
平成３０年度「魅力あふれる高校づくり推進事業」 

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：△ 

32 
鶴岡南 

山添校 

［黒川能についての学習］ 

１ 講話、実技 

(1) 黒川能教本を使い、歴史や能の分類、

継承する苦労など講話 

(2) 本物の面や扇を使い、実際に舞う体験 

２ 能楽の鑑賞会 

(1) 市民ホールで、能と狂言を鑑賞 

３ ボランティア活動 

(1) 7月の「水焔の能」会場設営 

(2) 2月の「王祇祭」春日神社石段の除雪 

○身近にあった伝統芸能を知ることを通して、生徒の郷土への誇り

や思いを定着させることができた。 

○優れた地元の文化を、学校発の形で、広く市民に知らしめること

ができ、地域貢献に繋げることができた。 

○ボランティア活動を通して、外部からの共感や賞賛を得ることで、

生徒の自己肯定感の向上に繋げることができた。 

○学習の成果や感想を書くことで、自己表現力を養うこと 

ができた。 

○地域の取組みに積極的に関わる活動形態ができており、地域に根差した学校として大切にし

なければならないと考えている。 

○「水焔の能」「王祇祭」に係るボランティア活動は、とても助かっており、ありがたい。 

33 鶴岡北 

 [多様な生き方に関する様々な情報を

取捨選択、活用し人生設計して、決定で

きる力の育成] 

１ ２年生き方講演会（大学模擬授業） 

大学の先生を招き模擬授業を一人２

講受講する形式。２年次生全員が受講。 

２ １年生き方講演会（地元企業説明会） 

高等教育機関卒業後、地元に戻り貢献

できる人材としての意識作り。大卒を採

用している地元企業の説明。１年次生全

員受講。 

３ １年１日総合学習 

２をふまえて実際に地元企業を見学

し視野を広げさせる。 

○大学での学習や研究に触れることで、自分の進路に対する視野を広げることができた。 

（２年次） 

○地元の良さを再発見し、かつ地元の企業のことを知ることができ、地元へ戻ってきて社会貢

献したいという気持ちを持たせることができた。また、１つの会社の中でも様々な仕事をし

ていることに気づくことができた。（１年次） 

○高校生活を生涯にわたるキャリア形成の基盤の時期と自覚 

し、より充実した毎日を送ろうと意欲を高めることができた。 

（１，２年次） 

○人生、職業、大学・学部選択と高校生活がつながり、大学進学 

の意義を認識して将来を見通して進路学習に主体的に取組む姿 

勢が見られるようになった。（２年次） 

△進路に対する意識を高める機会にはなっているが、その気持ち

が長続きはしない。（１，２年次） 

○社会人としてのあり方を考える意識づけとして役立っている。 

 

 

 

 

黒川能鑑賞 

１年「生き方講演会」 

） 



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：△ 

34 鶴岡工業 

[地域に貢献できる生徒を育成するため

の工業教育の充実] 

１ 山形大学での先端技術の研究体験と

模擬講義体験 

(1) 最先端研修 

「磁石振り子」をテーマに、４名が研

究体験を体験した。 

(2) 模擬講義体験 

「良いアルゴリズムの設計」について、

９名が模擬講義を体験した。 

２ 課題研究・研究クラブ中心の、探究・

研究活動や実践的活動と情報の発信 

(1) 「鶴工ものづくり展示会」の実施 

会場：イオンモール三川 

作品展示、実演、公開講座 

(2) 「鶴工研究発表会」の実施 

会場：荘銀タクト鶴岡 

各学科や研究クラブの研究成果発表 

○「創造的思考」や「探究力」、「主体性」、「協働性」を育てる貴重

な活動を通し、本校の探究活動や研究活動のリーダーとしての気

概を育てることができた。 

○地元大学で学ぶことにより、本県が育む技術に興味を抱くことや

郷土愛を育むなど、キャリア形成の醸成につなげることができた。 

○大学の研究室で学んだ生徒が周囲の生徒を牽引し、本校の研究 

活動を推進することにより生徒全体の成長に結びつけることがで 

きた。 

○本校の特色ある教育活動の一端を広く地域に公開することで、学 

校理解が図られ、地域ニーズの掘り起こしにつなげることができ 

た。 

○大学研修では生徒の積極性や知的好奇心を引き出す貴重な学習機会になっている。 

△大学研修に参加できる生徒の拡大を期待する。 

○研究発表会も年々レベルアップした内容となっており、素晴しい取組みとなっている。 

○研究発表会は生徒の「目的を持って学習する楽しさ」を育てている。 

○展示会や発表会での体験を通して、進学や就職にも積極的に取り組むキャリア形成がなされ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴工ものづくり展示会 



