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学びと社会がリアルにつながる！

山形県立村山
産業高等学校

〒995-0011 山形県村山市
楯岡北町一丁目3番1号
TEL 0237(55)2538
FAX 0237(55)5134

～村産だからできるＳＤＧｓへの挑戦～

＜行事予定＞
＜５月＞
26日(水)

尿検査③
SC相談日③

27日(木)
28日(金)

2年進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
県高校総体陸上
県高校ワープロ競技会

５月８日～9日最北地区高等学校総合体育大会

躍動する！村産運動部
第68回春季東北地区高等学校野球山形県大会最北地区予選会
県大会は、野球部が５／１５の対山
形東高校戦から始まります。また、他
の競技も６／４～６／６の期間を中心
に、早いものは５月の末から競技が開
始されます。
村山産業高校の県大会での健闘を期
して、皆さんも応援よろしくお願いし
ます。フレー！フレー！村産
頑張れ！頑張れ！村産

29日(土)
30日(日) 県高総体自転車ﾛｰﾄﾞ
31日(月)
＜６月＞
1日(火) みだしなみ指導②
2日(水) 耳鼻科健診①
ｻｰﾍﾞｲｺﾝﾃｽﾄ
3日(木) 1年進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
4日(金)
5日(土)
6日(日)
7日(月)
8日(火)
9日(水)

2年適性検査
県高校総体①
県高校総体②
県高校総体③

令和3年5月2６日(水)発行
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頑張れ！村産野球部

村産運動部が躍動！まずは、4月下旬
から始まった第68回春季東北地区高等
SC相談日④
耳鼻科健診②
学校野球山形県大会最北地区予選会にお
1年交通安全教室
いて、本校野球部がみごと勝ち抜いて、
10日(木)適応支援委員会①
優勝多数！自転車競技部
県大会出場を決めてくれました。
1・2年ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙ防止講話
柔道部の雄姿
ピッチャーを中心とした安定した守り
11日(金) ものづくりｺﾝﾃｽﾄ
県大会旋盤(本校会場)
から、好機を逃さずヒットを連ね
12日(土)
る村産野球が展開され、県大会でも 産業高校の強みをグローカルに実践
13日(日)
期待が持てる内容でした。
14日(月) 賞状伝達②
また、５月８日～9日に行われた
内科検診③
15日(火) 部科長主任会議
最北地区高等学校総合体育大会でも
16日(水) 一斉退校日
山岳部が貫録の最優秀パーティーを
17日(木) 3年進路説明会
獲得したのをはじめ、柔道女子団体
18日(金) 計算技術検定
そして個人戦、剣道女子団体、そし
3年保護者進路説明会
19日(土) ものづくりｺﾝﾃｽﾄ
て自転車競技では、トラック・ロー
20日(日) 全商珠算電卓検定
ド団体、個人の全種目で第1位を獲
21日(月) 3-4工場見学
得。その他の競技でも村産生らしく
22日(火) 2年ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(農工)
第1回学校評議員会
、堂々とそして誠実に、全力を尽く
今、世界的に話題になっている「SDGs
23日(水) SC相談日⑤
して最高のパフォーマンスを発揮し （エスディージーズ）」は、「2030年に
農ク県意見発表会
てくれました。
向けた持続可能な国際目標」の総称です。
24日(木) 職員会議
本校は、8年前に県内で初めて農・工・
１年保健講話
頑張ったぞぉ！村産運動部の精鋭
商の大学科を持つ産業高校として開校以来、
25日(金) 情報技術検定
5学科それぞれの学びを通して、「グロー
バル」かつ「ローカル」な視点で、世界そ
して地域をテーマに様々な活動にチャレン
県大会でも勝利を目指し頑張ろう！！ ジし、その課題解決を図るなど、成果を上
げてまいりました。
<山 岳 部> 登山男子 最優秀パーティー（第 1 位）
本校の学びの特徴は、農・工・商と幅が
<テニス部> 女子ダブルス 第２位 岸 里南・三瓶 鈴音
<柔 道 部> 女子団体 第１位・女子個人 48kg 級 第１位 庄司怜菜・52kg 級 第１位 池野未優
広いこと、そしてそれぞれが連携しあえる
男子団体 第２位・男子個人 60kg 級 第３位 伊藤 暁・第３位 岸 勇杜
ことにありますが、その取り組みは、ＳＤ
66kg 級 第 ２位 大場 絢・73kg 級 第３位 齋藤真斗威・90kg 級 第２位 髙橋一史
100kg 級 第３位 松田昇也・100kg 超級 第２位 阿部絢惟
Ｇｓをほぼ網羅できるものであります。
<剣 道 部> 女子団体 第 1 位（新庄北との合同チーム） 女子個人第 3 位 中嶋沙星
本校では、今年の学校経営のテーマを
<自転車競技部> トラック総合第 1 位・ロード総合第 1 位・学校対抗総合第 1 位
1km ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ(男子) 第 1 位 斎藤 光・第 3 位 奥山 鈴・500m(女子) 第 1 位 菅井真生
学びと社会がリアルにつながる
3km ｲﾝﾃﾞｨﾋﾞｱﾙ･ﾊﾟｼｭｰﾄ(男子) 第 1 位 斎藤 光・2km(女子) 第 1 位 菅井真生
16km ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ(男子) 第 1 位 斎藤 光
～村産だからできるＳＤＧｓへの挑戦～
<陸 上 部> 男子円盤投げ 第 1 位 結城連・走り幅跳び 第 3 位 村田悠・砲丸投げ 第 3 位 伊藤伯
とし、それぞれの分野から、ＳＤＧｓに挑
女子三段跳び 第 2 位 今野未那・第 3 位 髙橋希愛・ハンマー投げ 第 2 位 髙橋希愛
<男子ハンドボール部> 第 2 位
戦してまいります。
<卓 球 部> 男子団体 第 2 位 女子個人 斎藤さやか 第 2 位
ぜひ、村産生に注目してください！！
他 男子バスケットボール部・女子バレーボール部、各個人種目多数で県大会出場！
内科検診

