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スポーツセンシング講演

11 月 19 日（土）
町おこしワークショップの特別版として、慶應義塾
大学大学院システムデザイン・マネージメント研究科
特任講師である橋口寛さんにお越しいただきました。
「センシング」とは、人体の状態をセンサーで計測し、
それを分析することによってトレーニング等をより
効果的にすることができるもので、現在は多くの種目
で取り入れられてきている最先端の技術です。
今年度は「地熱発電」
「デザインに関する講演」等、
慶應義塾大学と連携した取り組みを行ってきていま
す。生徒たちは、普通の高校では味わえない、レベル
の高い取り組みを行っています。

上のポスターは Facebook でもご覧になれます。

町おこしワークショップ 第 10 弾

12 月 6 日（火）・7 日（水）
越森石油電器商会 代表取締役 越森修平氏にお
越しいただき、二日間を通して奥尻の地熱エネルギ
ーについてお話しいただき、皆で地熱の利用法につ
いて考えました。
一日目は地熱の利用法と課題についてお話しい
ただき、「他にどのような利用法があるか？」とい
う課題を与えてくださいました。

二日目には、生徒たちはその課題の解決策をグルー
プで議論し、発表しました。なかでも、地熱を利用し
たキャンプ場を作るアイデアに一同感嘆しました。地
熱によって温められた空間を作りだすことで、冬でも
キャンプができる機会を作ることができ、観光客を呼
び込むことができるのではないかという意見です。
地熱エネルギーに様々な可能性を感じました。
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町おこしワークショップ 第 11 弾

12 月 12 日（月）・14 日（水）

奥尻町役場 橫田 稔氏にお越しいただき、奥尻町の
水産業について、現状と課題をお話しいただきまし
た。今回は「奥尻町で漁師を増やすためにどのような

まなびづけ

取り組みを行ったらよいのか？」「水産業と観光業を

11 月 23 日（水）

組み合わせた町おこしとは？」という課題を挙げてい
ただきました。生徒たちからは、「漁師と一緒に漁を
体験できる職業体験を充実させる」「地元の魚をたく
さん使った料理を提供するレストランを作る」
「週に
一度朝市を作る」など様々な意見が出ました。
次回、町おこしワークショップは奥尻町の医療事情
について考えます。

後期授業公開

11 月 19 日（土）

まなびづけ

11 月 23 日（水）

今回で第三回を迎えた「まなびづけ」
。今回のテー
マは「学ぶってめっちゃおもしろい」。学ぶことをお
もしろいと感じるためには、まず、勉強することを始
めなければ、ということで 16 名の生徒が海洋研修セ
ンターに朝 7 時に集合し、休憩をはさみながら 10
時間、机に向かいました。
また、生徒たちは午後からの本校数学科教員による
「私が数学に魅了された理由」というテーマの講演を
聞き、学ぶことは喜びを感じることなのだとさらに実
感しました。

1 校時から 4 校時を授業公開とし、多くの方に来
校していただきました。ペアワークやグループワー
クを通して、生徒たちが、自分の考えを他者と共有
したり、わからない点を教えあったりする場面や、
50 分の授業を通して自分が何を学んだのか、また、
そこから何を考えるかレポートにしてまとめる場
面が見られました。
お忙しい中ご来校いただいた皆様、ありがとうご
ざいました。
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3 学年 町議会見学

12 月 13 日（火）

３学年の生徒が、奥尻町議会定例会の傍聴に行きま
した。昨年度、政治・経済の授業のなかで、
「地方自
治」や「間接民主制」を学んできましたが、今回は
実際に政治が行われているところを見る貴重な機会
となりました。選挙権年齢が 18 歳に引き下げられ
た今、彼らは主権者として、自覚と責任を持って積
極的に政治に参加する必要があります。
終了後、以下の感想があげられました。
翌日の振り返りでは、以下の感想があげ。
・自分の予想以上に、奥尻では養殖が盛んに行われていることがわかった。私たちのような若い世代が、興
味・関心を持たなければ、第一次産業が発展しないと感じた。
・島外から入学生を募集していることが、より島内に浸透するために、私たち高校生も情報を発信していか
なければならないと感じた。

インターネットに関する講話

12 月 14 日（水）
KDDI 株式会社
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北海道総支社

管理部の浅見洋氏

を講師に迎えて、「インターネットに関する講話」を
実施しました。
携帯電話やパソコンをはじめとした電子機器は便
利な反面、使い方を誤ると、とんでもない罠に引っか
かることもあります。他人になりすましたメールを送
り、相手をだます「なりすましメール」について生徒
たちはその手口と危険性、さらに防止する方法につい
て学びました。

球技大会

12 月 15 日（木）
今年最後の大きな行事である「球
技大会」。今年は「バレーボール」
「ドッジボール」「バドミントン」
「卓球」の 4 種目を行いました。
生徒会執行部や体育委員会を中
心に準備段階から自分たちで作り
上げてきた大会です。当日の運営も
スムーズにできました。
また、生徒たちは勝敗にこだわる
だけではなく、仲間や相手を思いや
りながら全力でプレーしたり応援
することで、集団としての結束力を
深めることができました。
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冬季休業中の行事予定

ひやま Walker

12 月 17 日（土）

12 月 22 日（木）冬季休業開始（１月 16 日まで）
12 月 28 日（水）学校閉鎖（1 月 3 日まで）
1 月 10 日（火）冬期講習（１月 16 日まで）
1 月 15 日（日）公務員模試実教（2 年）

1・２月の行事予定
17

火

実力テスト（１・２年）
身だしなみ検査、定期券販売日

地域の魅力を高校生の目線で発信するという
「ひやま walker」プロジェクトに取り組み、檜山
合同庁舎にて江差高校、上ノ国高校、檜山北高校、
奥尻高校の４校でプロジェクトに関するプレゼン

18

水

午前授業（全学年）

19

木

20

金

21

土

第 3 回英検一次

22

日

総合学力テスト（1 年）
総合学力記述模試（２年）

テーションを行い、高い評価をいただきました。
23

月

24

火

25

水

26

木

27

金

今年度から取り組んできた

28

土

「イングリッシュサロン」も

29

日

17 回開催することができまし

30

月

学年末考査①（３年）

た。延べ 200 名以上の方々に

31

火

学年末考査②（３年）
、予餞会準備

参加していただきました。本当
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水

学年末考査③（３年）
、予餞会

にありがとうございます！！

2

木

家庭学習期間開始（３年）

3

金

進路ガイダンス②（２年）

船の欠航がありましたが、毛利檜山教育局長の
ご配慮により、他校と交流することができました。

イングリッシュサロン

12 月 9 日（金）・16 日（金）

町おこしワークショップ

イングリッシュサロン（青苗）

次回のイングリッシュサロンのお知らせ
時間：１月２７日（金）１９：００～２０：３０
場所：奥尻町役場 青苗支所
はじめての方も大歓迎です。ぜひお待ちしております！

中学校新校舎建設

Facebook ページを開設しています！

足場がはずされ、校舎の外観がよくわかるようになっ

www.facebook.com/Okushiri/

てきました。右の写真は高校と中学校がつながる通路部

高校のホームページもリンクがあります。

分です。少しずつ完成が見えてきました。
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