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令和元年度「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 事業名及び事業実施内容 
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)酒米の研究 

（地元酒造企業との連携） 

(2)特産スイーツの企画・製造 

（酒粕利用） 

＜太陽光発電によるシステム開発＞ 

(1)鳥獣駆逐システムの研究製作 

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（中学生を対象） 

(3)学習成果発表会（地域対象） 

３ 外部講師招聘事業 

(1)技術指導 

 

〇地域との関わりが深まり、学習内容が社会に役立つことを実感することができた。 

〇農・工・商の各分野の実践力が育成され、さらに興味・関心が高まり、知識・技能を

深めようとする意欲が高まった。 

〇地域の方々に本校教育内容の魅力を伝えることができた。 

〇特色ある取り組みが充実しており、活気が感じられる。 

〇農・工・商の特色を生かし、地域へ幅広く関わっている。 

〇マスコミを活用した情報発信が充実しており、生徒の活躍がよく伝わっている。 

△様々な課題解決に取り組んでいるが、さらに踏み込んだ研究を重ね、より実践的な充

実した研究内容にしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒米の研究（仕込み実習） 公開講座 

（金属を溶かしてメダルを作ろう） 
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学 校 名 事業名及び事業実施内容 
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：△ 

16 
東桜学館

中学校 

［地域・グローバルリーダー育成プログラム］ 

 

１ イングリッシュアクティビティ 

(1)9月に中 3で、東北大学の留学生 18名と共に、

英語を活用する場を設定。生徒実行委員の企

画・運営により、英語を使ったゲームや天童市

内をグループ毎に英語で散策するなどに取り組

んだ。 

(2)3 月に中２で、海外研修 1 年前の企画として、

準備を進めていたが、新型コロナウイルスの影

響により中止。 

２ キャンパスチャレンジ 

(1)6 月に中 3 で、文理選択制のワークショップを

実施。 

(2)11月に中 2で、文系領域のワークショップを実

施。 

(3)3 月に中 1 で、理系領域のワークショップを予

定していたが、新型コロナウイルスの影響によ

り中止。 

３ リーダーシップ研修 

(1)5月に中 3対象で、「アチーバス」を実施し、相

手の立場に立ったリーダーシップについて経験

的に学んだ。 

(2)8月に中 3対象で、「社会に求められるコンピテ

ンシー」についてワークショップを実施。 

(3)3 月に全学年対象の「リーダーシップ研修会」

を予定していたが、新型コロナウイルスの影響

で中止。 

○コンピテンシー調査により、協働力 3.36（3.22）、統率力 2.83（2.71）、課

題発見力 3.00（2.69）、実践力 2.85（2.77）という結果を得た。（河合塾

PROG-H・（ ）内は高校全国平均） 

○中 3の共創力・行動力について、現高１生と比較して特徴が見られた。（コ

ンピテンシー調査「CYUFU‐COMPASS」） 

△中 3の海外研修旅行中に 1・2年の行事を企画していたが、今回のコロナウ

イルスの影響で準備したことが実施できなかった。 

△できるだけ客観的な指標を創り、検討材料としていきたいと考えたが、適

切なアセスメントの選定が難しかった。 

○生徒が主体的に企画・運営に携わることで、より意欲的な学習集団化が進

み、かつ、自己肯定感を感じさせる場が生まれた。 

○大学や先端学問への理解や興味関心が進んだ。 

○自らの有するリーダー性を見直し、個性に合ったリーダーシップの発揮を

意識するようになった。 

△コロナウイルスの影響により、予定されたプログラムが全て実施できなか

った。 

 

 

 

 

 

 

イングリッシュアクティビティ 
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学 校 名 事業名及び事業実施内容 
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。 

(1)東日本大震災復興支援ボランティア 

の実施 

２ 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

りと愛着を持ち、地域貢献への寄与を実

感した。 

(1)「尾花沢まつり」山車及び花笠パレ

ードへの参加 

(2)「徳良湖 WINTER JAM」は雪不足によ

り中止となった。 

３ 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)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 

○復興途上にある現状を肌で感じ、被災された方との交流を通して命の大切さやボラン

ティア意欲の高揚につながった。 

○花笠踊りパレードと会場清掃に全生徒・全職員で参加し、地域の活性化のためにどの

ようなことができるかを実感した。 

○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、キャリア学習と

しての効果とともに地域理解学習としての効果もあり、地元定着の意識づけに効果が

あったと思われる。 

△東日本大震災の復興ボランティアのニーズがなくなってきており、生徒への教育効果

も考え、その他の災害復興のためにできることを検討する必要がある。 

○心の豊かさ、達成感、被災者の痛みを感じるなど、人間性を醸成するうえで、大きな

役割を果たしている事業であると評価できる。 

○ボランティアを学校の柱としてことは敬服に値する。 

○地域に根差した諸活動と各種ボランティア活動は、地域の認知度も高く、大いに評価

できる。 

△雪不足のため大石田雪まつ

りが中止となったことは残

念だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災復興支援ボランティア 
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学 校 名 事業名及び事業実施内容 
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］ 

 
１ 朝日町（西部公民館） 

  〈ハチ蜜の森キャンドル〉 

(1)安藤竜二氏による「蜂に関する講話」

と「蜜蝋のキャンドル」制作体験 

２ 天童市（市民プラザ） 

(1)庄司麻由美氏による、「将棋を通じた

地域活性化の取り組みの講話」と

「書き駒」制作体験 

(2)大山るり子氏による「紅花の歴史と

未来の講話」と「紅花染め」体験 

３ 尾花沢市名木沢 

(1)「田んぼアート」の見学 

〇今回取り上げた体験や講話は、ほとんどの生徒にとって初めての学習であった。各指

導者の対応により郷土山形の魅力を感じることができ、生徒たちの高い評価につなが

った。 

△本校のこのような活動を情報発信する点や、地域課題解決に参画する点についてもう

一歩踏み込んだ活動を試みたいが、経費や時間の制約もあり課題であると考えている。 

〇記録集からは、多くの体験をして感動している生徒の姿が伝わってきた。今後も見る、

知る、体験することを楽しみながら学習してほしい。 

△山形の魅力に感動した生徒が、自ら発信・発表する機会を是非作っていただきたい。 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蜜蝋のキャンドル作り 紅花染め 
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学 校 名 事業名及び事業実施内容 
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 

