
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 
＜南学区＞ 

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：△ 

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 課題探究学習：探究活動および発表会実施の

ための教材開発や機材購入等、環境整備を行っ

た。今年度も、３年次生の探究活動の集大成と

して、『要旨集』を作成した。 

２ 地域フィールドワーク：本校で実施した総合

大学体験学習の中に地域学習講座を開講し、東

北芸術工科大学と連携しながら米沢市周辺のフ

ィールドワークを実施した。 

３ 社会人基礎力講座：課題探究学習におけるプ

レゼンテーション能力の育成を目指し、東北文

教大学と連携しながら講座を開講した。 

○学ぶ意欲やプレゼンテーション能力が大きく向上した。 

○１年次生は教科ごとのゼミで、自分の興味あるテーマを中心に協力して活動を進め、

協働性を養うことができた。ポスターセッションに取り組むことができた点が、大

変有意義であった。 

○２年次生では、個人のテーマにもとづくレポ－ト作成によって、自主的に探究に取

り組む姿勢を養うことができた。 

○３年次では２年次の探究を発展させ、創造性を養うことができた。また、探究の成

果を推薦・ＡＯ入試に積極的に生かし、自己の進路実現

を可能することできた生徒も見られた。 

○出前講座を受講し、大学の模擬授業を多面的に体験する

ことにより、専門的な研究分野への意欲や関心を高める

ことができた。 

△大学進学を目指す生徒の学力向上にどう繋げるか課題で

ある。 

○生徒が意欲的に課題探究学習に取り組んでいる。 

○「課題探究ノート」は、学習カルテとして大変意味がある。 

○生徒がフィールドワークを通して、授業で学習したことを体験できたことは良かっ

た。 

△文章力や表現力を身に付けるためには、絶対的な読書量が必要である。読書量を増

やし、思考力を高める指導が必要である 

大学出前講座受講 



 

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：△ 

23 

米沢工業 

全日制 

［地産地就促進事業 Ｐａｒｔ２］ 

（地域と連携した先進的なものづくりの実践と普及） 

１ スマートエコハウスにおける居住環境の調査 

２ 水力発電装置と地下水利用装置のデータ収集

と改良準備 

３ 置賜地域産木材を利用したベンチ製作 

４ 出前講座の実施と啓発活動 

○スマートエコハウスの研究から、断熱工法の仕組みや施工方法について、実際の施

工実習を通して理解を深めることができた。 

○水力発電装置のメンテナンスや取水量測定を行い、発電の仕組みや水利権について

学び、また、地域の水力発電所見学をし、水力発電について幅広く理解することが

できた。 

○東日本大震災被災地（石巻市）で置賜地域産木材によるベンチ製作を行い、地域の

方と交流し、社会貢献の大切さを学ぶことができた。 

○出前講座では、小学生へ環境保全の大切さとものづくりの楽しさを伝えた。中学生

には、自然災害と防災・減災についての講座を行い、本校の学習とのつながりを伝

えることができた。 

○基礎基本の学びを大切にしながら、専門的な学習への取組みができている。 

○地域資源を有効に利用している。 

○専門的学習を生かして地域社会へ貢献しており、今後も継続した取組みを期待した

い。 

米沢工業 

定時制 

［キャリア教育の推進－自主的に進路決定ができ

るようにする取組み］ 

１ 企業見学 

(1)（株）天童木工 天童市 

(2)（株）かわでん 南陽市 

２ 職業講話 

・社会的自立に必要な能力の育成に関する講話及

びワークショップ 

講師 桑名暢 氏 

（キャリアプランニング㈱） 

演題「社会人に必要な共感力を体験」 

○生徒アンケートの結果、「とても参考になった」・「参考になった」を合わせると９３％

と高く、今後の進路決定に向け自ら考える態度が見受けられた。 

○今年度の 4年次卒業生７名全員の進路目標を達成することができた。（就職５名、進

学２名） 

○ソーシャルスキルが定着したことにより、進路関係の面 

接において自分のことを正確に伝えることができ、進路 

実現に繋がった。 

△自己管理能力を身につけせせることに関しては、中学校

時代、不登校傾向にあった生徒が多くいる中、出席率は

年々向上している。しかし、入学後も不登校になる生徒

もおり今後の課題である。 

○アンケート等から各事業に意欲的に取り組む生徒の姿勢が見受けられ、これからも

継続して行う必要性があるとの評価があった。 

 

