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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 
＜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 
 

＜課題探究学習＞ 

昨年度の活用を継続しながら、探究活動

および発表会実施のための方法改善や環

境整備を行った。今年度は大学の先生や、

地域で活動していらっしゃる外部の方に

お越しいただき、課題探究ゼミで、様々な

ご指導をいただくことができた。 

○外部の方をお招きして、講演やご指導をいただいたことは大きな成果であり、担当教

員にとっても有意義な体験であった。 

○「やまがたイノベーションプログラム２０２０」において最優秀賞を受賞し、生徒は

探究に対する自信を高めることができた。 

○３年次生では、課題探究での学びを自分の将来の在り方と結び付けて考え、進路意識

を明確にすることができた。 

△今後、状況が改善されれば、ぜひ多くの方からのご指導を頂戴したい。 

○生徒の主体的な学びを活性化させることは、何より重要な

教育目標の一つ。「自らの手で獲得した」という実感の持

てる学びを、今後も続けてほしい。 

○新聞等のメディアで学習活動の成果が紹介され、生徒の意

欲と誇りを育てることになっている。 

△生徒の「自己更新」につながる学びとなっているかどうか

検証し、学びの質をさらに向上させてほしい。 

 

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 
 

スマートグリッドシステム（太陽光発

電・水力発電・風力発電による蓄電や電気

自動車・スマートエコハウスへ電気の供

給）の改良を行い、時代に合ったエネルギ

ー教育を行った。山形大学工学部次世代電

池研究室及び大学内ベンチャー企業㈱BIH

よりご指導いただき、電池製作等を行っ

た。 

〇大学や企業の方の協力で、次世代エネルギーについて深く学び、地域で誇れる技術が

あることを知ることができた。 

△電池の製作講習会を２回実施予定であったが、新型コロナウィルス対策により１回し

かできなかった。 

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 

 

 

 

 

社会ゼミでの活動 

リチウム電池製作 
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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：△ 

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 安全な農作物の生産と品質を証明す

る外部認証の取得を実践し、次世代の担

い手育成に繋げる。 

２ 加工品に関わる表示法の学習や、許可

申請の要件の収集と手続き。 

３ 新しい商品の開発による地域活性化

の実践。 

４ 農作物の販路拡大に向けた、首都圏

の顧客印象調査とアンケートの実施。 

１農業分野における生産管理の重要性を理解する。 

〇川西町役場職員や県内農業高校教員にも、見学者として参加して頂きながら、１２月

に作物でＪＧＡＰの本審査を実施することができた。また、草花部門においては国際

認証であるＭＰＳを取得することができた 

〇ＪＧＡＰの本審査で指摘を受けた改善項目について、整備検討を行いながら今年度中

取得の目途がついている。 

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。 

〇コロナ禍により、東京に行って販売はできなかったが、大丸東京オンラインストアで

の販売を実施することができた。 

△今年度はコロナ禍によって、様々な制約の中で販売実習が行われた。今後、感染対策

を強く意識した販売活動を行うべきである。 

３どのような加工品が売れるのか考える力がつく。 

〇商品開発の授業において、ジュースやジャム等加工品のラベル作成を行うなど、本校

加工品の認知度を上げるため工夫を行った。 

〇商品開発について、伝統食品であるむくり鮒の新商品開発に関する研究が、郷土

Yamagataふるさと探究コンテストで大賞を受賞した。 

４学びの成果として地域に役立つ喜びを実感できる。 

○全国農業高校お米甲子園にて特別金賞（最優秀）を受賞することができた。 

△ＪＧＡＰをはじめ、外部認証に係る周囲の期待は非常に大きい。しかし、継続して認

証を取得するために、費用をどのよう捻出していくかが課題である。 

○ＪＧＡＰなど外部認証の取り組みは、川西町の産業振興課、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がある。 

△お米甲子園最高金賞受賞については、試食会を開くなどして、地域で認知度上げる努

力をしてほしい。また、ＭＰＳ認証に関しては、ＭＰＳマークを付けた花を販売して

はというアドバイスもいただいた。 

○今年度は地域の町内物産販売施設などに参加する機会が減ったが、地域産直（森のマ

ルシェ）での置き売りが可能になったので、今後も町の活性化に尽力してほしい。 

 

 

 

 

 

全国農業高校お米甲子園特別金賞受賞 
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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、交流を図った。 

(1)万燈神輿渡御（コロナ感染拡大防止のため中止） 

(2)赤湯温泉ふるさと祭り 

       （コロナ感染拡大防止のため中止） 

(3)南陽菊祭り （コロナ感染拡大防止のため中止） 

(4)フラワー長井線まつり 実施 

２ 小中学生や保護者を招いて体験教室を開催した。 

(1)ライフル射撃教室 

（コロナ感染拡大防止のため中止） 

(2)ソフトボール教室   実施 

(3)プログラミング教室  実施 

(4)南陽高校杯バスケットボール大会   

         （コロナ感染拡大防止のため中止） 

３ 周辺施設を訪問して出前活動を行った。 

(1)小学校夏休み子ども教室 実施 

(2)放課後学童クラブでの学習支援 実施 

△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。 

△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） 

△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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校夏休みこども教室 ソフトボール教室 
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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 
 