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：△ 

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 大学見学と模擬授業の体験 

(1) 重要文化財旧米沢工業高等学校見学 

(2) 機械システム工学科古川研究室の見 

  学 

(3) 工学部システム創成工学科の概要説 

  明 

(4) 模擬講義と実験（生徒参加） 

２ 地域学習と地域交流の活動 

地域に花を届けよう 

・手作りプランターにビオラとパンジーを

植え、鶴岡市文化会館「荘銀タクト鶴岡」

に寄贈 

○模擬授業と山形鋳物の学習を通して、生活を豊かにするデザインの意義を学び、山形県の伝

統的な産業の一つを知ることができた。 

○大学の研究や学びが地域産業等とかかわっていることを知り、自分の進路についても考える

ようになった。約 85％の生徒が進路と産業の理解に役立ったと回答した。 

○プランターづくりの作業と活動を通して生徒間の交流と自信を深めることができた。出席状

況が昨年度より改善した。生徒は行事参加を楽しみ意欲的に学校生活を送っている。 

○生徒を代表して生徒会執行部が鶴岡市などに贈呈した。寄贈先から喜ばれ、生徒の地域を大

切にする心情をはぐくむことができた。 

○学校見学、地域産業の学習、地域への奉仕活動を通して生徒の学校生活の充実に役立った。 

○生徒はいずれも成果目標達成に向けて努力している。 

○生徒の積極性、自主性を育てている。地域との関わりを持たせ意識改革にも役立っている。 

○働きながら学ぶ生徒が普段の仕事や生活から離れて別の世界を見たり体験したりすること

で、ものづくりにも生かしていけると思う。 

○生徒の興味関心に沿いながら地域資源と出会い結び付けている貴重な学習プログラムであ

ることが評価できる。生徒の感想文から体験や実践のある学習から主体性をはじめとする成

長があったことが伺える。 

△活動後の生徒の感想や気持ちを今後どう生かしていくか。 

△もっと予算を増やし宿泊研修ができたらもっと素晴らしいものになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学模擬講義 



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：△ 

35 鶴岡中央 

［一人ひとりの着実なキャリア形成］ 

＜普通科＞ 

１ 大学訪問（オープンキャンパス参加） 

２ 地元企業訪問 

３ 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「総合的な学習

の時間（総合学習）、（課題研究）」にお

ける体験的・実践的な学習 

２ 地域の実態を知り、高校生として地域

に貢献できることを考えさせる学習

 

＜普通科＞ 

○模擬授業を体験し、学問のおもしろさを学ぶことができた。また、学部学科の具体的な情報

収集を行うことで進路決定に役立った。 

○地域課題について東北公益文科大学の武田先生より講話いただき、更に地域の方や学生にフ

ァシリテーターとして討論に加わっていただくことで、探究学習に主体的に取り組むことが

できた。 

＜総合学科＞ 

○外部講師（地域人）による講話や実技講習を通し、各系列の特色を活かした学びをすること

ができ、専門的な技術と知識の習得に大いに役立った。 

○総合学科発表会では、各年次取り組んできたことの成果を十分に発表することができた。△

日程調整（昨年度平日開催）したが、予想したほど来場者数が増えなかった。地元中学生の

参加を一層促していきたい。 

○総合学科発表会参観者アンケートでは、参加して学校の様子を理解するために役立ったとい

う答えが多かった。 

＜保護者による教育評価＞ 

○「普通科と総合学科それぞれの特色を活かした教育活動を展開している」普通科 93.1％

（-0.4％）総合学科 95.8％（+1.1％） 

○「全体を通して、保護者の期待に応えた教育活動が行われている」普通科 86.0％（+2.0％）

総合学科 88.8％（3.2％） 

△「教育活動を家庭や地域に伝える努力をしている」普通科 79.2％（前年比－2.2％）総合学

科 85.0％（+6.6％）教職員の評価では、「教育活動や学校運営の状況を保護者・地域に知ら

せている」は 98.4％（0％）と差が大きく、保護者にきちんと伝わっていないものもある。 

かまぼこ実習 



 

