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１月３１日に、本校体育館にて平成２９年度予餞会が
行われました。各学年からのステージ発表、高校生活の
思い出を振り返るスライドショーなどが披露されまし
た。
今年度の予餞会は「Ｅｔｅｒｎａｌ」
（永遠・永久）を
テーマとし、生徒会執行部が中心となり、卒業する３年
生にずっと夢を追い続けてほしいという願いを込め行わ
れました。１、２年生は卒業する３年生に旅立ちのエー
ルを送るとともに、感謝の気持ちを伝えました。

今年度１年間奥尻高校の最上級生としてさまざまな場面で素晴らしい姿を見せ、奥尻高校の新たな歴史
をつくってくれた３年生、本当にありがとうございました。

予餞会を振り返って…

１年

白田 海斗くん

１年生の予餞会の出し物が決
まったのは、本番の１週間前でし
た。焦りや不安な気持ちで発表し
た１年生ですが、３年生の笑顔や
喜んでくれている姿を見てほっ
とし、無事予餞会を終えることが
できました。もう卒業式まで学校
に来ることのない３年生。予餞会
だけでは伝えきれなかった３年
生への思いを卒業式では伝えら
れたらいいなと思います。

２年

藤本

優衣さん

心強くて、一緒にいると楽しさ
も倍になる存在の３年生が学校
や登下校中にいないと思うとや
っぱりさみしいです。しかし、今
まで先頭に立って奥尻高校を変
えてくれ、進路活動も本気で取り
組む姿を見ていたので、これから
それぞれの道に進むことを心か
ら応援しています。３年生が成長
させてくれた奥尻高校をさらに
成長させられるよう２年生９人
でこれからもがんばります。
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３年

若山

歩奈実さん

このクラスで行うことのでき
る最後の発表の場で、３年生が以
前からやりたいと思っていた「合
唱」に挑戦することができて良か
ったです。
１、２年生の発表からはそれぞ
れのメッセージがとても伝わっ
てきて、高校を卒業した後も頑張
っていこうと思いました。思い出
に残る予餞会を本当にありがと
うございました。

校内基礎学力テストの成績優秀者が表彰されました
奥尻高校では、主要３教科（国語、英語、数学）における基礎的、基本的な学習内容の確実な定着を図
るために４月から計９回の校内基礎学力テストを実施してきました。１２月２２日（金）に行われた表彰
伝達式では、これまでの９回の基礎学力テストの総合成績上位５名が全校生徒の前で表彰されました。
基礎学力テストでは自学学習に必要となる、学習習慣の定着及び学習意欲の向上も目的としています。
今回の基礎学力テストで身に付いたことをこれからの学習にも活かして欲しいと考えています。

総合成績
１位

２年 邊見 歩花さん

２位

３年 髙田 沙羅さん

３位

１年 髙田

柊くん

４位

３年 佐藤

翼くん

５位

３年 若山歩奈実さん

おめでとう！

まなびづけ

冬季講習

１２月２７日（水）に本校音楽室にて、
「まなび
づけ」が行われました。
まなびづけとは参加希望の生徒が、学校や海洋
研修センターなど１箇所に集まり、自分で立てた
学習計画のもと、最大約１２時間という長時間学
１２月２３日（土）からの冬季休業中に冬季講習

習を行うものです。

が行われました。休業中に自分の進路に合わせて、

まなびづけを行うことで学習への意欲や長時間

学びを深めるため、自分に必要な講座を生徒が選択

学習での集中力を身につけます。

し参加しました。

今回は１１人の生徒が参加しました。悪天候の

今年のセンター試験が行われた１月１３日（土）
、

ため、開始時刻が少し遅れましたが、１人ひとり

１４日（日）には、学校で１、２年生を対象にセン

集中して学習に取り組む生徒の姿が見られまし

ター試験模擬会も行われ、大学進学を目指している

た。まなびづけ終了後の生徒の表情には疲れがあ

生徒が参加しました。

りつつもそれ以上に達成感が感じられました。
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２年生就職ガイダンス