○地域とともに学ぶ活動（講演、ワークショップ） 

 ・いのちの教育 

   保健師（思春期の生と性）、幼稚園教頭（子どもの発達

段階）、合同会社ヴォーチェ代表（医療的ケア児支援活

動）、短期大学教授（介護福祉）、臓器移植コーディネ

ーター 

 ・持続可能な開発の進め方 

   山形大学工学部客員教授 

・有機農業を核とした町づくり 

たかはたオーガニックラボ実行委員長、 

○地域の魅力発信に資する活動 

・大人の視点から町の魅力を学び、それをどのように発信

するかを考える 

   高畠熱中小学校事務局員 

○地域ボランティアの実践 

 ・吹奏楽部ボランティア演奏会（ＤＶＤ作成と贈呈） 

 

※年度当初に計画した「生徒会によるボランティア活動」「幼

稚園・保育園・小中学校、大学等との交流及び出前講座」

は、新型コロナウィルスの影響により中止した。 

△地域行事（夏祭り等）の中止やボランティア活動の制限により、生

徒自身が地域貢献を実感できる場面が少なかった。生徒の変容は限

定的で、各年次の生徒評価の変動は、微増または現状維持である。

（３年次生：3.1→3.1、２年次生：3.2→3.3） 

△コロナ禍により、これまで実施してきた生徒会ボランティア、幼稚

園や保育園への出前講座、小学校との交流活動等は実施できなかっ

た。 

○「地域とともに学ぶ活動」の新しい取組みとして、「いのちの教育」

をテーマに行った５回の講演・ワークショップは、今後に繋がる成

果を収めた。 

○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。 

△魅力を積極的に発信し、入学したいと思われる学校づくりをして欲

しい。 

△ＳＤＧｓの視点を取り入れた活動を

行ってみてはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもとの関わり方を学ぶ 
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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 
 

７月 部活動ボランティア（町内施設訪問）    中止 

８月 白鷹町産業フェア演奏会・保育園訪問演奏会 中止 

９月 白鷹中学校との交流演奏会         中止 

１０月 フラワー長井線まつり 

→フラワー長井線応援キャンペーンへ変更 10/25 

    白鷹町おんがく祭             中止 

    生徒会研修会①（中間総括） 

１１月 白鷹町元気ニコニコ健康まつり月間 

１２月 フラワー長井線車両清掃ボランティア 

（キャンパス制事業）              12/12 

 １月 除雪ボランティア              1/30 

 ２月 十王雪まつり                               中止 

△コロナ禍の中、多くの地区行事が中止となり、生徒が校外で活動

できる時間が少なくなり、リーダーや主体性が育ちにくい一年と

なった。 

〇2年ぶりの除雪ボランティア、荒天で時間を短縮して行ったが参

加した生徒は非常に充実した活動ができた。また参加率も昨年よ

り向上している。 

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、今年は活動ができず残念だ

った。今後は、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラワー長井線車両清掃 
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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 「白い森未来探究学」を通して地域の

大人と関わることで、他者と協働し、広

い視野を持ち、地元の良さ・課題を再認

識し、地域を支える人材育成を図った。 

２ 地域課題解決型学習の一つとして「全

国高等学校小規模校サミット」をオンラ

インで開催し、県内外の高校生との交流

を通し、対話力、意形成能力等の向上を

図った。 

３ 山形大学と協働し、地元食材を使った

商品開発などを進めた。 

４ インターンシップや様々な講話を通

し、キャリア形成を促進した。 

５ 充実した「活動報告会」を開催した。 

〇白い森未来探究学で様々な課題について発展的学習を行い、探究的態度が養われるととも

に、研究成果のプレゼンテーションにおいても大きな進歩がみられた。 

〇小規模校サミット開催にあたり、生徒全員がファシリテーター研修など事前準備を念入り

に行い、コミュニケーション能力や合意形成能力が養われたことで、校内外の様々な活動

に積極的に参加し会議等でイニシアチブが執れるようになった。 

〇校内外での交流活動の楽しさや意義をしっかり理解するとともに、メタ認知能力が向上し

たと思われる生徒が増加した。（「活動の振り返り」からの感想） 

〇本校教育に対する地域の信頼感が高まった。 

○コロナ禍であったが、感染予防対策を十分にとったうえで、校外の

方々と連携を取り様々の取り組みが行えてよかった。 

○小規模校サミットをはじめとする様々な活動を通して、生徒たちが自

信を深め前向きに取り組み、成長していく様子が見られる。 

○まずはやってみようという学校のテーマのもと、生徒が自主的に企

画・運営する姿勢がうかがえる。 

△コロナ禍で発表の場が限られているのは仕方がないが、町民や中学生

など昨年度までのように多くの方々に聞いてもらえるような場を設け

られないか検討が必要である。 

 

 

小規模校サミット 

（オンライン開催） 