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：△ 

37 庄内農業 

［県産小麦を利用した商品化開発と加

工技術の習得］ 
１ 小麦の栽培法とその利用 

(1) 昨年１０月に本校の玉川農場に播種

し、年内に発芽を確認した。 

(2) 昨年度収穫した小麦を地元の農家よ

り提供を受け加工した。 

２ 地域の加工業者からの技術指導と商

品開発 

(1) 酒田市のベーカリーオリーブより、生

物生産科３年生の食品製造の授業で実

技指導していただいた。 

(2) 庄内スコーンの秋田氏より、２・３年

生が２週にわたり実技指導を受けた。 

(3) 夏季休業を利用し、小麦加工品施設の

視察研修を行った。 

(4) 前年度推進事業で得た知識を活用し、

今年度の食品製造の授業で精肉加工品

を製造した。 

○地域で成功している方からの実技指導を通して、加工製品の難しさを知ることができた。ま

た、３年生の職業観にも影響を与えることができた。（ベーカリーオリーブ） 

○６次加工施設を使用して起業している方からの指導を２・３年生が受けることで、次年度へ

の目標と課題が明確なものとなった。（庄内スコーン） 

△小麦の播種が天候や行事等により遅れてしまった。（発芽は確認） 

○６次産業化に向けた商品開発については、地元企業と連携し、技

術指導を受けながら研修を重ねることにより、生徒の学習意欲も

向上している。 

○「高校づくり推進事業」の活動を通して、食品関連企業に就職す

る生徒が増加傾向にあることは評価される。（Ｈ２９年度 22.5％

→Ｈ３０年度 30.2％） 

食品製造 実技指導 



 

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：△ 

36 加茂水産 

［学校の特色を生かし、地域に根ざした

教育活動の実践］ 
１ 淡水生エビ「スジエビ」の教材活用で

は、５月中旬～６月上旬までふ化が確認

された。生れたゾエア幼生を授業で観察

することができた。しかし、初期餌料を

餌付かせることができず、１週間程度で

死滅した。 

２ 大山小学校５年生とクロダイとヒラ

メの合同放流を行った。  

３ 内水面養殖施設を見学し、シロザケに

関しては、採捕と人工授精を実際に行っ

た。 

４ 鶴岡大産業まつり、県産業教育フェア

への参加 

５ 地元の水産物を使った製品づくり・製

品開発 

６ 地元の料理人による地元水産物を使

った料理教室 

７ 地元漁業体験（底曳網、定位置、船釣

り）・漁具作成 

８ 海洋教育促進活動（ポスター作製、海

洋教育サミット参加、出前授業） 

 

△スジエビが抱卵することで、ふ化は確実におこなわれ、ゾエア幼生を観察することができた。

しかし、稚エビまで育てることができなかった。ただ、飼育水槽の増設等規模の拡大が可能

となり、実習効果・研究効果が向上した。 

○大山小学校５年生６９名が本校でヒラメとクロダイの放流を行い、生徒が先生役でヒラメの

学習会を開催した。昨年の反省点を改善し、Ａ０版用紙の紙芝居形式で、多くの児童にも判

りやすいものにできた。 

○箕輪鮭漁業生産組合での現場実習では、昨年と同様、親魚の遡上数が少ないながらも鮭を実

際に取り上げ、人工授精まで繋げることができた。 

○庄内農業高校と連携したエビ味噌ラーメンの開発やイワシやサゴシなどを使った缶詰の試

作などを行うことができた。生徒自ら課題を見つけそれに向けた対策を考えることができる

ようになり、学習に対する意欲も向上した。 

○地元料理人を講師として招き、鳥海丸で漁獲したベニズワイガニやマグロ、地元の魚介類を

使い、魚の捌き方、調理方法などについて学んだ。食品加工の実習とは異なる調理の仕方を

学ぶことで、生徒の調理関係への興味関心も高まった。 

○定置網体験漁業でサケの漁獲について学び、校内実習では、燻製製品の開発予算が確保され、

地元で漁獲されたサケを購入し、講師を招き、冷燻によるサケの燻製品づくりを行った。で

きた製品は生徒等に好評であった。 

○海洋教育については、地元漁業の先人・先覚者について、加茂の方々に協力してもらいまと

め、ポスターにし、地元コミセンや海洋教育サミット等で発表した。地元の小学校・保育園

での出前授業では、生徒が、園児や児童に生き生きと接していた。 

○実際に産業界や大学・他学校等を訪問して、最新の技術等にふれた研修を通して専門性への

興味関心が高まり、人材輩出にもつながった。 

○窒素氷、アワビの食害、紅ズワイガニ、サンマを原料とした新製品開発や海洋教育の探究な

どの取組みは、地域課題に密着した素晴らしいものである。 

△他関係機関との今後の連携に向けて一層期待したい。 

○小学校や保育園への出前授業やスジエビ・シロザケへの取組みは、生徒の成長につながるも

のであると同時に地域連携の観点からも非常に意義が大きい。今後も続けて欲しい取組みで

ある。 

○地元水産物を使った新商品の開発は、生徒の主体的な学びの姿勢や考える力を育て、地元水

産業への貢献にもつながる取組みである。 

△海洋教育は今後、国等の施策などからも重要になってくると思われる。一人でも多くの

児童・生徒が海洋教育に興味を持ち、考えるような取組みを期待したい。 

シロザケ採捕 



 

