
 

 

 

 

      
       

                                                         

 

 

 

北海道奥尻高等学校長 俵谷 俊彦 

 

 

 ご存じのとおり、本校は今年度から道立の高等学校から奥尻町の高等学校になりました。昨年度から赴任させていただき、今年

度から校長として全責任を担うことになった私の胸の中には、この言葉が刻まれています。 

 

  子どもたちが、心から誇れる学校にする。 

    そのために日本一の高等学校を目指す。 

      そのために島をあげて最先端の教育をする。 

  

 今年３月のある会で、このことを話した際には、あまりにも突拍子もない私の発言に、周囲の方々からは多くの心からの応援を

いただきましたが、それとは別に、嘲笑にも似た「まあ、頑張りな」的なお言葉と、「そんなのできるわけないべさ」的な視線も

あったのは事実です。 

 

「まなびじま奥尻プロジェクト」の始動と全国からの評価 

 

 今年度４月から、島の技術や教育的資源を最大限活用して「島をまるごと学校」をモットーに、「まなびじま奥尻プロジェクト」

を始めました。具体的には、「まちおこしワークショップ」（慶應義塾大学大学院 SDM を含む島内外から各分野のプロフェッショ

ナル１５名を講師として招き、高校生が各分野の課題解決のための案の考案・提示）、「奥尻イングリッシュ・サロン」（インバ

ウンド観光客を受け入れられる人材育成を目的とした隔週９０分オールイングリッシュの学び場）、「奥尻パブリシティ」（奥尻

の課題解決に向けての町長への施策提言）、「Wifi ニーネー」（島外の難関大学の学生から、インターネットを通して、直接受験

のための個別指導を受ける）を実施しています。そうすると、大変多くの方々が本校の視察に訪れ、 

 

 「すごいですね。まるで私立高校ですね。」（札幌市選出の道議員） 

 「これは、どこにも負けてないですよ。自分の子どもも入れたい。」（ある大学大学院の教授） 

 「こんな学校見たことない。絶対、都市部では味わえないです。」（道央の中学校３年生の保護者） 

  

との声をいただいたり、複数の報道機関により取り上げられ、本校の本気度とそのベクトルを全国の方が感じ始めているようです。 

ただ、まだ残っている課題が部活動です。部活動においても大きな飛躍を遂げなければなりません。そのために、まなびじま奥尻

プロジェクトの一環として、今年度から新たな取組を始めました。それが、「北の巌流島プロジェクト」です。 

 

「北の巌流島プロジェクト」の始動と各部活動の活躍 

 

 巌流島とは、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が行われた、山口県下関市にある関門海峡に浮かぶ島のことです。なぜ、このよう

な名称を付けたかというと、対外試合や合同練習をこの島に誘致したい、奥尻を巌流島のように決闘の場としたいと考えたからで

す。これまでよく、遠征費がない、家計に負担をかける、だから練習試合・合同練習を組めない．．．との嘆きから、多く設定す

ることができませんでした。ですから、逆に多くの学校を島に呼び込むという発想に行き着きました。高等学校の部活動では、他

流試合や合同練習を多く組めるかどうかが、栄光をつかむために大きく関わります。たとえ専門性のない顧問のチームでも、他流

試合を多く設定することで、専門性のある顧問のチームに勝つことは実に多くあります。このことから、今年度積極的に合宿や合

同練習を誘致しました。その結果、現在のところ、次のような結果です。 

  

 昨年度まで過去３年間での誘致数：１校  →  今年度の誘致数（予定も含む）：７校 

 

 この取組と同時進行で、本校の各部活動の生徒が、非常に健闘しております。野球部は夏の甲子園を目指す渡島大会で、合同チ

ームながら、強豪八雲高校に１－０で勝利しました。女子バレーボール部では、高体連において松前高校を破っただけでなく、函

館中部高校に１－２と競り負けましたが、その皆が輝き一体感のあるチームカラーとチームワークの良さから、ある函館市内の高

校のチームでは、奥尻高校のように雰囲気良く一体感をもってやろうと、手に「奥尻」とマジックで描いて試合にのぞんだ選手も
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いたほどでした。卓球部も、高体連では非常に戦略的に取り組んだ結果、３回戦進出が最高でしたが、堂々とひるむことなく戦っ

たとのことです。また、吹奏楽では、５人という小編成でありながら、素晴らしいバッハ作曲「フランス組曲第２番」（抜粋）と

いう曲を函館地区吹奏楽祭などで披露し喝采を得ました。しかし、目指すところはまだ先にあります。 

 

栄光をつかむために必要なこと 

 

 目指すイメージは、「本校の部活動が大躍進し、多くの町民が、臨時便を含めたフェリー３隻にのり、本土にわたり大会会場に

行き、一体となった全力の応援をする。そして町民皆が奥尻の高校生から感動をもらい、よし、我々も高校生に負けてられないぞ、

この町のために頑張るぞと、町全体が明るい未来に向けて、さらなる一歩を踏みだす。」というものです。 

 

