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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 
＜南学区＞ 

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：△ 

22 米沢東 

［未来を拓く主体的な学び 

「米東ｉ-Ｓｅｅ プロジェクト」の推進］ 

 
１ 地域の経済的分野や文化的分野で主

導的な役割を担っている方を米東人材

バンクとして登録させてただだき、ご指

導とご協力を得ながら、地域との連携を

深めて、課題探究学習を行った。課題探

究学習は、１年次から３年次の全生徒が

スパイラル的に取り組むことができる

よう、実施した。 

２ 東北芸術工科大学と連携して、１・２

年次生２５名が米沢市周辺のフィール

ドワークを実施した。 

○人材バンク登録の協力者のご協力とご指導が効果を発揮し、地域との連携を深めて、

課題探究学習を実施することができた。 

○生徒の地域への関心が高まり、中には自主的に地域づくり・地域活性化の活動に取り

組む生徒も現れた。 

○自主性と創造性を発揮して学ぶ経験を豊かに積み、その中で思考力・判断力・表現力

等を向上させることができた。 

△「調べ学習」の域を脱して「探究」が深まるようになりつつあるが、まだ明確な成果

を得るに至っていない。 

△理系の課題探究学習について、地域での協力者を得ることができていない。 

○教科の枠を越えて、自らテーマを設定し、課題

解決に向けて考える学習は、いまの時代に必要

な学習であり、今後も進めてほしい。 

○地域に関心を持つきっかけとなっており、将来

的に地元に残ろうとする気持ちを育てる活動に

もなっている。 

△「仮説を立てる→検証する」というプロセスが

よりしっかりと行われると、学びがいっそう深

まるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題研究Ⅰ地歴公民ゼミ 
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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：△ 

23 米沢工業 

［地域と連携した先進的なものづくり］ 
 

１ スマートグリッドシステム改良及び活用 

(1)山大有機エレクトロニクスイノベーションセンタ

ー長、副センター長よりアドバイス及び協力確認。 

(2)電気自動車改良及び自動運転実験車の開発。 

(3)福井大学客員教授（ﾏｲｸﾛ･ﾋﾞｰｸﾙ･ﾗﾎﾞ㈱）代表取締

役）松尾博氏より生徒に講演を受け、その後ＥＶ

の技術指導を受けた。 

２ 生徒への新時代のエネルギー教育の実践 

(1)課題研究で米工版スマートグリッドシステムの実

践を学習し、エネルギーの自給自足を学んだ。 

(2)㈱ＢＩＨ（ﾊﾞｯﾃﾘｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾊﾌﾞ）において、担当教

員がリチウムイオン電池の製作を学んだ。来年度

本校生徒にも体験させる予定。 

〇課題研究での探究的な学習や、大学や企業の方の協力で、生徒達のエネ

ルギーの自給自足システムやEVの改良についての今後の展望が見えてき

た。 

△山形大学ｘＥＶ飯豊研究センターとの連係も視野に入れていたが、セン

ターの存続問題で進めることができなかった。 

〇全校課題研究における発表。 

〇工業高校としての先進的な取り組み。 

△全生徒に対しての取り組み。 

 

 

 

 

 

 

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：△ 

24 米沢商業 

［社会に貢献するビジネス人材の育成］ 

 
１ 米商物産館の開催と事前事後の実践

的学習活動 

(1)米商物産館の実施計画および開催

準備 

(2)米商物産館の開催および評価 

２ 商品の企画・開発・販売による流通の

体験的学習活動 

(1)アイデア商品の企画・開発（協力事

業所との連携） 

(2)各商品の販売および評価 

３ 学習活動の報告書作成および発表会

の実施 

○消費者の動向や新聞折込みチラシによる効果などを考えながら、商品の品揃えについ

て検討することができた。 

○商品開発では地域の特産や魅力を学ぶ機会となった。また会計的な視点を持って、製

造原価や経費等についても考えることができた。 

△新聞折込みチラシの効果について検証できるようにする。 

△商品知識が乏しく、商品の特徴を伝えることが出来なかった。 

○米商のＰＲ、地域のＰＲとなる良い取り組みである。 

○地元の事業所と連携することは、地域を学ぶこととな  

ってよい。 

△商品のプレゼンも行えば、商品及び広報の学習になる

ではないか。 

△チラシよりもＳＮＳの方が良い効果を上げられるので

ないか。 

 