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：△ 

38 庄内総合 

［自己実現を図るためのキャリア教

育］ 
１ 自己理解【１年】 

(1) 社会人講話（働くということ） 

(2) 職業人インタビューとまとめ発表 

(3) 外部講師による「社会人講話（マナー

アップ）」 

(4) インターンシップおよび体験発表 

(5) コミュニケーション能力養成講座 

２ 自己表現【２年】 

(1) 聴き方・話し方講座 

(2) ライフプランの作成と発表 

（地元企業見学・インタビュー） 

(3) 社会人講話 

（人生設計と働くということ） 

３ 自己実現【３年】 

(1) 地元企業との交流会 

(2) マナーアップ講座 

(3) 地域での活動 

（ふるさと探究・卒業研究） 

(4) 模擬面接 

【１年】 

○社会人講話やガイダンス、就業体験を通して進路意識が高まった。 

△進路実現に向かって主体的に学ぶ力、自己表現できる力をさらに要請する必要がある。 

【２年】 

○様々な講座、講演、地元企業との交流等を通して、自分の将来について深く考え、ライフプ

ランとしてまとめパワーポイントを用いて発表した。 

△自ら進んで相手に自分の考えを伝えるコミュニケーション力が必要である。 

【３年】 

○地域資源を活用した授業、企業との交流会など様々な経験が、相手の話を理解し、自分の意

見を伝える力の育成につながっていると考えている。 

△聴衆の前でプレゼンテーションする力の育成が必要である。 

【全体】 

○全員が発表を行い、まとめ、伝え、巻き込むためのコミュニケ 

ーションの大切さを理解できた。 

○１月の総合学科発表会では、代表生徒が様々な体験をプレゼ  

ンテーション資料にまとめ、伝える経験を通して自信につなげる 

ことができた。 

△生徒による学校診断アンケートで“本校の「キャリア１２３」をしていて、自分のためにな

っている”のＡ＋Ｂ評価が 85％である。様々な取組みがイベントで終わらず、一人ひとり

の心に響き、自己の生き方・在り方を考える機会となるようにしたい。 

○行政課題に関心をもって調査・提案を行うふるさと探究は、生徒が自分達の住んでいる地域

に愛着を持つ良い体験となっている。 

△商工会でも地域おこし協力隊と共同で新商品開発などを行っている。高校生とも一緒に事業

を起こしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会人講話 



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：△ 

40 酒田西 

［個に応じたコース制の充実と探究学

習を活かしたキャリア教育の実践］ 

１ 芸術コース（美術） 

「目からウロコ」の芸術実技研修（美大

まるごと体験合宿） 

東北芸術工科大学で講義・実技研修（ワ

ークショップ） 

２ 探究学習 

(1) 「社会と情報」（1年次） 

・統計グラフコンクール出品のための基礎

学習 

・エクセルの操作技術習得やプレゼンテー

ションソフトを活用した「探究学習」の

発表資料の作成 

(2) 「学問探究」（1年次） 

・テーマを設定し、グループで探究活動を

行い、発表を行い共有化 

(3) 理系コース（全年次対象） 

・農業経済学 ワークショップ 

・「農学の夕べ」受講 

○進路目標が明確になった。進路意識が高まり、意欲的な学習態 

度が見られた。 

○実技研修において、限られた時間を有効に使う能力が高まった。 

○グループワークやワークショップなどを通して、他者との意 

見交流などを行い、自己表現力やプレゼンテーション力の向上 

が見られた。このことにより、推薦入試やＡＯ入試を希望して 

いる生徒の意欲的に取組みや、合格につながった生徒もいる。 

○考察力が深まった。 

○さらに探究を深めたいという意欲が高まった。 

○高・大連携により地域定住農業者育成事業の取組みに関わる足掛かりとなり、次年度の計画

を進めている。 

△学問探究では、テーマ設定に時間を要し、探究する時間不足が見られた。 

△ワークショップなどを行う際の時間の確保。 

△1年次からの積極的な参加促進と年次からのバックアップ。 

○進路に対する意欲の向上が見られたことや、推薦入試やＡＯ入試の合格につながっている。 

○地元大学や関係団体との連携が図れている。地元定着にもつながる。 

○プレゼンテーション力を身につけてきている。 

△１年次生の進路に対する意識をさらに向上させる手立てをしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美大まるごと体験合宿 



