
平成３０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 
＜東学区＞ 

学 校 名 事業名及び事業内容 
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：△ 

04 山形北 

［ライフプランを見通したキャリア教育の

推進］ 

１ 大学と連携した課題探究型学習 

東北公益文科大学(社会科学系)、東北

文教大学(教育系)講師による連続講義 

２ 大学訪問 

宮城大学訪問 

３ 社会人による講話 

(1) 山形県看護協会派遣講師による講話

(医療看護系) 

(2) 外部講師による学年向けの講話 

○どの事業も生徒のアンケートの結果を見る限り、進学意識や就職意識が高まっていると考

える。 

○主に 1,2年生対象の事業となっているが、昨年度の対象者であった現 3年生の面接や小論

文指導において、就業後のライフプランまで見通した受け答え

が見られ、意識の変化が感じられる。 

△年度当初、評価について数値化できるよう検討したが、次年度

ルーブリックによる自己評価の導入を考えており、今年度は様

式を改めなかったため、生徒の変容を数値化することができな

かった。 

○外部講師による講話が多く実施されたことについては良好である。 

△校外への PRが足りない。 

06 山形中央 

［未来への扉］ 

１ 大学訪問（１学年体育科） 

２ 大学オープンキャンパス参加（普通科

２学年） 

３ 予備校講師によるセンター試験対応学

習法の講習（普通科２学年対象） 

○事業１では仙台大を訪問し、実際に大学の講義を聴講すること

で、体育を学ぶことの意義を深く理解するきっかけとなった。 

○事業２では、東北大を通して自分の目で大学の様子を見ること

で、進路意識を高めることに有効だった。 

○事業３では大学入試のための学習法を知る機会となり、実施後

のアンケートでは、８割以上の生徒がとても良かったと回答し

ている。 

○実際に自分の目で見ることや体験することで、進路意識を高める取り組みとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学訪問 

宮城大学説明会 



学 校 名 事業名及び事業内容 
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：△ 

05 山形工業 

「山工元気プロジェクトⅡ」 

１ 竹チップヤードを設計し施工した。 

２ 竹チップの発酵熱を継続的に計測し

た。その結果を基礎データとし、金沢工

業大学 袴田佳宏先生と山形県産業技術

短期大学校 加藤和憲先生より助言をい

ただいた。 

３ 数種類のキノコに対し電気刺激を与え

栽培し、収穫したキノコを実食した。そ

の結果、原木椎茸がこのプロジェクトに

適している事が分かった。 

４ キノコを使用した製品としてパン（ポ

ンデケージョ）を試作し、文化祭で披露

した。 

５ ３DCGと VRを活用して、VRゴーグルを

かけて本校舎エントランスから 5 階まで

移動体験のできるシステムを作成した。 

６ 本校のオリジナルキャラクターを作成

した。 

７ 福島県立小高産業技術高等学校へ赴

き、元気プロジェクトⅡの説明を行った。

また、小高産業高校とローソンが協同で

開発し販売してる弁当についての意見交

換を行い、当事業の参考となった。 

○ものづくり活動はあらゆることを想定し計画・設計を行っているが、この活動を通して

trial and error （トライアル・アンド・エラー）を経験することができ、思考を深化さ

せることや、活動内容を改善するプロセスを得られることができた。 

○多くの生徒、教員との関係を持ち活動を進めたことで、多面的・

総合的な判断をすることができたと考える。このようなプロセス

を、グループで行うことにより、ものづくりの醍醐味や協働の大

切さを実感することができ、「聴く力・話す力」、「主体性・積極

性」、が向上し、エンジニアとして社会貢献する意識が高まった 

△発酵熱保管庫の製作に時間を費やし、竹チップ発酵熱実験を行え

なかったため、環境保全、再生エネルギーに関する意欲関心を

引き出す機会が少ない状況であった。 

○各科、生徒会の横断的な取組みが活発にできたこと。その活動をしている生徒の表情と活

動報告した生徒の達成感。 

○工業高校生の未知の分野である商標登録出願ができた。 

○全校課題研究発表会での活動報告と校内のデジタルサイネージを活用した広報活動。 

○文化祭でポン菓子を披露したこと。その結果、地区の神社の祭事や老人福祉施設からポン

菓子実演の依頼があること。 

△今年度は教育連携をしている県立産業技術短期大学校との関わりが少なかった。 

△福島県立小高産業技術高等学校との交流事業をする機会を設けられなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マカロニポン菓子作成に 