 そのために、我々教職員の資質・能力を上げることをはじめとして、次のとおり現実的にできることから始めなければなりませ

ん。 

 

 １ 「北の巌流島プロジェクト」をさらに活発化し、島内外の対外試合、合同練習の機会を増やすこと 

 ２ 地元の小・中学校の指導者と高校が一体となって、奥尻町の高校に栄光をもたらす道を歩むこと 

 ３ 町外に生徒が流れる一因となっている「都市圏高校神話」の根絶と町外の高校進学を奨励する流れを止めること 

 ４ 奥尻の教育を受けたい島外からの移住者を受け入れる体制を整備すること 

 ５ 月曜から金曜日までの練習時間が圧倒的に短いという課題を、町営バスの協力のもと解消すること 

  ６ 全国で活躍する各種専門家から積極的な支援を得ること 

 

 夢物語に思えるでしょうか。私はそうは思いません。笑われるのを承知で、これまでの本校の卒業生たち、そして支援してくれ

た保護者の方々の情熱や汗と涙の数々に敬意を払いつつ、そしてまた、財政的に支援していただいている町の方々へ心からの感謝

の念をもちつつ、あえて目指すイメージを提示させていただきました。 

 

 町の高校に栄光を ――― これから地道に着実に進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 木 下   広 

 

短い秋が足早に駆け抜け、例年以上に厳しい冬の到来を迎えた今日この頃、町民の皆様には、今年度より町立となりました奥尻

高校の教育活動に対して格別なご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、私は今年度より体育文化後援会の会長となりました。これまでのＰＴＡ会長としての経験を生かして、微力ではあります

が、本会の目的であります、「生徒の体育・文化の向上」に努力したいと思っております。また、次の事業を継続して行うとともに、

併せて皆様のご協力をお願い致します。 

 １．奥尻高校の体育的・文化的施設環境整備の促進 

 ２．部活動の運営及び選手派遣に対する財政的援助 

 ３．その他、体育・文化振興に関する必要な事業 

奥尻高校の部活動は、地理的にあるいは時間的に不利な環境ではありますが、どの部も工夫を凝らし、明るく元気に集中して練

習に取り組んでおります。また、会員の皆様のご協力により、島外での練習試合や大会への参加のほか、今年度は奥尻島内での他

校との合宿や合同練習等も行い、生徒一人一人の自信と誇りにつながっております。部活動に前向きに取り組む姿勢は、学習へも

良い影響を与えているものと思われます。 

また、部活動を通して、身体面や技術面の向上のほか、生徒同士での「コミュニケーション」、限られた時間や環境における練習

への「創意工夫」、練習に取り組む「主体的」な態度等、精神面でも大きく成長しております。仲間と目標を共有し、それに向けて

互いの信頼関係を築き、互いを尊重しながら切磋琢磨していく貴重な経験を重ね、激動の時代をたくましく生き抜く力を身に付け

ているところであります。 

昨今は、財政状況の悪化や補助金のカットなど、厳しい社会情勢の中ではございますが、明日の奥尻を担う子どもたちを島民全

体で育てているという意識を高く持ち、高校との連携協力体制をより強力にし、支援していく必要があると考えております。会員

の皆様方には、今後とも島の唯一の高等学校である奥尻高等学校の後援活動に対しまして、一層のご理解とご協力、変わらぬご支

援をお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちボランティア局は、１年生３人、２年生１０人、３年生２人の計１５人で活動していました。主な活動内容は、花壇・プランター作

成、募金活動、スキー大会補助、ふれあい広場補助などです。また今年は、学校祭で熊本復興支援の一環として“Pray for Kumamoto Project” 

を立ち上げ募金活動を行いました。他学年が交流できる場が少ない学校生活の中で、全学年で協力したり、交流を深めたりしながら、一人ひとり

が積極的に活動することができました。後期では、多くの活動を通し、色々なことにチャレンジし、より良い学校を目指していってください。 

野球部     

春季函館支部予選  対 知内 ０対１０ ６回コールド負け 

夏季函館支部予選  対 八雲高校 １－０ 勝利 

             対 函館ラ・サール高校 ９－０ ７回コールド負け 

秋季函館支部予選  対 函館中部 ０対１３ ５回コールド負け 

バレー部   

函館支部春季バレーボール大会  対 八雲高校 ２ー０ 勝利 

                対 大妻高校 ０ー２ 敗退 

高体連函館支部バレーボール大会 対 松前高校 ２ー０ 勝利 

                対 中部高校 １ー２ 敗退 

全日本バレーボール高等学校選手権大会北海道予選会函館支部予選会  

                対 江差高校 ２－１ 勝利 

              対 遺愛女子 ０－２ 敗退 

函館地区高等学校バレーボール新人戦大会 

                対 長万部  ２－０ 勝利 

                対 函館西  ０－２ 敗退 

 