チャレンジ!ＳＤＧｓ

地区大会入賞

天童市立寺津小学校の皆さんへ！机とり付けタブレット専用台

寄贈!タブレット台
本校電子情報科生徒が作成！Ｒ2年度から交流

タブレット専用台
令和2年度より、本校電子情
報科の生徒が、天童市立寺津小
学校のＩＣＴ学習の推進に向け
た机に脱着できるタブレット専
用台を寄贈しています。
寺津小学校の児童の皆さんは
一人一台のタブレットが配布さ
れており、ＩＣＴ学習に積極的
に取り組んでいるのですが、こ
れまでの学習用の机は、教科書
やノートを置くと、タブレット
を置くスペースがないことが問
題でした。
それを解消できないかという
ご要望に応え、高等学校では本
校にしかない高性能のレーザー
カッターを活用して、机に脱着
可能なタブレット専用台を製作
し、寄贈したものです。

今年も、生徒が実習の中で製
作したタブレット専用台を、5
月27日に寺津小学校に持って
行く予定を立てています。
学習の成果を活かした製作
物が、小学生のＩＣＴ学習に
役立っていることがなにより
うれしいことです。

機械科の実習風景

アクセスしてネ!
ＨＰ・Ｔｗｉｔｔｅｒ
● http://www.murayama-ih.ed.jp/
● https://twitter.com/murayama_ih

村山産業高校の情報が満載
写真も多く掲載しています
インターネット等を使って、
HPは「村山産業高校」で、
ツイッターは「村山産業高
校 Twitter」で検索してみ
てください！

本校の施設にはエコが満載！太陽光
発電や風力発電、雪を利用した冷房シ
ステムや木質ペレットを燃料とした冷
暖房システムもあります。
今回は、木質ペレット冷暖房システ
ムのメンテナンスにお邪魔して、内部
を撮影させていただきました。
どんな仕組みで、冷暖房が可能なの
か不思議ですね！そんな勉強ができる
のが本校の良さです。

