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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 
＜西学区＞ 
 

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：△ 

34 鶴岡工業 

主体的な探究活動をとおした地域とつながる生徒

の育成 
 

「連携大学への生徒派遣研修」の機会に先端技術に触

れ本校での探究学習や研究活動リーダーとしての気

概を育てる。また、地元大学で本県が育む優れた技術

を学び、郷土の技術に誇りを持つことで帰属意識やキ

ャリア形成の醸成につ

なげる。 

(４年目の継続事業) 

〇「創造的思考」や「探究力」等を育てる貴重な活動をとおし、学びに向か

う意欲と物事に対する挑戦心を育てることができた。 

〇地元大学の先端技術を研修し、学んだ知識で地域に貢献しようとする意識

が高まった。 

△事前事後指導を充実させ、より大きな生徒変容を得られる事業とするため

に改善が必要である。 

〇県内の教育資産である先端研究を活用し学ぶことは、工業教育の充実、そ

して生徒のモチベーションを高めるためにも大変有意義な事業である。他

の大学や地域企業等との連携も探りながら、さらなる充実と継続を期待す

る。 

〇「難しい」と感じることに挑戦させ、小さくてもそれを乗り越える成功体

験を積ませている様子が評価できる。 

△貴重な学びの機会なので、反転学習や大学訪問後のプロジェクト学習等を

展開し、さらなる生徒の成長や意識向上に結び付けては。 

△より多くの生徒に参加してほしいと思う。 

△この取組みをＨＰ掲載などにより発信してはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携大学への生徒派遣研修 
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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：△ 

34 
鶴岡工業 
（定時制） 

鶴工定時 外へ出よう     
―未来につなぐ 4年間 学び 体験 コミュニケーション― 

 

１ 地域の産業を学ぶ（4年目） 

・機械、情報、地域経済等について体験と学習 

・事前学習           10月 9日（1時間） 

・実技（3DCAD）研修と現場見学  10月 30日（6時間） 

・学習のまとめ等         10月 30日（1時間） 

 

２ 地域交流の活動（地域に花を届けよう） 

・木製プランターカバーと鉢置台の製作  （12時間） 

・球根の寄せ植え        11月 6日（1時間） 

・地域団体に贈呈      11月 12日、11月 19日、 

11月 25日、12月 4日 

〇産業技術短期大学校で専門的に学ぶことが地域産業の発展に役立つこと

を理解し、地元就職に意欲を持った。（進路意識の高揚） 

〇3DCADを使った授業を受講し、面白さを知り関心を持った。 

〇ものづくり（木工）を通して地域に貢献し郷土愛が高まった。 

〇職場や学校の雰囲気を体験できる貴重な機会になっている。 

〇地域交流活動は、地域社会に根差した良 

い取り組みであった。 

〇生徒は、振り返りを行うことで体験を自分

のものにできていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡市立図書館に贈呈 
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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：△ 

35 鶴岡中央 

地域との協働体制の構築 
 

＜普通科＞ 

(1)地元企業訪問、地元企業との懇談会 

(2)協働的な学習によるテーマ別地域課

題探究学習と発表 

＜総合学科＞ 

(1)産業社会と人間や総合学習、課題研

究における体験的・実践的な学習 

(2)地域の特性を知り、高校生として地

域に貢献できることを考える学習 

〇普通科 地元企業との懇談会を通して、地元の産業に目を向け、地域の産業を理解す

るとともに、将来の自己実現に向けた新たな知識を得ることができた。また地域課題

探究学習では、地域の方との積極的な関わりを通して、自ら課題を発見し、解決する

ための方法を考え活動することにより、自己実現を図るための実行力を身に付けた。 

〇総合学科 課題研究を通して、地域社会や人と積極的に関わりを持ち、コミュニケー

ション能力を高めることができた。また自ら課題を設定し、調査・研究活動から、新

しい発見や地域社会への提案を行うなど、問題を解決する能力を身に付けた。 

○外部機関と連携し、生徒の学ぶ場が広がっている。 

〇地元で活躍する卒業生が増えることに期待したい 

○生徒の体験による変容が見られ、よい活動となっている。 

○総合学科発表会は年々レベルアップした発表内容となっ

ている。３年次生の課題研究の発表は、地域に対する視線

の置き方やその行動について企業側として学ばせていた

だいた。 

△事業を行っていることについて、保護者や地域への PR 方

法を工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元企業との懇談会 
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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：△ 