 米商物産館での販売 

電気自動車指導 



- 3 - 

 

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：△ 

25 置賜農業 

［外部認証を活用した 

農業の６次産業化を担う人材の育成］ 
 

１ 外部認証に係わる事業 

(1)GAP(JGAP)指導者養成講習会への参

加 (山形県農政企画課 主催) 

(2)県版 GAP に準拠した栽培管理の取組

み（稲作部門：米） 

(3)花き栽培 MPS認証への取組み 

（草花部門：ダリア） 

２ 六次産業化に係わる事業  

(1)加工品の商品開発 

(2)町内や東京（大丸）での販売会 

(3)食品表示法に係わる講習会への参加

（チーズ加工） 

(4)食品衛生責任者養成講習会への参加

（漬物商品開発） 

 

 

①農業分野における生産管理の重要性を理解する。 

○職員２名がＪＧＡＰ指導員の資格を取得し、作物部門で山形県版ＧＡＰ認証に取り組ん

だ。また、草花部門において花き管理品質認証ＭＥＰの認証について審査を残すのみと

なった。（審査は３月を予定） 

△県版ＧＡＰ認証については外壁の穴の施設修繕を残すのみとなり、目途がついている。 

②農産物を加工して販売するという流れに対して興味を持つ。 

○商品開発について、本校産の生乳で加工されたチーズが川西町内入浴施設「まどか」の

レストランで材料として利用されている。 

○東京大丸百貨店の販売イベント「全国農業高校収穫祭」において、販売方法の工夫と顧

客データの収集や分析活動によりお客様賞を受賞した。 

③どのような加工品が売れるのか考える力がつく。 

○生徒が栽培した周年栽培ダリアを、大田市場に生徒が自ら持ち込み、輸出用に再パック

を行い北京へ輸出するなど、流通の学習ができた。 

④学びの成果として地域に役立つ喜びを実感できる。 

○商品開発に取り組んだ生徒の自己評価は、Ａ～Ｄの四段階でほとんどの生徒がＡ・Ｂ評

価で、満足度が高い授業を展開できている。 

○農業科目を学ぶ生徒の授業評価では、「興味・関心を持って取り組んだ」の設問に 98％

が当てはまる、反省項目では 90％が「真剣に取り組んだ」と振り返っている。 

○食品だけでなく町の特産品ダリア栽培に関わり、ダリアの技術を地元農家へ普及するこ

とができた。 

△県版ＧＡＰなど外部認証に係る周囲の期待は非常に大きい。しかし、審査指導員からの

指導の結果、施設の改修・修繕が必要な箇所があり、施設面の課題が解決できず取り組

みの予定が遅れている。 

○外部認証の取り組みは学校評議員や地元農家からの関心も高く、ぜひ学習の一環として継

続的に取り組んで欲しいという要望もある。 

○町内物産販売施設や各種イベントにも積極的に参加しており、「町の活性化に欠かせない」

という言葉をいただいた。 

○予算の都合上準備できない農業機械などは、地元企業の協力を得ながらこの事業を推進す

ることができた。 

○発表会や研究集録の発行などにより、学習成果を学校全体で共有できている。 

 

 

 

 

無菌操作（ダリア無菌苗作出） 
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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：△ 