“学びの先にあるもの”を見据えたキャリア教育

地元企業との太いパイプ
を活かした就職実績！
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◇就職
村山市
東根市
山形市
尾花沢市
河西建設㈱
アイジー工業㈱
㈱オフィスコンフォートM
㈱うろこや総本店
北郡信用組合
㈱アイビー
㈱蔵王カンパニー
㈲スカイファームおざき
㈱コヤマ
㈱オシキリ山形工場
㈱サンコー食品
㈱山陽精機 山形工場
蔵王米菓㈱
光洋技研㈱ 山形工場
芝浦シヤリング㈱
㈱最上世紀（２）
㈱サトー精工
㈱サンテック
税理士法人 霞城会計事務所
寒河江市
㈱三興製作所 山形工場
㈱ジェック
太平興業㈱ 山形支店
鈴木食品製造㈱
㈱マルハニチロ山形（2） THK㈱ 山形工場(4)
㈱多田木工製作所
TPR工業㈱
天童市
㈱ナガオカ
東北電化工業㈱
日東ベスト㈱（2）
芦野工業㈱
東根市農業協同組合
トヨタカローラ山形㈱
県内他
㈱アビーズ
㈱東根新電元
㈱ニフコ山形（２）
日本郵便㈱東北支社
㈱エイジェック山形オフィス
㈱日立建機カミーノ
丸東商事㈱
㈱山形メイコー
㈱滝の湯ホテル
㈱丸市運送
㈱MOVIE ON
㈱やまや
㈱チノー山形事業所
山形イハラ㈱
名鉄運輸㈱
㈱ヨークベニマル
天童市農業協同組合
山形オーデリック㈱
山形農業協同組合
県外
日新製薬㈱（3）
㈱山形共和電業
山形丸果中央青果㈱
トヨタ自動車東日本㈱
㈱ホテル王将
山形サンケン㈱（4）
㈱ヤマザワ
山崎製パン㈱
㈱ほほえみの空湯舟つるや ㈱山形パッケージセンター ㈱ワイム
㈱ユアテック
㈱山本製作所
㈱渡会電気土木
公務員
陸上自衛隊 一般曹候補生（２）
自衛官候補生
◇進学
四年制大学
東北公益文科大学 公益学部公益学科
東北工業大学 工学部情報通信工学科
東北芸術工科大学 デザイン工学部映像学科
東北工業大学 工学部電気電子工学科
東北芸術工科大学 デザイン工学部プロダクトデザイン学科 千葉商科大学 商経学部商学科
東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科
日本工業大学 情報メディア工学科
石巻専修大学 理工学部食環境学科
日本大学 工学部電気電子工学科
東北文化学園大学 工学部知能情報システム学科
新潟食料農業大学 食料産業学部
宮城学院女子大学 学芸学部心理行動科
短期大学
山形県立米沢女子短期大学 社会情報学科
聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科
羽陽学園短期大学 幼児教育科(2)
仙台青葉学院短期大学 ビジネスキャリア科（2）
職業能力開発校・大学校
山形県立産業技術短期大学校 機械システム系デジタルエンジニアリング科 / 建築環境システム科
山形県立産業技術短期大学校 情報システム科 / 知能電子システム科 / 土木エンジニアリング科
山形県立産業技術短期大学校庄内校 ＩＴ会計ビジネス科
山形県立農林大学校 花き経営学科 / 果樹経営学科（2） / 畜産経営学科 / 野菜経営学科
山形県立農林大学校
農産加工経営学科（2） / 林業経営学科(2)
東北職業能力開発大学校 電気エネルギー制御科
専門学校
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
仙台ﾃﾞｻﾞｲﾝ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ専門学校 ｺﾐｯｸｲﾗｽﾄ&ﾏﾝｶﾞ専攻
介護福祉学科（３） ＯＡ経理ビジネス科
仙台理容美容専門学校 美容科
大原スポーツ公務員専門学校（２）
専門学校デジタルアーツ仙台 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ科
山形美容専門学校
東北電子専門学校 機械CAD設計科
山形デザイン専門学校 ビジュアルデザイン科
東北電子専門学校 Ｗebクリエーター科
専門学校山形Ｖカレッジ ＩＣＴクリエイト科
東北電子専門学校 AIシステムエンジニア科
花壇自動車大学校 自動車科
東北動物看護学院 動物看護総合学科（２）
国際マルチビジネス専門学校 国際ﾎﾃﾙ学科
東京ＩＴ会計専門学校 ＩＴプログラミングコース
仙台ecｏ動物海洋専門学校 動物・ﾍﾟｯﾄ学科（３）
代々木アニメーション学院仙台校ｴﾝﾀﾒ学部声優ﾀﾚﾝﾄ科
仙台ecｏ動物海洋専門学校 海洋・ECO学科
宮城調理製菓専門学校 上級製菓製パン科
仙台ウエディング&ブライダル専門学校
東京アニメーションカレッジ専門学校 ﾏﾝｶﾞｲﾗｽﾄ学科
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾍｱﾒｲｸ&ﾄﾞﾚｽ科（2） ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ科
東京山手調理師専門学校 調理総合本科
仙台ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ&ﾀﾞﾝｽ専門学校 音楽ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科
日本電子専門学校 ゲーム制作科

