
平成３０年度「魅力あふれる学校づくり推進事業」 

各学校における事業評価 

＜北学区＞ 

学 校 名 事業名及び事業内容 
自己評価     良好な点：○、課題が残る点：△ 

学校関係者評価  良好な点：○、課題が残る点：△ 

15 村山産業 

[地域の教育資源を活かした魅力ある学校づくり] 

１ 農・工・商が連携した実践活動 

＜村産ブランド商品の開発＞ 

(1) 酒米研究（地元酒造企業との連携） 

・酒米「山酒４号（旧村山農業高校開発）」田植え 

・地元酒造メーカーによる作柄調査 

・酒米の稲刈りと地元酒造会社への引き渡し 

・村産そだち第 2弾純米吟醸酒「花ひかり」完成 

・専用グラス及びボトルプレートの製作 

(2) 特産スイーツ企画・製造 

（花ひかりの酒粕利用） 

・酒粕を使用した「酒カステラ」の考案と製造 

＜太陽光発電によるシステム開発＞ 

(3) 鳥獣駆逐システムの研究製作 

・地域の農家にて実証試験を経ての研究製作 

・研究成果および作品の発表 

２ 教育内容の魅力発信 

(1) 公開講座 

（農業分野 2 ﾃｰﾏ、工業分野 4 ﾃｰﾏ、村山市と連携） 

(2) オープンスクール（中学生対象） 

(3) 研究成果発表会（地域対象） 

○地域の課題を解決するために取組みや多くの地域の方々とのかかわりの中で、学ん

でいることが社会に役立つことを実感させることができた。（酒米ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを通じて

杜氏を目指す生徒が誕生） 

○農・工・商の各分野の実践力が育成され、自らの知 

識・技能をさらに深めようとする意欲が高まった。 

○地域の方々に本校教育内容の特色と魅力を伝えるこ 

とができた。 

○地域と一体となった特色ある取組みにより学校に活気がある。 

○酒米プロジェクトを拡張性を持たせながら継続してほしい。 

○生徒たちのマナーや笑顔がよいと感じるが、これらは事業を経て自信をつけている

現れだと思う。 

○学校のホームページやマスコミを活用した情報発信が充実しており、生徒たちの活

躍ぶりが良く伝わってくる。（年々盛り上がりを感じる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元酒造会社へ 

酒米の引き渡し 



 

学 校 名 事業名及び事業内容 
自己評価     良好な点：○、課題が残る点：△ 

学校関係者評価  良好な点：○、課題が残る点：△ 

17 北村山 

［「千年桜計画」ルネッサンス］ 

１ 東日本大震災復興支援ボランティアの実施 

・東日本大震災の復興支援の意義と現状の理解や

実際のボランティアなど、東日本大震災の復興

に係る学びを展開しながら環境教育、公共性教

育の充実を図った。 

２ 「尾花沢まつり」山車及び花笠パレードへの

参加清掃の取組み並びに、「徳良湖 WINTER JAM」

の企画と運営へ一部参画 

・郷土の伝統行事「尾花沢まつり」に積極的に参

加することにより、郷土への誇りと愛着を持た

せ、地域への貢献を実感させた。 

３ 地元企業の経営者と生徒によるディスカッシ

ョンと交流 

・地元企業の経営者を招聘し、意見交換などの交

流を行うことにより、地元企業が求める人材の

育成を図った。 

１「復興支援ボランティア」について 

○現地のニーズに合致した支援ができたこともあり、生徒の取組みは極めて真摯で、

かつボランティアへ興味・関心が高まり、公共性の涵養につながった。 

△徐々に人手が求められる作業がなくなってきて 

おり、どのような活動がふさわしいかを、生徒に 

対する教育効果と合わせて検討する必要がある。 

２「尾花沢まつり」について 

○花笠踊りパレードと会場清掃に分け、全校生徒・ 

教職員で参加し、地元の活気づくりに大いに 

貢献できた。地域を活性化するにはどのようなこ 

とができるか実感できる良い機会ともなった。 
 
３「地元企業経営者と語る会」について 

○キャリア学習としての効果とともに地域理解学習の効果も高い。身近に優れた技術

や実績を持つ企業があることを知ることによって、地元の良さを見つめ直すことが

できた。 

△卒業生の地元定着を促進するためには、地元産業との連携の効果を、保護者にも広

げる取組みが必要である。 

○人間性を養う上で、大きな役割を果たしている事業である。 

○地域に根ざした諸活動とボランティア活動は、地域での認知度も高く、大いに評価

できる。 

△入選ミス撲滅のため学年末試験の日程を繰り上げたことにより、「徳良湖 WINTER 

JAM」への参加は極少数となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻復興支援ボランティア 



 