スキー学習

１月１9 日（金）２６日（金）２月１日（木）に
１２月２３日（土）に、ハローワークの方に来校し
ていただき、２年生対象の就職ガイダンスを行いまし
た。今回のガイダンスは就職希望者へのものでした
が、大学に進学したとしてもいつかは就職するのだか
ら、学ぶことが多いはずということで、進学希望者も
多く参加しました。
ガイダンスの内容は、面接の際の笑顔の大切さや、
相手に良い印象を持ってもらうための動きなどや、志
望理由書、自己 PR の作成方法など、就職するまでに
行うほとんどのことを４時間かけて学びました。
早い生徒で来年、進学する生徒は数年後に行う就職
活動でぜひ今日学んだことを活かして、自分のやりた
い仕事に就いてもらいたいです。

奥尻町桜ケ丘スキー場にて、１、２年生合同でスキ
ー授業が行われました。
体育の授業の一貫として行われ、初級班、中級班、
上級班のレベル別に分かれ、各班技術のレベルアッ
プを図りました。

今回の授業では奥尻町スキー愛好会からインス
トラクターとして、小林英雄さんと平木悟さんに
ご協力いただきました。ありがとうございました。

３年生学年末の演奏発表会
１月２６日（金）に３年生の演奏研究を選択し
ている生徒１１名が学年末の演奏発表会を行いま
した。１年間ピアノやギターを練習し、その成果
就職ガイダンスを振り返って

を発表しました。今までピアノやギターを習った

２年 木村洸太くん

経験がある生徒は１人もいませんでしたが、それ

今回の就職ガイダンスでは、

が嘘のような素晴らしい演奏でした。本校の

自己分析の大切さや面接のと

Facebook に動画が載っていますので３年生の演奏
をぜひ映像でもご覧ください。

きなど礼の角度が場面によっ
て異なることを学びました。
特に自己分析は面接や志望理
由書などで問われることが多いと思ったので、自分
の長所、短所だけではなく、自分の目指す職業に長
所をどのように生かせるかを考えなくてはならな
いと感じました。今の自分では、長所よりも短所の
方が多く思いついてしまうので、これからは１つで
も多く長所を増やしていけるようにしたいと思い
ます。
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２・３月の行事予定

青メガホンをいただきました
2月

１月１５日（月）に函館市内の（株）富士サルベ
ージにお勤めの高山明洋さんから奥尻高校野球部の
応援が、より盛り上がるように、との思いから青色
の応援メガホンを寄贈していただきました。
野球部は少ない人数ながら、いつも元気に活動し
ています。今年の大会ではこのメガホンで応援して
いただき、溌剌としたプレーでスタンドを盛り上げ
ます。皆様、これからも応援よろしくお願いします。

13

火

挨拶週間⑤

14

水

学年末考査１日目

15

木

学年末考査２日目 年度末評価会議

16

金

学年末考査３日目

17

土

18

日

第３回英検二次

19

月

イングリッシュサルーン（青苗）

20

火

イングリッシュサルーン（奥尻）
生指協第４回理事会

21

水

22

木

実教高２公務員模試

23

金

性に関する講話（１・２年生）

24

土

25

日

26

月

27

火

進路活動経験談

28

水

卒業式予行

3月
1 木

卒業証書授与式

2 金
3 土
4 日

平成３０年度から制服が変わります

5 月

会場設営 ３時間授業

6 火

学力検査

7 水

面接・作文

8 木

３時間授業

9 金
10 土

第1回駿台マーク模試
イングリッシュサルーン（青苗）

11 日

イングリッシュサルーン（奥尻）

12 月
13 火
14 水
15 木

奥尻中学校卒業式

Facebook ページを開設しています！

16 金

委員会活動日 合格発表 第３回PTA役員会

www.facebook.com/Okushiri/

17 土

小学校卒業式

高校のホームページ

18 日

（www.town.okushiri.lg.jp/highschool/）

19 月

イングリッシュサルーン（青苗）

20 火

イングリッシュサルーン（奥尻）

21 水

春分の日

からもアクセスできます。
生徒の日常の様子が載っています。

22 木

是非ご覧ください！

23 金
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大掃除 離任式・修了式