卓球部  

平成２８年度 高体連函館支部春季卓球大会  

 男子 シングルス  ２回戦敗退   岩藤、小柳、成田、坪谷、三上 

           ３回戦進出    野口、永洞、水野 

        ダブルス     １回戦敗退   岩藤・小柳ペア、坪谷・永洞ペア 

           ２回戦進出   野口・水野ペア、成田・三上ペア 

  女子  シングルス  ２回戦進出   水野、村井 

    ダブルス   １回戦敗退   水野・村井ペア 

 男子 学校対抗戦  １回戦敗退   対 函館水産  １－３ 

 

平成２８年度 高体連函館支部卓球選手権大会  

 男子 シングルス  １回戦敗退   永洞、坪谷 

                     ２回戦敗退   岩藤、小柳、成田、水野 

           ３回戦進出    野口 

        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 

  女子 シングルス  １回戦敗退   水野 

           ２回戦進出   村井 

    ダブルス   ２回戦進出   水野・村井ペア 

 男子 学校対抗戦  １回戦敗退   対 八雲  ０ー３ 

 

平成２８年度 高体連函館支部秋季卓球大会  

  男子 シングルス  １回戦敗退   成田、坪谷、水野 

                     ２回戦進出   永洞 

        ダブルス    １回戦敗退   水野・永洞ペア 

           ２回戦進出   成田・坪谷ペア 

  男子 学校対抗戦  １回戦敗退   対 函館中部  ０ー３ 

 

吹奏楽部 

第６６回函館地区吹奏楽祭   

フランス組曲第２番より「アルマンド」「クーラント」「サラバンド」「ジーグ」 

賽の河原祭り  

「麦の唄」（奥尻吹奏楽団との合同） 

室津祭り       

フランス組曲第２番より   野球応援コレクション Vol.2 より 

第６１回吹奏楽コンクール函館地区大会  

  フランス組曲第２番より 銅賞 

奥尻町総合文化祭  

 「リート」（ソロ） 三原   「ソナタ第１楽章」（ソロ） 邊見 

 「オクラホマミキサー」「糸」「世界に一つだけの花」（奥尻吹奏楽団と合同） 

第３８回北海道管楽器個人コンクール 函館地区大会 

 ソナタより「第１楽章」 邊見歩花 金賞 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

私たちバレー部は、全道出場を目標に日々練習に励んできました。チームが良くなるよう一人一人が意見を出し合いました。人数が少ないか

らこそ仲間の変化にすぐに気付け、指摘やアドバイスをすることが出来ました。辛い練習も多かったですがみんなで助け合い乗り越えることが

出来ました。モチベーションをあげるためみんなで試合を想定し練習に取り組みました。他校のように練習試合ができる機会が少ない私たちに

とって試合を想定して練習することは大切になってきました。 

 そして一人一人がモチベーションを高く持ち高体連に望みました。初戦の松前高校に勝利することができ、決勝トーナメントに進むことがで

きました。２試合目の中部高校との試合では、フルセットまでいきましたが惜しくも負けてしまいました。目標とする全道出場を果たすことが出

来なくとても悔しかったですがどこの高校よりも声がけをし盛り上げて自分たちらしくプレーすることができました。悔しさを忘れず私たちが

果たすことのできなかった全道出場という目標に向かって頑張っていって下さい。応援しています！！ 

 

私たちは全員、全道大会出場を目標に練習していました。男子 8名、女子 2名と例年より男子の人数が多い活動で、春季大会や高体連に向

け、部内では男子団体戦でのレギュラー争いが行われました。男子の競争意識が高まる中へ私たち女子も加わり、緊張感がある中で切磋琢磨

することができました。その中で個人の技術で伸び悩み、目標への意識がバラバラになることがありました。ミーティングの中で、「自分た

ちは何を目標とし、何をしなければならないのか」を確認し合ったことで、部内のまとまりが生まれるようになりました。 

 また、先生方の協力で、中学生との練習試合を行ったり、外部コーチからのご指導をしていただける機会が増えました。そのおかげで他校

との交流が少ない中でも、個人の技術や精神的な課題を見つけることができ、技術はもちろんお互いの心も成長することができました。 

 現在、人数が少なくなり、よりお互いが一人一人を見られるようになったと思うので、全員で協力して、私たちが叶わなかった全道大会出

場を成し遂げてほしいと思います。 

私たち吹奏楽部は、コンクールで金賞を受賞することを目標に練習を進めてきました。 

まず、年度の始めに各イベントで演奏する曲を決め、練習を始めました。これにより、行事で演奏する曲を早めに完成させることができ、コ

ンクール曲の練習に長期間打ち込むことができました。また、札幌交響楽団の方々からレッスンを受けることもできました。そこで、プレイ

ヤーとしての基礎的なことについて、プロの視点から学ぶことができました。本番では全力を尽くしましたが、銅賞という結果で終わりまし

た。悔しい気持ちはありましたが、本気で活動に取り組むことができたため、忘れられないコンクールになりました。 

 私たちは、この活動を通して、事前に準備することの大切さを学ぶことができ、また、演奏方法や楽器の知識をより深めることができまし

た。そして、吹奏楽に対する意識が変わりました。これらは、応援してくださる皆さまの協力があってこそ経験できたことだと思います。本

当にありがとうございました。 


