
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域と連携したキャリア教育についてのアンケート結果 

吉賀高等学校 校長 齋藤雅典 

 

 吉賀高校が東京研修でお世話になっている青山学院大学の樋田大二郎教授は、島根県の離島・中山

間地域の高校魅力化・活性化事業に関心を持っておられます。研究のために何度も島根県を訪問され、

昨年末には魅力化事業対象のうちの７校の２年生を対象とするアンケート調査を実施されました。先

日、吉賀高校に関する分析結果をいただきましたので、一部を紹介します。 

アンケート結果から、『聞き書き』など

のキャリア教育に、生徒たちが意義を感じ

ていることがわかります。しかし、将来、

地域の課題に取り組もうと考える生徒は

期待するほどには育っていません。この傾

向は他の地域でも概ね同様です。また、吉

賀高校に特徴的なことは、楽しさを感じて

地域の活動に参加している生徒が多いと

いうことです。７校全体の調査では、最も

多いのは「自分探しの機会」78.1%で、「楽

しさ」は 15.9%にすぎません。 

 吉賀高校の生徒は町の大人から大切に

されていると感じている生徒が多い（吉賀

88.9％ ７校 70.6%）こと、反面、大人が

叱ってくれると答えた生徒は少ない(吉賀

29.0% ７校 54.2%)ことなど、興味深いこ

とがわかりました。また、キャリア教育が

必ずしも学習時間の増加に結びついてい

ない（「ほとんど勉強しない」吉賀 22.2%）

こともわかりました。 

３月のキャリア教育成果発表会でコメ

ンテーターの先生が、「キャリア教育はイ

ベントに終わってはならず、教科の学習に

つながるものでなくてはならない。」と言

われたことを思い出します。調査結果を今

後の教育活動に生かしたいと考えます。 

 

 

  

 

 

５月１７日（日）にＰＴＡ総会が開催され、多くの保護者の方に参加をしていただきました。 

総会終了後は教頭による説明会があり、「町内唯一の高校であり、将来の吉賀町を支える人材の育成

を担っている。」「地域と連携したキャリア教育によって、地域との関わりの中で生徒が成長していく

学校である。」「小さい学校だからこその多彩な活動が行

われており、生徒の全方向への全力投球と保護者の方の

応援によって成り立っている。」など、吉賀高校の目指

す姿や１年間の動きについての説明がありました。 

進路についても保護者の方からよく出る質問や悩み

に答える形で具体的な説明が行われ、出席した保護者の

方から「とても理解しやすい内容でした。身近に感じら

れる内容などで工夫していただいて、時間があっという

間に過ぎました。」「進路についてなどわからないことが

多いので、参加できてよかったです。」「大変熱意が伝わ

り感動いたしました。」などの感想をいただきました。 

 

 

 

〈サッカー部〉 

リーグ戦２節（VS石見智翠館 4.26） 吉賀 ５ － ０ 石見智翠館 

３節（VS益田翔陽 4.29）    吉賀 ０ － ２ 益田翔陽 

４節（VS益田東 5.2）   吉賀 ０ － ０ 益田東 

1年生も多く出場したが、随所で心の弱さや経験不足が出ていた。総体までにチームとしてまとまり、

成長した姿を多くの人に見せられるように頑張りたい。 

〈ソフトテニス部〉 

【中国予選】４/24(金)～26(日)-浜山運動公園- 

〈個人〉 3回戦進出 兒玉飛鳥・正中ペア 河野・中村蒼来ペア 道面・桑原ペア 藤本・泉ペア 

〈団体〉1回戦 ２－１情報科学   ２回戦 ２－１大田  準々決勝 ０－２安来 

個人戦では、あと１勝で 32 シードが得られるところであり、残念であった。その悔しさを団体戦で

バネにした。初戦で第 4シードの情報科学を逆転して勢いに乗り、ベスト８まで勝ち進んだ。 

【第一回吉賀カップソフトテニス大会】５/３(日) 六日市スポーツ公園 

今年から始まった今大会において、地元のたくさんの企業よりご支援を頂きました。ありがとうござ

います。当日は、あいにくの雨で準々決勝で中止となったが、本校ＯＧ、六日市中学校ＯＧの参加や、

六日市中学校ペアの高校生から勝利など、非常に実りある大会でした。 

ベスト 4・・・兒玉飛鳥・道面あかりペア、藤本・泉ペア、益田翔陽ペア、明誠ペア 

〈陸上部〉 

 5月 3日(土)、4日（日） 第 69回島根陸上競技選手権大会（浜山公園陸上競技場にて） 

  一般高校男子 100ｍ予選 ： （1年 1組）宇和佐 京介 12秒 42 

  一般高校女子 100ｍ予選 ： （2年 1組）新藤 成未  17秒 07 

  一般高校男子 200ｍ予選 ： （3年 2組）井上 雄大  27秒 01 

  女子円盤投 ： （2年 1組）澄川 結菜  24ｍ46 

今季初の大きな大会で出た記録をもとに、今月末に行われる県総体に向け

て、少しでも記録が伸ばせるように頑張りたい。 

Ｐ Ｔ Ａ 総 会 
学校通信 第６２号 （通算 1４８号）  
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サッカー部 キャプテン：小田恭也  