学 校 名 事業名及び事業内容 
自己評価     良好な点：○、課題が残る点：△ 

学校関係者評価  良好な点：○、課題が残る点：△ 

18 
新庄北 

定時制 

［郷土を知り、様々な体験を通じて、郷土を愛す

る心をはぐくむ活動］ 

実施に関する活動 

１ 南陽市赤湯地区 紫金園：ぶどう狩り 

２ 南陽市漆山地区 夕鶴の里：民話を聞く、機

織り体験、指導者との交流、施設見学 

（指導者 髙橋大吉館長他） 

３ 南陽市役所ラーメン課Ｒ＆Ｒプロジェクトの

説明 

  講師 鈴木聡ラーメン課長 

（南陽市ホストタウン推進室長） 

４ 南陽市赤湯地区 南陽市のラーメン昼食 

５ 白鷹町深山和紙センター 紙すき体験、和紙

を用いた創作活動、指導者との交流 

（指導者 髙橋惠氏） 

実施後の活動 

６ 「郷土 Yamagataふるさと探究コンテスト」応

募：１次審査落ち 

７ 記録集「新庄北高定時制の学び」の作成・広

報等 

○南陽市「夕鶴の里」の各指導者との交流により、生徒自身が活動への思いと活動継

承への思いを理解する成果と郷土山形を愛する心をはぐくむことができた。（生徒の

紀行文） 

○鈴木南陽市役所ラーメン課長よりプロジェクトの活動や地域活性化の思いを知り、

郷土南陽への熱い思いを生徒は理解できた。（生徒の感想発表） 

○白鷹町「深山和紙センター」の継承者・指導者との交流により、生徒自身が伝統工

芸品に携わる魅力を理解する成果と郷土山形を愛する心

をはぐくむことができた。（生徒の紀行文） 

△「郷土 Yamagataふるさと探究コンテスト」に応募するこ 

とができた。しかし、１次審査落ちの結果であった。 

○探究型学習の生徒リーダーが現地調査を行うことで、実施 

当日の役割を果たし、自己肯定感が増した。 

（生徒からの聞き取り） 

○記録集作成と生徒会誌「あかしや」の「魅力あふれる学校

づくり推進事業」の特別枠の拡充により、本校で実践す 

る「郷土を知り、様々な体験を通じて、郷土を愛する心をはぐくむ活動」の先輩か

ら後輩へ継承の成果と、記録集「新庄北高定時制の学び」の周辺中学校等への発信

によって。中学生への本校定時制への理解の深化が図られた。（学校を見学する中学

生の大幅な増加） 

○南陽市や白鷹町で貴重な体験をし、郷土山形への理解を深めることができて大変良

かった。 

○新鮮な驚きと感動を得る絶好の機会となり郷土愛をはぐくむことや自己肯定感をは

ぐくむことにつながり長く続けてほしい。 

△生徒自身が事前調査学習や事後の振り返りを行うことでより記憶に残る効果的な事

業になると思う。 

 

 

 

 

 

 

関川しな織り体験 

郷土伝統理解学習 

（和紙漉き体験） 



 

 

