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令和２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） 

・酒米「山酒 4号」田植え（5/29） ・酒米稲刈り（9/25） 

・純米吟醸酒「花ひかり」完成（12/25） 

・専用グラス及びボトルプレート製作(11～2月) 

（２）村産ブランドマークの作成 

＜自然エネルギーによる発電システム開発＞ 

（３）風力発電システムの研究製作 
・研究成果および作品の発表 

令和２年度 パテントコンテスト優秀賞（特許出願支援対象） 

２ 教育内容の魅力発信 

（１）研究成果発表会（1/20） 

（２）公開講座（農業分野 3 ﾃｰﾏ、工業分野 4 ﾃｰﾏ、村山市と連携） 

＜農業分野＞ ・ハーバリウム製作(11/7)・ドローンを飛ばそう(11/7) 

       ・リンゴのお菓子作り(11/14) 

＜工業分野＞ ・キーホルダーづくり(11/14) 

       ・ミニマイコンカーを走らせよう(11/15) 

       ・ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄによるｵﾘｼﾞﾅﾙｺｯﾌﾟ作り(11/28) 

       ・３Ｄﾌﾟﾘﾝﾀｰ体験(12/5) 

（３）オープンスクール（9/26,10/17）  

３ 外部講師招聘事業 

＜技術指導＞ 
・果樹せん定（2/8 ﾗﾌﾗﾝｽ 滝口繁雄氏）（2/15 ﾘﾝｺﾞ 武田信幸氏） 

・ﾌﾗﾜｰ装飾（11/30,12/14,1/18,1/25,1/27,2/1 職業能力開発協会） 

・造園 CAD操作（1/26,2/10,2/17 株式会社ユニマットリックス） 

・ブランドマーク開発（9/18,10/9 美術講師 喜早洋介氏） 

〇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。 

〇学んでいる内容が今後の学習や将来に役立つことを実

感させることができた。 

〇農・工・商の連携した取組みは本校ならではの特徴で

あり、さらに充実発展した取組みを期待する。 

〇メディアに取り上げられることが多く、生徒の活躍や

学校の取組みを多くの方に知ってもらえたと思う。 

〇コロナ禍の中、多くの取組みがなされている。コロナ

禍だからできたこともあるはず。新しい生活様式の中

で新しい取組みを期待する。 

酒米の研究（田植え） 

公開講座（ハーバリウム） 
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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に実施。感染症の影響を受

け、オンラインでの実施となった。東京

大学、東京工業大学、慶応義塾大学など

の留学生 21 名を相手に英語を活用する

場を設定し、コミュニケーションをとっ

たり、課題解決のプレゼンテーションを

行ったりした。 

（2）３月に中３で、上記３年と同様オンラ

インで留学生と交流予定。 

２ リーダーシップ研修 

（1）２月に中３対象で、「アチーバス」研修

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ぶ予定であ

ったが、感染症拡大の影響で講師を県外

からお招きすることができず、キャンセ

ルとなった。 

○海外から来た優秀な留学生との交流を通して、身に付けた英語力に自信をもったり、

異文化に対する関心が高まったりする姿が活動の様子やアンケートの回答状況から

見られた。 

△オンラインでの交流であったため、活動に制限があり、生徒の主体的な活動が十分

にできなかった。 

△春先の休校の影響を受け、３学期に計画せざるを得ない事業があり、感染症の影響

を強く受け、中止になってしまった。 

○英語の学習はグローバルリーダーになるための基礎素養の１つであり、とても重要。

年代の近い大学生とのコミュニケーションは良い学びの機会である。 

○コロナ禍の中での困難を乗り越え、大学院の留学生と５時間にわたり交流できたこ

とは大変に有意義であった。 

△単なる英会話能力の確認向上に止まらず、異文化の理解や国際性の涵養につなげて

ほしい。 

△アチーバスはマインドとハート

を一致させる体験学習で、今後ぜ

ひ方法を工夫して実施してほし

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 災害復興支援の意義と現状を理解し、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。 

 ・東日本大震災復興支援について、気仙沼

市東日本大震災遺構・伝承館へ訪問し震

災学習を実施。 

２ 尾花沢市「花のかけはし」に参加した。

国道 13 号のバイパス沿いに花を植える環

境美化活動に取り組むことにより、郷土へ

の誇りと愛着を持たせ、地域貢献への寄与

を実感させた。 

 （「尾花沢まつり」山車及び花笠パレードが

新型コロナ感染拡大防止のため中止となっ

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。 

 ・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、被災状況及び復興の現状を理解することで、命の

大切さやボランティア意欲の高揚につながった。 

○「花のかけはし」において、自分たちが植えた花が後日に咲き誇る姿を目にし、植

物に親しむ気持ちや環境美化、ボランティア意欲の高揚につながった。 

○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・回帰の意識づ

けに効果があったと思われる。 

△東日本大震災復興ボランティアの需要がなくなってきており、生徒への教育効果も

考え、震災学習への移行を検討する必要がある。 

〇長年のボランティアに取り組む活動が「北村山高校＝ボランティアに積極的に取り

組む学校」というイメージを浸透させている。素晴らしい取り組みである。 

〇ボランティアは生徒達自身を人間性的に大きく育てることになる。 

△リモートの教育活動について支援したい。

地元企業懇談会に働きかけるので、設備等

も含め必要なことを要望して欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花のかけはし 
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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 戸沢村「舟下り」体験と講話 