向けた打合せ 



学 校 名 事業名及び事業内容 
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：△ 

07 霞城学園 

［キャリア形成支援事業］ 

１ 体験・講座 

(1) キャリア形成のプロセスを学ぶ 

(2) 高校生のためのコーチング講座 

２ 実践  

(1) 夏期就職セミナー 

(2) 外部講師による模擬面接 

３ 校外学習 

(1) 企業見学 

○卒業年次生は、就職セミナーや身近な先輩の体験談を聞き、進路実現をイメージし道筋が

できた。また、外部講師による模擬面接等の実践的な指導により、自ら行動する力をつけ

ることに効果があった。 

○1、2 年次生については企業見学やコーチング講座によりキャリア形成の意欲を喚起でき

た。特に、1 年次の就職希望者対象の企業見学では実際に企業を肌で感じ、職業観を養う

ことができた。 

△全体的に見ると、殆どの生徒が意欲的に取り組み、自分の進路実現に向けてキャリア形成

を行うことができたが、一部の生徒には更なる手厚い指導が必要であると思われる。 

○全体的には達成できているが、1年次からの取組みが更に重要になっていくと思われる。 

○身近な先輩の体験談は良い取組みだと思う。 

○継続することの良さが見えてきたと感じる。今後一段上の成果を得るために「生徒個人が

行動すること」が求められると考える。興味を抱かせる質問、見解を知る質問など、好奇

心を刺激し、論理的に考え行動できるように生徒の意見に耳を傾け、どのような質問をす

るか見極める等、工夫ができると思う。 

△個人として支援が必要な生徒に対する対応は、困難な部分ではあるが、是非お願いしたい。 

08 上山明新館 

［ソーシャルデザインを取り入れた探究型学

習～上山を中心とした地域活性のため～］ 

１ 地域との関わりを知る、また地域と関

わる 

(1) 地域の課題についての調べ学習、上山

市役所の方を講師に招き課題に対する

解決策を考える。 

(2) パワーポイントによる発表会 

(3) 上山散策 

(4) 班ごとポスター作り 

(5) ポスターセッション 

○地域（上山）の良い点、問題点を知ることができ、生徒自身でどのようなことができるの

か考えることができた。 

○自分の印象だけではなく、話を聞いたり、自ら調べたりし、情

報の根拠をもち、まとめることができた。 

○班ごと行った活動を、プレゼンテーション・ポスター発表する

ことで、１・２年生徒に活動内容を知らせることができた。 

△教員主体で進めたため、生徒が受け身だった部分が見受けられ

る。 

○地域の課題を知り、自分たちで解決策を考えるということは良いこと。これからの自分の

学習や、進路達成に繋げていってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生ポスターセッション準備 

外部講師による模擬面接 



学 校 名 事業名及び事業内容 
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：△ 

09 天 童 

［地域と共に歩む天高生］ 

１ プランターへの花の植栽と通学路等へ

の設置 

(1) １年次生全員によるプランターへの花

の植栽 

(2) ＰＴＡ環境

整備部による手

伝い 

２ 乱川駅駐輪 

場の清掃活動 

３ 天童夏まつ 

り「花笠パレー 

ド」への参加 

・１年次ＰＴＡ、 

ＰＴＡ総務部、 

ＰＴＡ生活指導部の協力 

○１年次生全員によるプランター植栽については、生徒が丁寧にプランターに植栽し、美し

いプランターを約 150個作ることができた。（一人一プランター） 

△プランターの通学路への設置は教員が行ったため、生徒にとっては自分の取組みが地域の

美化にどのようにつながっているか分かりにくかったかもしれない。 

○駅の清掃は生徒会交通安全委員の生徒が委員会活動の一環として責任をもって積極的に行

い、天童警察署長から感謝状をいただいた。 

○天童夏まつり「花笠パレード」には 121 人（内、１年次生は 103 人）の生徒が参加し、一

昨年度に引き続き最優秀賞（日新製薬大賞）を受賞した。 

○１年次生の地域でのボランティア参加回数は、一人当たり 1.25 回と過去２年を上回った

（昨年度 0.68回、一昨年度 1.13回、昨年度は天童夏まつり不参加）。このことから、継続

して学校全体で地域貢献活動に取り組んでいくことが、地域に貢献しようとする意欲を持

った生徒の育成につながっていると考えられる。 

○地域交流活動は良好な状態である。 