36 加茂水産 

地域貢献、地域の活性化に向けた取組み 
 

１ 地元漁業体験実習及び漁具作成実習 

（１）9月花鯛釣り実習 

（２）11月由良定置網体験漁業 

２ 海洋教育促進・SDGｓ14に向けた取り組み活動 

３ 地元の調理人による地元水産物を使った調

理・料理教室 

４ 水産振興センタ－（栽培漁業センタ－）および

水産研究所施設における現場実習、放流魚の管理

などの学習 

（１）水産振興センタ－で飼育しているアユおよび

アワビの大水槽の管理方法について 

（２）水産研究所で飼育しているナマコの管理方法

および放流実践 

〇地元で自分たちの作った定置網を設置し、漁業実習と漁具製作実習を同時に

行うことで生徒の成長が認められ、関係団体の高い評価を得た。 

〇地元の未利用資源や、特産物を利用し、製品化や販売実習を実施することで、

生徒の意識の変化や成就感が高まった。 

○実際に魚を捌いたり、調理を行ったことにより調理関係への興味を持った生

徒も数名いた。 

△新型コロナウイルスの影響で、外部との連携や外部展開などの事業参加が縮

小し、対応を慎重にしながら展開する必要がある。 

〇コロナ禍の中で限られた事業を実施したのは評価

できる。 

〇地元漁師と一緒に漁業体験できるのは、良いことだ

と評価できる。 

△ＳＤＧｓの取り組みをもっと積極的に実施する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花鯛釣り実習 
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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：△ 

38 庄内総合 

地域資源を活用した「キャリア教育」の展開 

 

１ １年次 キャリア学習         〔令和 2年 7月 29日〕 

（１）社会人講話 

（２）インターンシップおよび体験発表〔令和 2年 11月 18～20日〕 

                     〔令和 3年 1月 20日〕 

（３）地元企業との交流会         〔令和 3年 2月 3日〕 

２ ２年次 キャリア学習 

（１）「君はどう生きるか」の作成と発表  〔令和 2年 6月～7月〕 

（２）職業人との交流会（企業見学）   〔令和 2年 10月 14日〕 

（３）地元企業との交流会         〔令和 3年 2月 3日〕 

３ ３年次 キャリア学習 

（１）社会人講話            〔令和 2年 6月 17日〕 

（２）マナーアップ講座          〔令和 2年 7月 1日〕 

４ ３年次 卒業研究 

（１）庄内町地域おこし隊との連携による地域課題解決探究 

    〔令和 2年 7月～令和 3年 1月〕 

５ 総合学科発表会 

   〔令和 3年 １月 20日〕 

 

○社会人講話を通し、「続けることの大切さを感じた」「自分の

印象が企業の印象になると知り、言葉遣いや表情に気をつけ

たいと思った」「信頼を得るために自分の仕事に責任を持つ」

など、働く上での意識のあり方を学ぶことができた。また、

メモを取りながらしっかり話を聞く姿勢が身についた。 

○地元企業との交流会を通して「地元で就職したいと思う気持

ちが強まった。」「知らなかった仕事に触れ、選択の幅が広が

った」など、生徒の地元企業理解や選択肢を広げる機会にな

った。 

○コロナ禍の中、インターンシップの実施が危惧されたが、無

事に実施することができたのは良かった。 

○地元企業との交流会は、昨年度の課題をふまえ、会場(HR教

室)に 1 企業を配置したため、教室での実施は昨年度よりも

良い環境の中で実施できた。 

△地元企業との交流会で体育館と柔剣道場の会場は、マスク着

用、感染防止対策の透明ついたてを挟んでの交流ということ

もあり、説明の声や生徒の質問の声が聞き取りにくい場面が

見られた。ZOOM を活用しての説明が 3 社あったが、一部音

声が聞き取りにくいところもあり、まだまだ改善の余地があ

ると思われた。 

○今年度、３年生の卒業研究は庄内地域おこし協力隊の方々と

連携して行われた。地域で活躍される方々からアドバイスを

いただきながら、より深い視点で地域課題に取り組めたと思

われる。今後、益々地域（庄内町）との連携を深めて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元企業との交流会 
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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：△ 