サッカー部は５月３０日に浜田にあるサンビレッジ浜田と

いう会場で一回戦があります。相手は立正大淞南高校で、

全国大会の常連校です。チーム目標はベスト４でしたが、

一回戦の相手が立正大淞南高校なので、チーム目標を「打

倒淞南」に変えました。この目標はベスト４という目標よ

りも難しいと思います。県総体まであまり日にちがありま

せんが、この目標を達成できるように一日一日を大切にし

て頑張っていきたいと思います。厳しい試合になると思い

ますが、応援をよろしくお願いします。 

【顧問コメント】｢良い準備が良い結果を生む。｣対戦相手は、強い相手ですが恐れず怯まず立ち向か

っていきたいと思っています。今年のチームは、全員がよく走り、献身的に戦える所が最大の武器だ

と思っています。1回戦は粘り強く守る時間が多くなると思いますが、観ている人が感動するような

サッカーをしたいと思います。 

女子バレー部 キャプテン：佐伯文恵  

６月４日に県総体があります。場所は大社高校体育館で、

対戦相手は出雲西高校です。女子バレー部はチームを結成

してまだ２ヶ月なのでこれからもっと力をつけていかなけ

ればいけませんが、毎日の練習の成果を出し切って１セッ

トでも多く取り、勝つことを目標にして頑張ってきます。

応援よろしくお願いします。 

【顧問コメント】結成から２か月が経ち、実戦練習を積み

重ねる中でチームは確実に力をつけてきました。県総体で

は勝利を目指し、チャレンジする気持ちを忘れずに、明る

く元気に全力でプレーしてきます。応援よろしくお願いします。 

陸上部 キャプテン：井上雄大  

５月２９日(金)～３１日（日）浜山公園陸上競技場にて行

われる県総体に出場します。種目は、男子 100ｍ、女子 100

ｍ、男子 200ｍ、男子 400ｍ、男子 110ｍH、女子円盤投に出

場します。これまで練習してきた成果を発揮し、少しでも

良い記録が出るように頑張ります。特に 3 年生は最後の大

会なので、悔いが残らないように全力を出し切ります。 

どの種目も決勝まで残る気迫で挑んできますので、応援よ

ろしくお願いします。 

【顧問コメント】４月から１年生が５名入部し、人数も増えました。なかなか種目別の練習ができま

せんが、本番では個々の持てる力を思う存分発揮し、少しでも記録を伸ばし、部員の記憶に残る大会

としてきます。応援よろしくお願いします。 

ソフトテニス部 キャプテン：兒玉飛鳥  

ソフトテニス部は６月４日～６日に出雲の浜山運動公園

で開催される県総体に出場します。個人戦の初戦の相手は、

兒玉飛・正中ペアは出雲商業高校、河野・中村ペアは矢上

高校、宗内・兒玉桃ペアは三刀屋高校、森崎・長峯ペアは

出雲農林高校、藤本・泉ペアは平田高校、道面・桑原ペア

は大田高校と明誠高校の勝者、秋山・中村ペアは隠岐島前

高校で、団体戦は明誠高校と初戦を戦います。個人はベス

ト１６、団体はベスト４を目指し、そして中国大会に出場

できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。 

【顧問コメント】団体は第８シードでありますが、初戦から厳しい試合が予想されます。守りに入ら

ず強気で攻めに徹するよう更なる準備をしていきたいと考えます。応援よろしくお願いします。 

 

 

 

【吉賀高校地域クラブとは】 

地域クラブは全校生徒で構成されており、現在３年生８名、２年生７

名がリーダーとして活動しています。地域クラブの目的はボランティア

によって地域に貢献することで、リーダーがボランティア参加への具体

的な計画を立て、全校生徒に参加を呼びかけています。今年度も、吉賀

町で行われる様々なイベントのお手伝い、よしかランチの開発研修、「忘

れない３．１１」など、年間を通して様々な活動を行っていきます。ま

た、新たな活動として、松江市で開催される町村フェスティバルへのリ

ーダーの参加も計画しています。吉賀町の魅力を再発見し、吉賀高校の

活動を努力を惜しまず応援してくださっている方々に恩返しができるよ

うな活動をしていきたいと思っています。 

【よしか・夢・花マラソン】 

４月２６日（日）に開催された「よしか・夢・花・マラソン」の大会運営をお手伝いしました。選

手への案内やチップの回収、記念撮影の手伝い、ロードに出ての選手の応援などを行いました。最後

の見送りの時に、選手の方々がお礼を言いながら笑顔で帰って行って下さり、とてもすがすがしい気

持ちになりました。 

 

島 根 県 総 合 体 育 大 会 体 壮 行 式 

５月１８日(月)に総体壮行式が行われ、各部活動のキャプテンが意気込みを語ってくれました。

どの部活動も総体での勝利を目指して日々練習に励んでいます。活動を支えてくださっている保

護者の方々や、吉賀高校を応援してくださっているの地域の皆様への恩返しができるように、「吉

賀高校」の名前を背負って全力で闘ってきてほしいと思います。 

地 域 ク ラ ブ 

中高一貫教育だより  -吉賀地域中高一貫教育事務局(島根県立吉賀高等学校内)                     -

 ５月８日（金）に中高一貫教育合同職員会議が行われ、今年度の活動の内容と予定が話し合われま

した。今年度の主な活動の予定をお知らせします。 

【今年度の主な活動】  

○中高での授業交流（全教科）年間を通して行う。○中高でのＴＴ授業（数・英・国）毎月１～2回 

○吉賀高校一日体験入学 6月 16日（火） ○よしか塾 8月 4日（火）～6日（木） 

○よしか祭 9月 4日（金）～6日（日） ○中高合同ロードレース大会１１月 4日（水） 

○学年別合同柔道 12月～1月 ○科学実験教室 12月上旬（小学生向け） 

今年度も有意義な活動になりますように保護者・地域の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

中高一貫教育コーディネーター 春日亮二 