 

企業見学会 かわでん 

ベンチ製作を通じた 

被災地交流 



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：△ 

4 米沢商業 

［社会に貢献するビジネス人材の育成］ 

１ ４ｹ年計画のうちの２年目の事業の実施 

(1) 「米商物産館」の開催による実践的・体験的

な学習活動の展開 

(2) 会計のプロフェッショナルの育成 

 

実施内容 

(1) の事業 

ＰＬＡＮ：企画立案、要項作成、協力企業訪問、

ＰＲチラシ作成等 

ＤＯ：１０月１４日（日）開催 置賜文化ホール

前広場にて 

ＣＨＥＣＫ：成果と課題の振り返り、売上収支決

算・実施報告書作成 

(2) の事業 

 日商簿記検定直前対策簿記講習会４回実施(大

原学園山形校より専門講師を招聘しての講座) 

参加生徒：延べ９０名 

<事業(1)>について 

○事業企画書の作成・イベント準備・チラシ等の販売促進活動を通して、実践的、体

験的なマーケティング思考の育成につながった。 

○ビジネスの本物の現場で、失敗や成功を実体験し、これまで学習してきた専門的知

識や技術の具体的応用を生徒は学ぶことができ、そのことにより、地域に貢献する

ビジネスパーソンの育成の一助となった。 

△本校商業科の当該活動について、もっと地域社会に広くＰＲし、知名度を上げる必

要がある。 

<事業(2)>について 

○専門講師の講習会を４回実施したことを通して、生徒は 

検定試験に対する意欲が向上し、会計科目群の知識・理 

解を深めることができた。 

△現段階では、日商簿記検定２級合格が皆無であり、直ち

に結果に結びつかなかった。２月実施の検定試験の結果

に期待したい。 

<事業(1)>について 

○米商物産館の一連の学習活動は、実践的で貴重な体験になったと思う。新聞記事に

もなり、地元にＰＲにつながったと思う。 

<事業(2)>について 

○社会では、より高度な会計知識が求められており、専門学校教員の講義は有用であ

る。 

△連携を強化して検定試験の合格者をひとりでも多く出してほしい。 

米商物産館での販売実習 



 

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：△ 

25 置賜農業 

［外部認証を活用した農業の六次産業化を担う

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り組み 

（稲作部門：米） 

(3) 花き栽培 MPS認証への取り組み 

（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 

（漬物を新設） 

○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と

評価し、満足度が高い授業を展開できている。 

○農業生産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 95％

が当てはまる、「実習に真剣に取り組んだか」では全員が当てはまると回答した。 

○商品開発について、昨年度のレトルトカレーに続き、紅大豆クロワッサン「べにー

ちゃん」の商品化を実現し、定期販売を行っている。 

また、畜産部門ではチーズを新たに商品化した。 

○食品だけでなく、町の特産品ダリア栽培関わって、ダリアの技術を地元農家へ普及

できた。また、ウイルスフリー苗の作出も実現できた。 

△生産工程の外部認証取得に関する経費が予想よりも高額 

であるが、川西町との連携事業による予算を用い、花き管 

理品質認証（ＭＥＰ）の認証に持ち込みたい（Ｈ３１年度 

を予定） 

△施設の改修・調整が必要な箇所があり、施設面での課題が

ある。 

○外部認証の取得は学校評議員や地元農業団体からの関心も高く、ぜひ学習の一環と

して取り組んで欲しいという要望も出ている。 

○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、「高校生が賑やかにし

ていると、町の活性化を図れる」という言葉をいただいた。 

△栽培分野に関してドローンを用いた栽培管理といった、新しい取組みを行うことが

できた。非常に高額な物品のため、次年度は無人トラクターのデモ走行など、企業

と連携した新しい取組みを模索する必要がある。 

東京（大丸）での販売会 



 