26 南 陽 

［南陽Ｈ．Ｓ．地域と共に歩む！］ 
 

１ 部活動や生徒会を中心として地域の

文化的行事に参加し、交流を図る。 

(1)万燈神輿渡御 

(2)赤湯温泉ふるさと祭り 

(3)南陽菊祭り 

(4)フラワー長井線まつり 

２ 小中学生や保護者を招いて体験教室

を開催する。 

(1)宮内小学校交流会 

(2)ライフル射撃教室 

(3)ソフトボール教室 

(4)プログラミング教室 

(5)南陽高校杯・バスケットボールクリ

ニック 

３ 周辺施設を訪問して出前活動を行う。 

(1)小学校夏休み学習会 

(2)学童保育交流 

(3)小学校歌声委員会指導 

〇地域の伝統行事等に参加することによる地域理解・地域貢献。 

〇地域における学校の果たす役割など課題解決する力の育成。 

〇小中連携事業等におけるコミュニケーション力と自己肯定感の向上。 

〇ボランティア活動等の企画会議に参画することによる主体的に関わる態度の醸成。 

〇学習成果を還元する学びの深化。 

△開催時期と対象校拡充の調整（地域や学校行事と高校側のスケジュール） 

〇地域との世代間交流を通した地域貢献と、存在意義を実感できる人間的成長。 

〇地域を元気にする学校としての地域住民や子供たちの本校理解。 

△校内外への情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万燈神輿渡御 プログラミング教室 
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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：△ 

27 高 畠 

［地域の課題解決、魅力発信プロジェクト］ 
 

１ 地域ボランティアの実践（生徒会、授

業、部活動等での奉仕活動、地域の祭り

への参加等） 

２ 地域とともに学ぶ活動（町内の酪農施

設見学・搾乳体験、有識者による講演） 

３ 地域の魅力発信に資する活動（町イベ

ント来場者への手作りティッシュケー

ス製作、寄贈） 

４ 幼稚園、保育園、小・中学校、大学等

との交流及び出前講座の実施 

（総合学科の強みを生かした、生徒・教員

による出前授業、交流活動等） 

○各学年ともに、生徒の評価が上がっており、期待される成果が得られたと思われる。

（３年次生：3.0→3.3、２年次生：3.0→3.1、１年次生：3.2） 

○地域の夏祭りへの参加やボランティア活動が、生徒自身の地域貢献を実感する場にな

っている。同時に本校の魅力発信に繋がっている。 

○幼稚園や保育園への出前講座、小学校との交流活動による達成感が生徒の自信に繋が

っており、生徒の成長が見られる。 

△特定の活動に留まっており、全体の活動となるよう検討が必要である。 

○本校の地域行事やボランティア活動を肯定的に評価

している生徒が 87％、保護者が 80％である。 

○町内の様々な団体から本校と連携したいという要望   

が出てきている。 

△学校の魅力を一般の人にも分かりやすく発信してい

くことが大事である。 

△高校再編の中で、地域からの本校への期待が高くなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園訪問（手作り紙芝居） 
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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：△ 

