
 

 

 

●生徒の感想  

「奥出雲学を通して、真剣に進路を考えるきっかけができた。進路を決

めるうえで、自分の思いがきちんとはいっていないといけないと思っ

た」 

「自分が目指している職業の話を聞くことができて、どういう進路を進

めばいいのか、直接聞くことが出来て良かった」 

「奥出雲で働く人が本気で仕事をやっていることもわかったし、奥出雲

をより良くするために日々働いておられることがわかった。」 

「こんなに人と触れ合う授業だと思ってなかった。仕事をするというこ

とは、すごく難しくて大変で、やりがいのあるものだとわかった。」 

「島根から出てもまた島根に戻ってきて奥出雲の役に立ちたいと思っ

た。」 

「仕事をして他人と関わっていくというのは、遠い未来のように思えて

いたけど、身近なことで真剣に考えていかないといけないと思った。」 

「今やっていることを無駄だと思わず、いつか必要になってくるものと

して、一生懸命取り組もうと思った。」 

「自分の進路を考えるきっかけは、日々の日常の中にあると思った。」 

「今までの発表では台本通りに読んでいたけれど、今回は臨機応変に

内容も少し変えて台本も見ずに聞き手の目を見て話ができて良かっ

た。」 

「ポスターにしたり、発表の仕方を考えていくうえで、話し合う力や人に

話す力が前よりもついているなと発表を通して感じました。改めて、人

に伝える難しさも感じたけれど、人に伝わりやすい話し方を考えて、これ

からも生活していきたいです。」 

 

奥出雲町内の事業所さま、町外からも行政・教育関係者や大学生など、４０名をこえる方々

にお越し頂きました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

↑成果発表に向けての練習の様子。一人ひとりが発表できるよう練習をしました。 

チームでコミュニケーションをとりながら目的に向かって取り組むことの大切さも奥出

雲学を通して学びました。 
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仁多郡奥出雲町稲原 2178-1  

TEL: (0854)52 -1511  

１月２７日（水）、１年生の「総合的な学習の時間」における「奥出雲学」の成果発表会を実施しまし

た。 「奥出雲学」は、奥出雲で生きる人々の職業観や地域資源、生き方を学び、今後の進路選択

や高校生活に活かすことを目的とした取り組みです。発表はポスターセッション形式で行いまし

た。パネルに貼られた各チームの発表資料の前で、発表・質疑応答しました。

 

〇取材先一覧  

吾妻そば   

山陰合同銀行横田支店  

大塚ファーム   

JA 雲南仁多支店  

奥出雲町商工会  

JA 雲南横田支店  

奥出雲町情報通信協会   

しまね信用金庫仁多支店  

奥出雲町役場（水道課）  

有限会社トム  

雲州そろばん協業組合  

簸上清酒合名会社  

有限会社咲楽  

Bistro  Sora  

株式会社佐藤工務所  

有限会社森田醤油  

山陰合同銀行三成支店   

湯川文教店  

ユーユー  

 

企画運営にあたっては、  

奥出雲商工会様に  

ご協力いただきました。  

感謝申し上げます。  

 

  

●今後に向けて 

今回の取材先では「仕事内容」「商品」「仕事のやりがいや魅力」などについてインタビューをしました。

来賓の高校魅力化特命官の岩本悠さんからの講評では、さらにレベルをあげていくために、ひとつの仕事

の内容だけでなく、その業界が抱える課題や奥出雲町の現状や課題についても理解を深めていくことも

大切だ、とアドバイスがありました。例えば、少子高齢化のなかでサービス業はどのような影響を受けてい

るか、奥出雲町の醤油やお酒が他県のものと比較して何が魅力で、どういう戦略をとっているか（商品の

強みや弱みの分析）など、多角的な視点で物事をみることをして欲しいと思います。 

来年はだんだんカンパニーもあります。さらに成長していきましょう！ 



 

 

 

 