学 校 名 事業名及び事業内容 
自己評価     良好な点：○、課題が残る点：△ 

学校関係者評価  良好な点：○、課題が残る点：△ 

18 
新庄北 

最上校 

［「最上校ボランティア再構築プロジェクト」～今求め

られているボランティアとは何か～］ 

１ 大船渡・訪問ボランティア 

２ 全校生による学校周辺の清掃活動 

３ 地域行事ボランティア 

（夏まつり、雪まつり等） 

４ 学校祭でのボランティア活動の報告 

５ 除雪ボランティア 

６ 検証活動 

（アンケートの実施、分析、職員研修会での討議） 

○ボランティアを通して、地域住民との触れ合いや、当てにされる事で、自尊感

情・自己有用感が高まった。 

△学校で主催するボランティアには参加するが、任意 

加入のボランティアの参加が減少している。 

○生徒保護者共に、学校評価アンケートでは、昨年度 

に比べ 2ポイントほど評価が上がった。地域住民の 

評価は、昨年度とほぼ同じだが、いずれにせよ高い 

評価を得ている。 

△“やろうとしている事と求められていることの合致“については、年間をとお

してボランティア依頼が多く、対応するのに精いっぱいであった。分析する力

や、計画・実施する能力を高められたとは言い切れない。 

○どのボランティアに対しても、主体的・積極的に取り組み、達成感が得られた。 

○地域のお祭りやイベント等の手伝い、そして町内のクリーン作戦や、町内除雪

ボランティア等の取組みは地域から信頼されている。 

△生徒数が減少しており、全てのボランティア依頼に対応しきれていないのは仕

方がない。 

20 
新庄神室産業 

真室川校 

［「地域を愛し、地域に生きる、地域に愛される」学校

づくり］ 

１ 全校ボランティア（地域の清掃活動）を実施 

２ 婦人会の方の指導による真室川音頭の踊り研修会

を実施 

３ 「地域行事参加日」真室川まつり「踊りパレード」 

に生徒・職員全員が参加 

４ 生徒会役員や１年生の生徒が中学校を訪問し、学校

紹介や高校生活の感想を話し、当校のＰＲを実施 

５ １学年企業・学校見学を実施 

６ ２学年｢２年生対象しごとセミナー｣に参加 

７ １・２年生高齢者宅除雪ボランティアを実施 

○地域の人々との交流及び地域企業への訪問を通して地域理解を深め、地域の一

員であることを自覚し地域貢献の態度が養われた。 

○中学校を訪問し、高校で頑張っている姿を見せるこ

とができ、自信が持てるようになった。 

○コミュニケーション能力の向上が図られた。 

△ソーシャルスキルとして、挨拶等の簡単なコミュニ

ケーションスキルは身につけることができたが、自

分の考えをまとめ、それを述べることがまだ不十分

である。 

○地域の行事に高校生が参加することで地域の活性化に大きく貢献している。 

○ボランティア活動も定着しており、地域のなかで存在感が示され、地域でも当

校を評価している。 

 

除雪ボランティア 

全校ボランティア 



 

 

学 校 名 事業名及び事業内容 
自己評価     良好な点：○、課題が残る点：△ 

学校関係者評価  良好な点：○、課題が残る点：△ 

19 

新庄南 

［新庄南高校 地域貢献プロジェクト］ 

１ 地域との絆を深めるための継続性のある文化

祭を開催する。 

２ 他地域における団体との連携による地域活性

化事業を行う。 

３ 地元団体主催による地域活性化活動へ参加す

る。 

４ 本校主催の地域に 

おける継続性のある 

ボランティア活動を 

企画する。 

○地域との絆を深めることを一つのテーマに、地域に開かれた、生徒による文化祭の

企画及び運営を行うことにより、地域に関心を持ち、地域に貢献しようとする意欲

が向上した。 

○校内の活動にとどまらず、各地域のボランティア団体では、中心となり、リーダー

として活躍する者もおり、地域を良くしようとする意欲を高められた。 

△昨年まで共に地域活性化活動を行っていた特定非営利活動法人 かぎかっこ PROJECT

様の事業縮小に伴い、他地域の高校生と連携しながらの地域活性化活動を継続して

行うことができなかった。 

○今年度の本校文化祭来場者はクラス減の影響もあり 921 人であったが、地域の方々

から「魅力ある学校」と評価していただいている。 

△生徒会活動、ボランティア活動に積極性がみられるが、その活動結果の広報に工夫

が必要である 

○文化祭などで、キャンパス制を結ぶ新庄南本校生と金山校生が交流し合い、良い関

係が築けている。 

新庄南 

金山校 

［地域に学び、地域に貢献し、地域とともに生

きる元気な学校づくり］ 

１ 金山タイム(地域連携学習)及び金山タイムフ

ェスティバルの計画と実践 

２ 認定こども園における中高合同ボランティア

の実践 

３ 独居老人宅おける除雪ボランティアの実践 

４ 地域行事における出張ボランティアの検討と

実践 

○金山タイムでは地域の方々から様々な伝統文化や国際文 

化、地域に根ざした産業を教えていただき、国際社会に 

対する意識と郷土愛を深めることが出来た。 

○ボランティアを通し、地域の人々や子供達との触れ合い

により、地域貢献社会貢献の大切さを学んだ。 

○独居老人宅の除雪ボランティアを通し、地域の現状を理

解し、地域の一員である事を強く認識した。 

○学校の事業と地域の連携は評価できる。 

○ボランティアで活躍している姿を見かける。今後とも長く継続してもらいたい。 

△ボランティアの参加者に偏りがあるのではないか 

 

 

 

 

 

 

地域連携学習 

文化祭（金山校）での 

被災地特産物紹介 



 

 

学 校 名 事業名及び事業内容 
自己評価     良好な点：○、課題が残る点：△ 

学校関係者評価  良好な点：○、課題が残る点：△ 

20 新庄神室産業 

[農工の専門知識を学んだ成果を地域理解貢献に活か

す取組みの推進] 