40 酒田西 

地域との協力体制の構築を図り、探究

学習の推進による個に応じたコース制

の活動の充実に向けた取組み 
 

１ 医療・福祉コース 

・希少難病の現状と患者の生き方や社会

の在り方を探究的に学ぶ 

２ 理系（農学）コース 

 ・森林や林業について実習を通して、自

然や文化について探究する。 

３人文・社会コース 

 ・探究的に地域を理解し、酒田観光プラ

ンを作成し問題解決の方策を学ぶ。 

〇進路希望や興味・関心に応じて主体的に参加することができた。 

〇外部講師による講義や講演、ワークショップやフィールドワークなど体験的な活動が

できた。 

〇この事を体験した生徒の、自主的な活動の実施。 

〇オンラインによる外部連携の広がり。 

△本事業を来年度以降の「総合的な探究の時間」に継続するための計画・準備。 

△校外活動における生徒の移動手段、経費。 

〇地域連携により、生徒の学びの場面が広がっている。 

〇生徒の主体的な学びの成果が見られる。キャリア教育

の一環として、生徒の成長が見られる活動であった。 

△探究学習と進路、授業改善へと西高の「探究学習」に

つながる取り組みを次年度以降も発展させてほしい。 

△「総合的な探究の時間」のゼミ制への移行に伴って、

これまで構築してきた外部との連携が引き継がれるよ

うにしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農学コース 
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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：△ 

40 
酒田西 

（定時制） 

地域貢献活動 
 

１ 地域清掃活動の実施 

  令和２年１１月５日、鶴岡市由良にあ

る香頭ケ浜において、海岸の清掃活動を

行った。生徒４７名が参加し、ごみ袋 

５０袋分のごみを回収した。なお、実施

に当たり庄内総合支庁環境課、鶴岡市廃

棄物対策課よりご協力いただいた。 

 

２ 地域コミセン文化祭への参加 

  本校舎に隣接するコミュニティーセ

ンターにおいて実施予定であった文化

祭が中止となり、活動はできなかった。

近隣住民との接触がためらわれる状況

にあったため、交流活動については見送

ることとした。 

〇地域清掃活動では、環境問題に目を向け、意識を向上させることで、環境保全に積極

的に取り組む姿勢を持つ機会となった。 

△地域のコミセン文化祭への参加は、地域住民との触れ合いの場を持つ機会を増やし、

地域からの期待も高まっていただけに、今回の中止は残念であった。 

〇環境保全や地域を大切にする心を育てる意義のある事業であった。 

〇社会性の育成に大きく寄与する事業と評価できる。 

△コロナ禍にあっても、うまく地域とのコミュニケーションをはかりながら本活動を継

続するべきとの声が多かった。 

△コミュニケーション能力の向上につながる体験とし

ては弱かった。多様な方法で取り組みが図られるよ

う検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域清掃活動 
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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：△ 

41 酒田光陵 

「総合的な地域本部」設立プロジェクト 
 

１ 学校応援ボランティアによる教育活動の充実 

・学校応援ボランティアの委嘱（通年） 

２ 一般社団法人「ＳＫＩＥＳ」運営機構の整備と

事業委託 

・「ＳＫＩＥＳ」運営機構の整備と事業委託（通年） 

   小学校でのエネルギー教室の開催（太陽電池

で充電可能なＬＥＤライトの製作・手回し発電

体験・自転車発電体験・省エネ測定体験・風力

発電体験・火力発電体験） 

３ 地域行事への協力及び参加体制の拡充 

・地域行事等への参加協力（通年） 

４ 近隣小学校児童・中学校生徒へのものづくり等

体験指導 

・ものづくり等体験指導（２・３学期） 

○地域社会から生徒へ期待と好評価が寄せられた。 

〇生徒の自己肯定感とともに地域社会を支える一員という自覚が育まれた。 

〇学校応援ボランティアにより、教員と違う視点からの学習支援は、生徒の学

校と地域双方向の交流がより一層進んだ 

△コロナ禍、十分な活動ができなかったが、可能な限り地域連携を深める工夫

が必要である。 

〇学校の教育方針及び活動が様々な分野での生徒の活躍記事をとおして認め

られている。 

△４つの大学科を有している本校で、更に学際的

な学習を進め、課題解決のために一歩踏み出す

力や、そのためのコミュニケーション力をつけ

る地域社会と密接につながる教育活動が望ま

れる。 

 

小学校でのエネルギー教室・

ものづくり等体験指導 