・船頭による「舟下りの魅力と郷土山形で生

きる魅力」の講話 

２ 酒田市「海向寺」即身仏見学と講話 

・海向寺職員による「即身仏について」の講

話 

３ 鶴岡市「加茂水族館」見学 

４ 鶴岡市「ステンドグラス」制作体験と講話 

・遊工房 布川先生「ステンドグラスの魅力

について」の講話 

５ 記録集「新庄北高定時制の学び」作成 

６ 令和２年度「郷土 Yamagata ふるさと探究コ

ンテスト」応募 

〇今回取り上げた体験や活動はほとんどの生徒にとって初めての学習であり、そ

の結果、各指導者の対応と合わせて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。 

△このような本校の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。 

〇直接体験することを重視する新庄北高定時制の学びは、一番心に残りとても良

いと思う。 

△新庄・最上の魅力をもっ 

 と掘り起こしていただき 

 たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舟下り ステンドグラス制作 
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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 

地域の魅力を再発見 

～地域と最上校の見聞録～ 

 
生徒達で農作物を育て収穫する「農作業体験」と育てた農作物を利用し、

地域の「郷土料理体験」を通して地域の魅力を再発見する。 

 

１ 畑の整備、苗植え、除草、水やり（６月から９月初旬まで） 

（1）畑の整備、苗植え及び担当作物の決定（６/11） 

（2）モグラ対策用風車作り（６/25） 

（3）除草、水やり、収穫（夏季休業中に収穫） 

２ 収穫、調理（９月中旬から１２月まで） 

（1）収穫【枝豆、さつまいも、里芋、じゃがいも（９，１０月）】 

（2）調理【芋煮（10/15）、焼き芋（11/19）、最上町郷土料理（12/7）】 

３ 成果発表（１月から２月まで） 

（1）活動のまとめ（１月、２月） 

（2）成果発表（2/24 １学年に向けて） 

○農作業体験で役割を与えられ、責任感が生じたことによ

り生徒の自己有用感が高まった。 

○主体的に物事を進めようとし、楽しく活動できた。 

△収穫物を使っての成果を地域の方々等に披露することが

出来なかった。また、交流を図れなかった。 

△農作業体験をしているＰＲ（特に地域へ）が足りなかっ

た。 

○野菜を育てることが楽しくなり、責任を持って頑張れた

とする思いが生徒の中に生

まれて良かった。 

△作物の売買や調理実習など

別の活動へと続けられる農

作業体験は、様々な人との交

流を広げられる機会である

ため、継続してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枝豆の収穫 
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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：△ 

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 全校生徒による独居老人宅除雪ボラ

ンティアの実施。 

３ 国道沿いおよび通学路の清掃活動ボ

ランティアの実施。 

（町の芸術文化団体発表会は、行事が中止

となった。また、計画していた「認定こ

ども園における中高合同ボランティアに

よる雪像づくり」は、感染症拡大防止の

ため、中止とした。） 

○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。 

△生徒自身が企画し、地域と関わる活動を行うことができるように指導したい。 

〇コロナ禍の中、可能な範囲での事業実施が出来た点を評価できる。 

〇金山タイムについては地域との

つながりが深く、長年の積み重

ねの成果が出ていると評価でき

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金山タイム（木工細工） 金山タイム（乗馬体験） 
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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 

地域資源の新たな価値の創造 
 

１ 紅花栽培と紅花染め体験  

令和 2年 10月 6日（火）【本校フラワーデザイン実習室】 

２ 地域資源活用の実際 

  令和 2年 11月～令和 3年 2月 

  【真室川町役場及び本校フラワーデザイン実習室】 

３ とっくりかぶの収穫及び生産者との意見交換 

令和 2年 11月 16日(月) 

【真室川町中央公民館及び生産者圃場】 

４ 山ぐるみのぼたもち作りと意見交換 

  令和 2年 12月 14日(月)【生産者宅（真室川町）】 

５ わら細工と農家の暮らし(講話とわら細工体験) 

  令和 2年 12月 21日(月)【湯ノ前おら家（真室川町）】 

６ 農産加工品（漬け物）の製造 

  令和 3年 1月 26日(火)・28日(木) 

【本校食品製造実習室】 

７ 地域資源を活用した食品製造(郷土菓子) 

   令和 3年 2月 10日(水)【本校食品製造実習室】 

〇コロナ感染防止のため制限がある中でも、工夫しながら地域の

様々な個人や団体と直接関わることができ、生徒が身に着けた知

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の理解が深まった。 

△農業科の活動のみだったので、工業科も取り組むことで、生徒の

成長と地域に対する本校の理解をさらに深める必要がある。 

〇学校評価は、入口（人が集まる）、在学中（伸びる）、出口（進路

決定）の循環の中で、特に在学中に生徒がどのぐらい伸びたかで

決まる。先生方の頑張りで生徒が伸

びていることがわかる。 

△重点目標の自己評価が、ＣからＢへ

又はＢからＣへなぜ変わったかわか

りにくい。また、具体的な数値目標

を立てることが必要ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かぶの収穫 
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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 

 
１ ８月 全校生徒による真室川まつり 

「踊りパレード」参加  （中止） 

２ ８月 生徒会による中学校訪問（中止） 

３ 10月 全校ボランティア 

（学校周辺及び駅舎の清掃）を実施 

４ １月 １・２年生による高齢者宅除雪ボランティアを

実施 

○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

深めることができた。 

○自ら進んで地域の環境美化に勤める態度が養われ、ソーシャルスキル

の向上が図られた。 

○地域の一人暮らしのお年寄り宅の除雪ボランティアを通して、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。 

○町の社会福祉協議会の方々との共同作業を通して、コミュニケーショ

ンスキルの向上が図られた。 

△コミュニケーションスキルの向上は図られているが、日常の挨拶がで

きない生徒が一部存在する。 

△真室川まつり「踊りパレード」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。 

 

 

 

除雪ボランティア 