１ 公開講座 

(1)生物生産科・生物環境科・農業生産部 

対象：新庄最上地区小学生 

内容：食品加工等 

２ 出前授業・演奏（本校の科の特徴を活かした授業や

部活動の成果を披露する演奏を行う。） 

(1) 生物生産科・生物環境科 作物栽培等 

(2) 機械電気科       エネルギー教育等 

(3) 農業生産部・工業技術部 ものづくり体験活動等 

(4) 吹奏楽部・郷土芸能部  出前演奏等 

３ 地域理解貢献事業 

(1) もがみ大産業まつりへの出展 

(2) 研究発表会での研究活動発表 

(3) １００円商店街（新庄市南商店街）ボランティア 

(4) 新庄市内で農作物訪問販売の実習 

(5) 地域農産物フェアへの参加 

(6) 農林大学校「農大祭」への参加 

(7) 地域伝承文化の継承行事参加 

(8) 最上地域の材料を使った食品等の製造開発 

ラズベリー、伝承野菜、べにばな 

(9) 工業団地協議会と協働した地域理解と進路対策 

○様々な場面で生徒が地域と関わることで、これまで生徒が学習で身につけた知

識や技術を活かすことができ、成就感が増し学ぶ意欲が高まり、工夫する力が

身についた。 

○地域の方々とのふれあいや応対が、コミュニケーション能力の向上につながっ

た。 

○本校の学校理解が図られた。 

△ドローンの更なる活用のため法規の十分な理解。 

△事業実施に当たり、担当者が固定しないようにする必要がある。 

○地域の期待を把握し、しっかりと応えることで、

活力ある取組みができた。産業高校としての特徴

が引き出され学校の魅力の高まりにつながった。 

△様々な取組みを検証し、さらに地域の方々に理解

を得る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最上大産業まつり 



 

 

 

学 校 名 事業名及び事業内容 
自己評価     良好な点：○、課題が残る点：△ 

学校関係者評価  良好な点：○、課題が残る点：△ 

東桜学館 

中学校 

［「マイコンパス」（キャリア教育）］ 

１ 「クエストエデュケーション」の全学年導入・実施 

(1) １年：進路探究コース（人物ドキュメンタリー部門） 

(2) ２年：企業探究コース（コーポレートアクセス部門） 

(3)３年：進路探究コース（自分史部門） 

＊いずれも、全国大会出場を目指して切磋琢磨するこ

とで、高いレベルでの探究能力・プレゼンテーショ

ン能力育成の機会となった。 

２ 「いのち」「生き方」に関する講話 

自他の存在のかけがえのなさについての意識を高め

た。 

３ 大学キャンパスツアーでの講演 

学問的な面白さに触れ、今の学習が知の世界に繋がっ

ていることを実感させることができた。 

４ 防災教育のためのグッズ購入 

被災地に学ぶ学習を経て、学びを実際の場に繋ぐ意識

を高めるため、防災意識を地域に広げる取組みを実践

した。 

５ 書道講習 

日本古来の表現を学び、自

分のアイデンティティを体

験的に見つめ直す場を設け

ることができた。 

○クエストカップ全国大会に１学年１チーム、２学年２チーム、３学年 1人がノ

ミネートされ、いずれも優秀賞を獲得した。この入賞数の多さから、「今、最

も勢いのある学校」として認められ、全国大会開会式での選手宣誓を任された。 

○「クエスト」での人物探究により、「継続の重要性」や「偉人たちが最初から

成功したわけではないこと」を知り、学びの基盤づくりに資するものになり、

人生観・職業観の視野の拡大に繋がった。自分史づくりでは、自らの人生を振

り返ることで、自分のリソースを知り、未来のビジョンを描くきっかけとなっ

た。 

○企業探究では、企業のインターンの任命を受け、企業精神に触れながらミッシ

ョンに取り組み、職業観・勤労観の獲得に繋がった。本気になって格闘する姿

が見られ、あるチームは全国大会企業賞の次点であった。悔しがりながらも、

自らの成長を喜ぶ姿があり、今後の学習への意欲にも繋がった。 

○自他の「いのち」のかけがえのなさを知り、被災地で試練を乗り越え生きる人々

の生き方に触れる貴重な機会となった。 

〇「キャンパスツアー」では、アカデミズムの一端に触れ、今の学びの延長線上

にある知的世界に憧れを抱くきっかけづくりができた。 

〇地域の防災意識の向上を目指し、文化祭の場で被災地から学んだことを伝える

学習として地域貢献意識を持つことができた。 

○本格的に専門家から書道の指導を受ける貴重な機会となった。 

○「クエスト」は、子ども達が「実の場」を経験し、本気で学べる貴重な機会と

なっており、都会との経験格差を埋め、全国レベルの教育が受けられる場とし

て機能している。 

○さまざまな講演や経験を通して、自己形成期に「どういう自分であるか」とい

う根源的な問いを発することで、子ども達自身の「知・徳・体」をバランスよ

く耕すキャリア教育プランとなっている。 

 

クエストカップ全国大会 

 