30 荒 砥 

［地域貢献、地域との絆づくりに向けた

取組み］ 

 
１ 年次ボランティア   

(1)３年次町内ゴミ拾い 

２ 吹奏楽部関連   

(1)さくらの保育園訪問演奏会 

(2)鮎貝地区「コミセンまつり」 

(3)フラワー長井線まつり 

(4)荒砥地区「コミセンまつり」 

(5)白鷹町芸術祭公演 

３ 生徒会ボランティア 

(1)フラワー長井線車両清掃 

(2)十王雪まつり 

４ 保健委員会・家庭クラブボランティア 

(1)白鷹町元気ニコニコ健康まつり 

５ 生徒代表４名 

(1)町作りワークショップ 

６ 音楽選択者生徒による訪問演奏会 

(1)特別養護老人ホ－ム「白光園」 

(2)愛真こども園 

○リーダーが育ち、生徒会活動が活性化した。特に１年次生の活動が見られ、外部での

発表等を積極的に行い自信をつけた。 

○学校と地域がより密接に関わり、地域に根ざした学校としての信頼が高まった。 

△１月に予定していた除雪ボランティアが、暖冬で積雪量が少なく中止となった。参加

の準備をしていた生徒は、たいへん残念がっていた。 

〇３年間で生徒が大きく成長し、たくましくなっている。 

〇ボランティア活動や就業体験などで、積極的に地域とかかわっていただいた。今後、

さらに荒砥高校の魅力アップが求められるため、効果ある取り組みができるように連

携していきたい。 

〇今後とも生徒、学校、地域が共通理解を図り、一体となって教育活動を進めていかれ

るよう切望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部による保育園訪問演奏 保健委員による薬物乱用防止の研究発表 
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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：△ 

31 小 国 

［白い森おぐに ひとづくり・まちづくり］ 
国際感覚を身につけ地域を活性化する人材の育成 

 

１ 「地域文化学」を改編し、「白い森未
来探究学」という名称に変え、1年次で
の総合的な探究の時間において、地域と
協働した活動を積極的に取り入れなが
ら（外部の指導者による講義 12回、フ
ィールドワーク 4回）振り返りを含めた
学習活動を継続的に実施した。 

２ 地域課題解決型学習の発展型として、
県内外の高校生との交流事業を行い、地
域課題の発見、解決、新しい価値観の創
造を試みた。 

３ 地域の文化（マタギの文化）に目を向
け、理解を深めるとともに、その成果を
アメリカ修学旅行での交流会で発表し
た。 

４ 課題解決型学習の延長としてアント
レプレナーシップ教育に係る講座を実
施し、ビジネスコンテストでのプレゼン
テーションを行った。 

５ 地域主催の行事への企画段階から参

加した。 

〇総合的な探究の時間（白い森未来探究学）において、地域内外の学識者や企業家等な
ど多様な人材からの指導により、大いに視野を広げるとともに、新しい価値観の形成
に向かう態度が飛躍的に向上した。 

〇地域行事への企画段階からの参加や、綿密な事前学習を経たボランティア活動におけ
る地域住民との交流により、自己肯定感や有用感を高めた。 

〇アメリカ修学旅行での現地高校生との交流に向けた事前学習を通し、自己の考えを他
にしっかり伝えるという意欲、態度が向上した。また、自国の文化を再発見するとと
もに、日本人としての自己の生き方に意識が向くようになった。 

〇インターンシップやアントレプレナーシップ教育を通した地域の社会人との交流を通
し、身の回りの課題を発見・解決し新しい価値観を創造する意欲がみられ、町内のビ
ジネスプランコンテスト等で複数名の入賞者を出すなど、成果がみられた。 

〇学校運営協議会では、今年度の取り組みについて上記のような特色ある教育活動が昨
年以上に洗練されているという高い評価を得た。また、高校生をバックアップするた
めの「まなびの土壌」をしっかり構築する必要性を地域の大人が十分自覚すべきであ
るというような建設的意見が多く出されるようになっている。保護者のアンケートで
も、概ね９割超が、協働意識の高まりを実感として持っているという結果が出ている。
このようなことから、生徒の変容が地域の大人にも大きな影響を与えて始めているこ
とが見てとれる。 

△ 多様な活動を通して向上した様々なスキルを、日常的な授業で十分に生かすための工
夫をいかに行うか。 

△地域の教育資源の一層の発掘をいかにして行うか。 

〇地域文化学の一層の充実を図り、地域内外の多様な資源を活用していることは非常に

高く評価できる。これまで以上に地域が学校に対し協力的になっている。 

〇小規模校サミットをはじめとする、全国的に注目される活動を生徒が教員とともに見

事にやり遂げ、自信を深めている様子が明らかに

わかる。 

△ 若い人の力というものが見える学校になった。た

だ、地域社会の方でそれを受け止める体制はまだ

まだ改善の余地がある。 

△学校の活動はかなり地域に浸透しているが、それ

を町民全体に広げていくにはもう少し時間がか

かる。地道にプラス思考で進めていくことが大切

である。 
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