［地域リーダー活動訓練プログラム］ 

 
地域活性化イベント実現に向けた、生徒

による地域住民及び関係団体等との主体

的な連絡調整.協働体験 

１ 農作業体験会① 

「ﾄｳﾓﾛｺｼ収穫.枝豆間引き.蕎麦植栽」 

(1)作付け地耕作 

(2)講師等打合せ 

(3)参加者募集 

２ 農作業体験会② 

「枝豆収穫.蕎麦刈取り見学」 

(1)講師等打合せ 

(2)参加者募集 

３ 農作業体験会③ 

「蕎麦打ち」 

(1)参加者募集 

(2)蕎麦打ち練習 

○地域貢献活動の楽しさを実感することができた。 

○参加生徒の自己肯定感と有用感が顕著に高まった。 

○若者への地域の期待を体感でき、貢献意欲が向上した。 

△単発で終わることなく、継続して主体性を培う必要がある。 

○失敗リスクの高い農作物を主題とした、挑戦的姿勢が素晴らしい。 

○異世代交流の機会になっており、地域の期待に沿った事業である。 

○運営懇談会での成果発表は大変素晴らしく、PRにも有益だった。 
△一層多くの生徒が地域活動に取り組める機会を作って欲しい。 

19 
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 地域行事における出張ボランティア

の検討と実践 

（町の芸術文化団体発表会のスタッフ等

を実施） 

 

 

 

 

○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。 

○ボランティア活動を通し、地域の人々と触れ合う中で、地域貢献社会貢献の大切さを

学んだ。 

○学校の事業と地域の連携は評価できる。 

○地域について理解が深まることで、愛着が生まれると 

思われる。 

△ボランティアへの参加者が一部の生徒にとどまってい

る。 

 

 

農作業体験会①（作付け地耕作） 農作業体験会③（蕎麦打ち） 

金山タイム「木工細工」 
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学 校 名 事業名及び事業実施内容 
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 出前授業・演奏（小中学校へ出向き本

校の科の特徴を活かした授業を行う。） 

(1)生物生産科・生物環境科 

・新庄最上地区小学校  

… 地域の栽培の現状と課題 

(2)吹奏楽部   

・地区内施設 … 出前演奏等 

２ 地域理解貢献事業 

(1)最上産業まつりへの参加 

  ・ＰＲ活動、出展等 

(2)農林大学校「農大祭」への参加 

・ＰＲ活動、加工品販売等 

(3)研究発表会での研究発表活動 

・地元企業や行政機関等を招いた 

研究発表会 

(4)最上地域企業ガイダンス 

・地域企業・行政機関等と協働した 

地域の産業と企業の理解 

 

〇生徒が地域の学校や様々な団体と直接関わることで、生徒がこれまで学んで身に着け

た知識や技術を活かすとともに、身に着けた知識・技術の有用性や意義について認識

を深めることができた。 

〇地域の様々な人と関わることで、生徒のコミュニケーションやプレゼンテーションの

能力を上げることできた。 

〇本校に対する地域からの理解が深まった。 

△中学校への出前授業がなかったので、中学校への広報が必要である。 

〇地域の課題や本校への期待を把握した上で、本校の特色を活かした活動をすることが

できた。 

〇産業高校の特徴を引き出し、学校の魅力を高めることができた。 

△様々な取組みを検証して、本校に対する地域の理解や連携をさらに深める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出前授業 最上企業ガイダンス 
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学 校 名 事業名及び事業実施内容 
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 

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］ 

 
５・10月 全校ボランティア 

（地域の清掃活動） 

７月  婦人会の方の指導による真室川

音頭の踊り研修会 

８月  「地域行事参加日」として真室川

まつり「踊りパレード」に生徒・

職員全員が参加（８０名） 

８月  生徒会役員と１年生生徒による

地元中学校の訪問（学校紹介・高

校生活の感想・本校のＰＲ） 

 

＜清掃ボランティア＞ 

○清掃ボランティアを通して、地域の方々と挨拶を交わすことで交流を深められた。 

○自ら地域の環境美化に努める態度が養われ、ソーシャルスキルの向上が図られた。 

＜真室川まつり踊りパレード＞ 

○「地域を愛し 地域に生きる」のスローガンの旗を掲げ、全校で踊りパレードに参加す

ることで、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。 

○踊りパレードを通して、地域の方からの熱い声援に対して手を振ったり笑顔で答える

など、地域住民との関わりが深まった。 

○卒業生や真室川町出身の本校（神室産業高校）生徒、職員も全員参加することで一体

感が生まれ、まつりを盛り上げようとする気持ちが高まった。 

＜生徒会等中学校訪問＞ 

○中学校を訪問し、高校生の活躍の場を伝えることができ、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。 

＜全体を通して＞ 

△ソーシャルスキルとして、挨拶等の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、自分の考えや意見をまとめ、それを相手に伝える力の強化を図りたい。 

△小雪のため除雪ボランティアが中止になかったのは残念であった。 

○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、地域の中で存在感が示され、地域でも当校を評価

している。 

 

 

 

真室川まつり踊りパレード 