△学校は地域の資源を活用し、地域のことを生徒に伝える努力をしてほしいし、生徒が地域

のことにもっと関心を持つように誘導してほしい。 

12 寒河江工業 

［目指せ、輝くエンジニア］ 

１ スキルアップ講演会  

（職業倫理・技術者精神の高揚） 

（全生徒対象） 

２ 製造技術学習 

（生産技術拠点施設の見学と技術者による

講話）  

・地域にある高度生産技術施設を見学し、

技術者としての心構えについて学習させ

る。職業倫理と将来の必要な資格を理解

させる。 

（各学科で実施） 

○キャリアアップ講演会では、「今しかできないことに全力を尽く

せ、失敗を恐れるな、失敗から学べ。」と、励ましの言葉に感動

し技術者としての意識が向上した。 

○製造技術学習では、地域の工業技術の高さと企業としてのコンプ

ライアンスについて学ぶことができた。 

△見学先の企業で使われている先端技術についての事前学習が必

要である。 

○何度でも挫折・失敗を経験することは大切なことであるが、周りで支える人がいることが

必要である。 

○企業見学だけでなく、放課後、企業に長期間お願いし、企業で教育してもらうことも今後

必要になると思う。 

 

 

 

 

 

 

天童夏祭り「花笠パレード」 

製造技術学習 



 

学 校 名 事業名及び事業内容 
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：△ 

10 山辺 

[食と健康、暮らしを豊かにする人材育成 

～山辺町と共にあゆむ学校づくり～] 

１ 食育活動 

(1) 近江地区子ども料理教室 

(2) 食育出前講座（大寺小学校） 

２ 読み聞かせ活動 

 虹の会文庫布遊具作成の会の講師を招いて

布遊具と布絵本を作成した。 

３ さまざまな地域連携活動 

(1) ふれあいお茶のみサロン参加協力 

(2) 高齢者料理教室 

(3) 単身高齢者弁当提供 

(4) かたりべの会参加（福祉科生徒） 

(5) 単身高齢者宅訪問（福祉科・看護科） 

(6) 各施設のお祭り等参加（看護科） 

(7) 作谷沢地区講習会 

(8) 山辺町介護者激励会 

(9) 山辺町地域食堂への協力（福祉科） 

４ 六次産業の推進 

(1) 開発食品のＰＲ活動 

(2) 地元食材を使った食品開発研究 

(3) 在来野菜の研究 

(4) 庄内浜文化伝道師による食育講座 

(5) 専門の職業人等による食育講座 

○幼児や小学生をはじめ、幅広い方々を対象とする食育活動をとおし、わかりやすい食育

教材の考案等に、生徒が主体的に取り組み、高い達成感を得ることができた。 

○地域と連携した活動に積極的に取り組むことができた。（生徒肯定的評価 86%） 

○健康寿命に対する関心が高まる中、地域と連携し、嚥下体操の普及についても積極的に

取り組むことができた。 

○世代を超えた幅広い方々との触れ合いにより生徒の視野を広

めるとともに、コミュニケーション力や社会性を高めること

ができた。 

○専門の職業人等による講習会を実施することでスペシャリス

トとしての意識が高まり、職業観を育む機会をつくることが

できた。 

○在来作物や地元食材への関心が高まり、それらを各種弁当調

理や食品開発、料理コンクール等に活用しようとする意識の

高揚が見られ、食文化の理解や郷土愛を育むことができた。 

○レシピ集を発行することで伝統野菜や地産地消についての理

解が深まり、地元食材を広く紹介することができる。また、

学習活動の振り返りができ、調理技術を向上させようとする

意欲の高揚に繋がっている。 

○看護クラブとして生徒全員で一つのことに取り組み、布遊具

を完成させ、活用することで、生徒たちの活動のモチベーシ

ョンにつながった。 

○複数の学科で取り組んでいる事業について２学科または３学

科間の交流・連携及びを深められるように工夫して実施した。（生徒肯定的評価 87%） 

○事業内容に対し全生徒、全職員が参加することで学校全体の取り組みになった。 

                            （教職員肯定的評価 97%） 

△地域連携事業の推進が教育効果を高めている反面、教員の多忙化に繋がっている。 

○地域連携事業に関して、学科の特色を活かした教育の一環となっており、すばらしい取

組みである。町民の幸せのため今後も継続して欲しい。 

○町内と関わりを持った学びの中で生徒が成長している。町の学校として一緒に町の活性

化に取り組んでいきたい。 

△予算削減で事業継続がどの程度できるのか心配である。 

 