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：△ 

40 
酒田西 

定時制 

［コミュニケーション能力育成事業］ 

１ 食育（地場野菜作り） 

２ 食育（調理実習） 

３ 地域探訪（玉簾の滝・丸池・土門拳記

念館） 

４ 地域コミセン文化祭参加 

５ 進路研修（酒田調理師専門学校） 

 

○地域探訪では、今まで訪れたことのない生徒が多く地域に興味を持つ良い機会になった。 

○食育では、年次を超えた活動でコミュニケーション能力の向上が見られた。 

○地域のコミセン文化祭への参加は定着し、地域からも期待されるようになってきた。 

○進路研修では、１年次生が専門学校での体験・見学を通して、働く為の学習について理解を

深めた。 

○本事業により生徒の主体的、コミュニケーション能力の伸長が図られる。 

○地域コミセン文化祭への参加により、アンケートの「周囲の人たちに感謝する気持ち」と「他

人のことを考えて話をする」という項目が向上していることから社会性が育成されている。 

○進路研修については、生徒用アンケートの「将来のことを考えている」保護者用アンケート

の「本校は、子供のそれぞれの目標達成のために努力している。」という項目が向上してい

ることからキャリアプランニング能力が向上していると判断できる。 

○食育活動が全職員共通理解のもと、全体で行われていることと、心身の健康に関する意識付

けの向上が認められた。 

○今後も継続して欲しい。 

 

41 酒田光陵 

［「総合的な地域本部」設立プロジェク

ト］ 

１ 酒田まつり等、行事参加体制拡充 

（新たに光陵山車を制作して参加） 

２ 一般社団法人ＳＫＩＥＳの事業を全

学科への拡充 

３ 学校応援ボランティアの協力による

個に応じた学習指導の充実。 

４ 地域の小学生・中学生対象のものづく

り体験指導 

５ ドローン講習会の実施 

○酒田まつりへの参加で、地域社会から寄せられる生徒への期待と好評価は、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を育んだ。 

○事業をとおして小中高の三者の連携を構築することができた。 

○生徒が積極的に地域社会と関わっていることは、双方にとって 

良い結果をもたらしている。学びの内容もよく発信されている。 

○企業と連携した授業は、社会人力を高める上で効果的である。 

進路研修・食育 

酒田まつり参加 

 



 

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：△ 

42 遊佐 

［社会的自立を目指し、キャリアデザイ

ンしよう］ 
１ 新規に開講する学校設定科目の充実

と授業支援 

(1) 「地域デザイン」校外学習と出前講座 

(2) ｢フードデザイン｣郷土料理教室「笹巻

き作り」 

(3) 食育事業における外部講師招聘 

(4) 授業ボランティア 

２ 外部講師によるキャリア学習 

・進路ガイダンス・スキルアップのための

外部講師招聘 

３ 人とつながる人間力の育成と向上 

・命の授業 映画「うまれる」鑑賞 

４ 外部講師とＰＴＡによる模擬面接会 

５ 総合学科における学習成果の発表 

６ 「産業社会と人間」のまとめとして「私

のライフプラン」作成 

○地域で活躍している人との交流を通して充実した学びができ、地域貢献活動への意欲の高ま

りとともに新たな活動も生まれた。 

※学校評価アンケートにおいて、地域の特色を生かした教育活動に満足していると回答した

生徒は 82.0%、保護者は 87.0%である。また、3 年次対象のアンケートでは、遊佐高校の

良さとして地域と連携した学びができることを挙げている生徒が 71.4%である。 

○コミュニケーション力育成の一環として「漫才教室」を開催した。人前で話をすることへの

自信も芽生え、協働して取り組む際の意思疎通にも改善が見られた。 

※遊佐高校で成長できたと感じているところを聞いた 3 年次対象アンケートの自由記述に

は、多くの生徒が「進んで挨拶ができるようになった」「人前で話すことが得意になった」

と回答している。 

△自己肯定感の改善がみられるが、まだまだ校内での生活・活動に限定された傾向がある。身

近な地域社会活動での主体的かつ積極的な参加・活動を促し、さらに拡大・発展させていき

たい。 

○あいさつ、人前での発表など、明るくのびのびと成長している。 

△保護者や地域との連携を高めた生徒育成や魅力ある学校づくり。 

 

キャリア学習 