検　定　名 取得級 受検者数 取得者数 取得率

第１３０回
珠算・電卓実務検定

第５４回
ビジネス文書実務検定

第８０回
簿記実務検定

１級

２級

３級

４名 ４名 100.00%

４名 ４名 100.00%

０名 ０名 受検者なし

２級

３級 １６名

第５３回
情報処理検定

第１３１回
珠算・電卓実務検定

第５５回
ビジネス文書実務検定

平成２７年
　６月２１日（日）

平成２７年
　７月５日（日）

平成２７年
　６月２８日（日）

平成２７年
　９月２７日（日）

平成２７年
　１１月８日（日）

平成２７年
　１１月２２日（日）

９名 56.25%

４３名 ２５名 58.14%

２級 ９名 ３名 33.33%

３級 ９名 ２名 22.22%

２級 ３名 ０名 0.00%

３級 １名 ０名 0.00%

２級 １２名 ４名 33.33%

３級 ３５名 ２１名 60.00%

２級 ２０名 １３名 65.00%

３級 １５名 ３名 20.00%

２名 100.00%

３級 ４５名 ３３名 73.33%

平成２８年
　１月２４日（日）

第８１回
簿記実務検定

２級 ６名 ０名 0.00%

３級 ０名 ０名 受検者なし

平成２７年度　商業科目履修による各種検定結果

平成２８年
　１月３１日（日）

第５４回
情報処理検定

未受検

受検者なし

70.00%

28.57%

58.33%

8.69%

23.73%

19.20%

19.20%

88.20%

78.00%

取得率

受検者なし

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

平成２６年度

↓

２級 ２名

                                                                      

２月の行事予定 

・２月 １８日～２３日  学年末試験  

・２月２９日  卒業式予行・稲陵会入会式  

・３月 １日   卒業式  

・３月８日   高校入試  

・３月９日   球技大会  

・３月 １５日  ２年総合コース進路ガイダンス 

・３月 １７日  １年進路ガイダンス 

 

ホッケー部  

第 36 回中国・四国・九州高等学校新人ホッケー大会  

【男子】  

予選リーグ   横田  ８―０  郡山Ａ（奈良）  

       横田  ４―２  岡山選抜（岡山）  

       横田  ８－０  川薩清修館（鹿児島） 

       横田１２－０  玄界（福岡）  

準々決勝    横田  ６－０  小国（熊本）  

準決勝     横田  ６－１  山陽（広島）  

決勝      横田  ５－０  岡山選抜（岡山）  

※３年連続１８度目の優勝！  

【女子】  

予選リーグ   横田  ４―０  紀央館（和歌山）  

       横田  ８―０  愛媛Ａ（愛媛）  

       横田  ３－１  小国（熊本）  

       横田１１－０  伊万里（佐賀）  

       横田  ７－０  武岡台（鹿児島）  

準決勝     横田  ７－０  玄界（福岡）  

決勝      横田  ５－０  西京（山口）  

※４年連続２５度目の優勝！  

バレーボール部  

島根県高等学校新人バレーボール選手権大会  

【男子】  

     横田０―２松江北  

     横田０―２松江工業  

  予選リーグ敗退  

【女子】  

     横田１―２島根中央  

     横田０―２矢上  

  予選リーグ敗退  

スキー  

島根県高等学校総合体育大会スキー競技  

アルペン  ４位  石原秀真  

団体総合３位  

 今年度も商業検定試験を２・３年生対象に行ってきました。商業検定の結果を作年度の結果と比較

すると、多くの検定で取得率を伸ばすことができています。特に、１月３１日に実施した情報処理検定の

３級では、昨年度は２３．７３％でしたが、今年度は７３．３３％と大幅に伸びています。この成果は、先輩か

らのアドバイスや普段からの生徒の頑張りによるものだと思います。今後も資格取得を目指して頑張

りましょう。 

北本雅己教諭が１０月３０日に東

京都内で開幕した国内最大規模の

公募展「改組新第２回日展」の洋画

部門で、最高賞に次ぐ日展会員賞に

選ばれました。日展によると、日本

画を含む全５部門を通じて島根県

在住、出身者の同賞受賞は初めてと

のことです。  

恩田賢二教諭が「平成２７年度文部科学

大臣優秀教職員表彰」を受賞しました。

恩田教諭はホッケー部監督として熱心

に指導に取り組み、平成１９年の２冠、

平成２０年の高校３冠に導くなど、ホッ

ケー競技や島根県のスポーツの発展に

尽力されています。  