 

学 校 名 事業名及び事業内容 
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：△ 

13 谷地 

［谷地高力向上推進事業］ 

１ 探究型の授業での学びがなぜこれか

らの社会で必要なのかについて講義 

(1) 知識基盤社会、AI の導入が加速した

社会、少子高齢化が進み、産業構造が変

化した社会とはどのような社会なのか 

(2) 私たちは、そのような社会でどういう

力を身につけることが必要なのか 

２ 自信をもって未来を創っていく力を

つけるにはどのように学べばよいのか

について実践演習 

(1) 山形県の人口減を食い止めたいとす

ると、どのような策が必要なのか 

(2) 山形がいま持つどんな魅力をアピー

ルしていくか 

(3) 知識構成型ジグゾー法授業として、京

阪神（大阪・京都・神戸）の中で暮らす

にはどの都市が良いのかを３人１組と

してそれぞれの良さを話し合いながら

決定していく。 

○予測不可能な社会への対応できる能力の育成とともに、県内に就職・進学する生徒が多いこ

とから、自分が住む地域を発展・貢献できる人材を育成したいと考えている。そのためには

学校教育活動の中で、生徒がいかに主体的な学習を通して、自ら判断し行動し創意工夫する

資質・能力を育てるかを考え、探究型学習の推進を図っている。講演実施後の生徒のアンケ

ートの結果を見ると、未来をつくる一人となるために、いかに学んで地域に貢献できるかを

真剣に考えたいという思いや探究する学びに対する前向きな考え等、これまでにはない未来

への覚悟などの新たな記述があったことは大きな変容であり評価したい。 

○学校評議員会において、本事業が話題となり、探究学習に向けた本校の教育活動への評価が

高まった。 

○ＨＰ等で発信したことにより、地域・保護者の方から大きな反響があった。 

探究型授業での学びについて（講義） 



 

学 校 名 事業名及び事業内容 
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：△ 

14 左沢 

［みんなで「学び」、みんなで「働き」、みんなで

「生きる」］ 

１ 被災地ボランティアとしての花植え

活動 

（農業体験での成果を社会還元、花の育

苗・花植え） 

   

２ コミュニケーションのスキルアップ

活動 

（大学教授等による講演会、その後の学習

成果発表会） 

 

○農業(産業社会と人間)の学習で生徒が育てた花苗を、宮城県山元町の被災地で植栽するとい

う活動を通じて、被災地の復興支援という形での自己有用感を得ることができている。この

ことは、１年生生徒対象の評価アンケート項目「本校に通うことは、自分にとって意味(自

信と誇り)が持てる。」での(①よくあてはまる＋②ややあてはまる)の合計が、81.3%に達し

ていることからもうかがえる。 

○被災地を実際に訪ねてのボランティア活動については、防災意識の高揚や社会貢献活動の意

義を現実に体験することができ、生徒自身のキャリア形成に大きく役立っている。１年の進

路希望調査においても第１回(５月)から第３回(１月)に進むにつれ、より具体的な目標を掲

げられる生徒の割合が明らかに増加し、進路意識の高揚が見てとれる。 

○グループワークを主題とした芸術（音楽）の授業展開で、生徒同士が協力しあいながら、各々

の楽器の演奏からひとつの音楽作品をつくりあげるという協働的な活動を通じて、コミュニ

ケーション能力の向上と、学習内容の定着がはかられた。 

○芸術のモデル研究授業の中で、互いに他の改善点を出し合う場面を設定することによって、

各グループの抱える課題をお互いに認識し、それを解決するために活動する場面を設けるこ

とによって課題解決能力の醸成をはかった。 

○学校 web ページなどを通じて、生徒の活動状況を積極的に PR できている。今後も継続的に

お願いしたい。 

○平成３０年度実施の保護者へのアンケートにおいて、「本校は、保護者や地域社会に信頼さ

れている。」という項目で、（①よくあてはまる＋②ややあてはまる）の合計が、１年 86.5%、

２年 86.7%、３年 86.6% に達しており、おおむね良好な評価を頂いている。 

 

震災の語り部 


