきました。
うまくいかないこともありました
が、一つの課題について深く考える
ことで、自分も成長することができ
たのでこのような経験ができてよ
かったと思っています。 

初級班 １年 

菅野速人くん 

上級班 ３年 

若山歩奈実さん 

アドベンチャー

ツーリズム３年

村松詩音さん 

奥尻の人間関係 

１年 

木元さくらさん 
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11 月・12 月の行事予定 

10 月７日（土）に青苗地区を会

場に第 26 回町民マラソン大会が

行われました。男子 5.2 ㎞、女子

3.3 ㎞にエントリーし、出場者全員

が無事完走しゴールしました。 

 11 月１日（水）に、部活

動遠征の離島ハンデを克服

するため、３人の生徒が準備

を進めてきたクラウドファ

ンディングが、ついに始動し

ました。 

〔結果〕 

～男子の部～    ～女子の部～ 

１位 髙田  柊  １位 若山歩奈実 

２位 白田 海斗  ２位 大谷乃々果 

３位 白戸 佑弥  ３位 泉澤 優歌 

４位 木村 洸太  ４位 山﨑 美桜 

５位 安藤 晃希 ５位 髙田 沙羅 

６位 佐藤  翼 ６位 邊見 歩花 

 クラウドファンディングを活

用して部活動の遠征費や他校と

の交流費等を補助する仕組みを

作ることを考えました。奥高生

の夢を叶えるため、オリジナル

T シャツをつくり、島の課題を

克服できればと思います。 

クラウドファンディングのページを開設しています！ 

https://camp-fire.jp/projects/view/51444 

温かいご支援をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/６ 月  

７ 火  

８ 水  

９ 木 進路希望調査 

10 金 校内国語力テスト③ 

11 土 HES（奥尻） 

12 日 第２回英検二次 

13 月 性に関する講話（３年）、PST 

14 火  

15 水 町おこしワークショップ、１，２学年保護者進路説明会 

16 木 ピアサポートプログラム（PSP）７、OES（青苗） 

17 金 OES（奥尻） 

18 土 後期授業公開、卓球部秋季大会 

19 日  

20 月 インターネットに関する講話 

21 火  

22 水 介護体験実習 

23 木 勤労感謝の日 

24 金 租税教室（２年） 

25 土 全統センタープレ（３年）① 

26 日 全統センタープレ（３年）② 

27 月 挨拶週間 

28 火  

29 水 後期中間考査１日目、バス添乗指導 

30 木 後期中間考査２日目 

12/１ 金 後期中間考査３日目 

２ 土 PTA 研修会 

３ 日  

４ 月 OES（青苗）、ワープロ検定 

５ 火 OES（奥尻） 

町民マラソン大会に参加 

クラウドファンディング（CF） 始動 

体育で持久走に取り組んできましたが、その成果が十分に

発揮された結果となりました。また、ひたむきに走っている

姿やゴールした選手も応援している姿が印象的でした。 

３年 松前幸歌さん 
 私が、今回クラウドファンディングに参加した理
由は大きく分けて２つあります。１つ目は、イラス
トコンクールに作品を送る際の送料を学校側に負担
してもらった経験があり、恩返しをしたいと考えて
いたからです。２つ目は、部活動が活発になり部員
が満足に取り組んでほしいと思っていたからです。 
 デザインにも力を入れ、「高校生が考えたからこん
なものか」と思われないくらいクオリティを上げた
ので是非見ていただけたら幸いです。 

 T シャツのデザイン 

Syatu 

 

https://camp-fire.jp/projects/view/51444