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：△ 

27 高畠 

［地域の課題解決、魅力発信プロジェクト］ 

１ 生徒会等を中心とした奉仕活動、地域の魅力

発信に資する活動 

(1) 「たかはた夏祭り」への参画（山車装飾用横

断幕、幟等を購入して本校の踊り・祭への参画

をピーアール） 

(2) 域内「まほろばの緑道」への案内板設置（観

光案内に役立てる） 

(3) 除雪ボランティアの実施 

(4) 本校発案のパン作り（社会医療法人就労支援

センターへの業務委託） 

２ 幼稚園、保育園、小中学校、大学等と連携し

た事業 

(1) 教科「家庭」、教科「福祉」での幼稚園、保育

園、小学校との交流（出前授業、訪問ボランテ

ィア、本校に来校しての交流授業） 

(2) 学校設定科目「観光振興」での高畠町商工観

光課、東北芸工大企画構想学科と連携してのイ

ンタビュー企画『高畠物語』 

(3) 学校設定科目「有機農業の社会」でのシイタ

ケ栽培 

○地域の夏祭りへの参画をはじめとするボランティア活動や、観光案内板の制作過程

で生徒が地域貢献を実感すると同時に本校の魅力発信につながった。 

○幼稚園、保育園、小学校への出前講座（交流活動を含む）

や大学との協働企画を通して、校種を超えたつながりや学

びの良さを実感することができた。 

○地域と積極的に関わろうとする取組みが大変良い。 

○小学校との連携や観光案内板の設置など、高畠高校の総合学科らしさが出た大変よ

い取組みである。 

○学校設定科目「観光振興」で取り組んだ『高畠物語』は人と共感する力があって初

めて形づくられるもの。本校生が「共感する力」を身につけていることは高く評価

できる。 

地域探訪ツアー 



 

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：△ 

26 南陽 

［南陽Ｈ.Ｓ. 地域とともに歩む！］ 

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) 熊野大社万燈神輿渡御への参加・協力 

(2) 赤湯夏祭り神輿担ぎへの参加・協力 

(3) フラワー長井線祭りへの協力 

２ 中学生を招いて技術指導講習会・競技会 

(1) 南陽高杯バスケットボール大会 

３ 専門家を招聘してのスキルアップ講座 

・外部講師による筋力・メンタルトレーニング講

座 

４ 地域住民への貢献活動 

・除雪ボランティアの実施 

○地域の伝統行事に参加したことによる本校生の地域理解

の深化と地域貢献への達成感。 

○地域住民の方、子ども達の本校理解。 

○地域に必要とされる活動および人物像の理解とその実現

に向けての目標設定。 

○ボランティア活動に対する理解と積極的な参加姿勢。 

【進学】Ｈ28年度 進学者 197人中、県内 84人（43％） 

    Ｈ30年度 進学者 156人中、県内 56人（36％） 

【就職】Ｈ28年度 就職者 25人中、県内 19人そのうち置賜地区 12人（63％） 

    Ｈ30年度 就職者 27人中、県内 26人そのうち置賜地区 19人（73％） 

 好不況の影響もあるかもしれないが、地元置賜地区への就職希望が増えている。 

 地元の良さ、地元へ貢献したい、という気持ちを持っている。 

○地域との交流による地域貢献と本校生の人間的成長。 

○地域住民、子ども達の本校理解。 

○若者が地域行事に参加することによる地域の活性化。 

29 長井工業 

［人材育成「源流」プロジェクト］ 

１ 体験活動・講話 

  車いす陸上選手 永尾嘉章氏（全校生） 

２ 勤労体験活動・講話 

㈱青木ハウス 青木浩二氏 他 

３ 中学生向け学校説明会（ＰＲ活動等） 

４ 県ものづくりコンテストへの参加 

５ メカトロアイデアコンテスト山形県予選会 

参加・見学 

６ ナガレンジャー・ファイティングフェスタ 

（二足歩行ロボットイベント） 

７ 技能検定 

８ 山形大学等との交流・共同研究 

○車いす陸上選手の体験活動・講話では障がい者やパラリ

ンピックに対する理解を深め、ユニバーサルデザインの

視点や相手の立場に立ったものづくりに繋がる貴重な体

験活動となった 

○高校生ものづくりコンテスト山形県大会旋盤作業部門と

電気工事部門で準優勝し活躍することができた。 

○ナガレンジャー・ファイティングフェスタなど地域を盛り上げるイ

ベントでは、参加するだけでなく、準備から地域の商工

会議所や企業の方々と共同で取り組むことで、地域の一

員としての自覚と意識の高揚を図ることができた。 

△次世代リーダー育成セミナーにおいて山形大学での体験

活動や企業見学など自主的により多く生徒が参加するよ

うにしたい。 

○講演会や全校課題研究発表会での様子から学校の取組みや、資格取得に対して高く

評価していただいた。 

△本校受検者を増やすための対策 

熊野大社 万燈神輿渡御 

ナガレンジャー 

ファイティングフェスタ 



 

 

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：△ 

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（町内施設訪問・１年次） 

２ 白鷹町産業フェア演奏会・保育園訪問演奏会 

３ 白鷹中学校との交流演奏会、フラワー長井線ま

つり、白鷹町おんがく祭（吹奏楽部） 

４ 生徒会研修会①（中間総括） 

５ 白鷹町元気ニコニコ健康まつり（保健委員会） 

６ フラワー長井線車両清掃ボランティア 

７ 町作りワークショップ（生徒会執行部） 

８ 保育園訪問演奏実習（１、2年音楽選択者） 

９ 町スノ－フェスタ参加（生徒会執行部） 

○リーダーが育ち、生徒会活動が活性化した。 

○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 → 積雪量が

町の基準に達しなかったため、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。 

○３年間で生徒が大きく成長している。 

○学校創立７０周年の年に当たり、生徒の活躍が目覚ま 

しい。 

○吹奏楽部の活躍が素晴らしかった。県大会出場、定期演奏会、訪問演奏、地域の

方との交流など、生徒の皆さんがキラキラ輝いている姿に元気をいただいた。 

△学校評価とは何か？→「耳を傾けることを忘れない」という姿勢でさらに良い学

校にしてもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラワー長井線車両清掃

ボランティア 



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：△ 

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」におけるこれまでの蓄積をもと

に、地元食材を使った商品開発などを進めた。 

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」を開催し、県内外の高校生

との交流事業を行い、問題解決能力、合意形成能

力等の向上を図った。 

３ 広い視野で日本の芸術、文化に目を向けながら

地域伝統文化の継承と地域の活性化について研究

した。 

４ インターンシップや山形大学での研究活動を通

し、キャリア形成を促進した。 

５ 海外修学旅行や短期留学において、日本文化の

紹介や様々な交流を行い、視野を拡大した。 

６ 充実した「活動報告会」（小国町教育フォーラム

内）を開催した。 

○ 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ション研修など事前

準備を念入りに行い、合意形成能力や情報処理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。（地

区外の活動主催団体の意見総括を担当している学校運営協会委員からの報告） 

○ 地域文化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。（活

動報告に参加した一般の方からの感想） 

○ 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。（2学期末全校生による「活動の振り返

り」からの感想） 

○ 本校教育に対する地域や保護者の信頼感が高まり、本校生の成長も評価される

ようになった。（保護者対象学校評価アンケートでは、「学校の活動が地域によく

理解されている」という項目で、H30年度 88%、H29年度 72.7%、H28年度 80.4%、

また、今年度新たに設けた「生徒は学校の様々な活動を通して成長している」と

いう項目では 92.1%が肯定的回答をしている） 

○情報収集・処理能力や課題発見・解決能力の着実な向上 

○地域の良さを発見し、地域を活性化する意欲の向上 

○グローバル社会で活躍するための思考力・判断力・表現力の向上 

○望ましいキャリア形成に向けた意識の改善 

○本校教育に対する地域の信頼感の高まり 

○地域文化学での取組みがこれまで以上に地域に浸透し、町民の評価も高くなって

きている。 

○小規模校サミットをはじめ、それに追随する様々な活動が生徒を確実に成長させ

ている。 

△これまで以上に新しい発想をもって行事等を実行してほしい。職員減に伴って、

これまでの優れた活動実績を維持していく方策を早急に検討していく必要があ

る。 

 

全国高等学校小規模校サミット 


