令和3年度 第３号

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＞
＜６月＞
28日(月)
29日(火)
30日(水) SC相談日⑥
＜７月＞
1日(木) 期末テスト①
～求人開始～

2日(金) 期末テスト②
一斉退校日

3日(土)
4日(日)
5日(月) 期末テスト③
6日(火) 期末テスト④
壮行式
7日(水)
8日(木) 部科長主任会議
9日(金)
10日(土)
11日(日)
12日(月) 農ク強化練習会
13日(火)
14日(水)商業研究発表大会
（本校会場）

15日(木) 一斉面談
16日(金) 農ク強化練習会
17日(土)
18日(日)
19日(月) クラスマッチ①
成績会議・職員会議

20日(火) クラスマッチ②
21日(水) 終業式・大掃除
賞状伝達・一斉退校日

22日(木) 海の日
＜夏季休業＞
23日(金) スポーツの日
＜東京オリンピック開幕＞

24日(土)
25日(日)
～8/8
～8/18

令和3年６月2４日(木)発行
文責 青柳 晴雄

７月24日～8月24日 北信越インターハイ２０２1出場

全国へ!輝け君の汗と涙
山岳部7年連続出場 自転車ロード２名・スクラッチ１名全国へ
女子でも５００ｍタイムトライアル、
インディヴィデュアル・パーシュート
で菅井真生選手が1位を獲得しました。
結果、男子ロードレースの斎藤光選手
（2年）がインターハイ出場が決定し
ました。また、東北大会の結果を受け、
奥山鈴選手(３年)が男子ロードレース
で。斎藤光選手がスクラッチでイン
ターハイ出場が決まりました。
福井県で行われるインターハイでも、
頑張れ！村産山岳部・自転車競技部
山岳部・自転車競技部とも、村産生ら
5月末から6月初旬まで、県内各地で
しく、堂々とそして誠実に、全力を尽
様々な競技が開催された山形県高等学校
くして最高のパフォーマンスを発揮し
総合体育大会。本校では、山岳部が開催
中止の昨年度を挟んで、みごと7年連続 てくれることを祈っています。
のインターハイ出場を勝ち取りました。
県内各高校の山岳部が集い、長井葉山
を会場に、今年度福井県で開催されるイ
ンターハイの出場権をかけて、大会が行
われましたが、最後は本校と山形東高校
山岳部との高いレベルでの戦いを制し、
本校山岳部諸君が栄冠をつかみ取りまし
産業高校の強みをグローカルに実践
た。日々取り組んできた背中に重りを背
負っての階段上り、そして大会直前に
チャレンジした本校から日本海までを歩
いて移動した訓練が選手の自信となり、
昨年度の中止を挟んで7年連続ＩＨ出場
最高の結果を得ることができました。
また、自転車競技部は、男子競技のポ
イントレースと個人ロードレースで斎藤
光選手（2年）が第1位を獲得。

チャレンジ!ＳＤＧｓ

県大会・東北大会結果
＜山 岳 部＞ 県大会登山競技(男子) 最優秀パーティー（第 1 位）

→インターハイ出場

＜自転車競技部＞「東北大会結果」
個人ロードレース(男子)第 14 位 奥山 鈴(3-4 東根三中)→インターハイ出場
個人スクラッチ(男子)第 6 位 斎藤 光(2-3 葉山中) →インターハイ出場
個人ケイリン他(女子)第 6 位 菅井真生(2-1 葉山中)
「県大会結果」
個人ロードレース(男子) 第１位 斎藤 光(2-3 葉山中) →インターハイ出場
個人ロードレース(女子) 第１位 菅井真生(2-1 葉山中)
スクラッチ(男子)
第１位 斎藤 光(2-3 葉山中)
２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート(女子) 第１位 菅井真生(2-1 葉山中)
スプリント(男子)
第２位 奥山 鈴(3-4 東根三中)
４ｋｍ速度競走(男子)
第２位 奥山 鈴(3-4 東根三中)
ポイントレース(男子)
第２位 斎藤 光(2-3 葉山中)
１ｋｍタイムトライアル(男子) 第３位 斎藤 光(2-3 葉山中)
チームスプリト(男子)
第２位 石川大雅(1-4 河北中)・斎藤 光・奥山 鈴
４ｋｍチームパーシュート (男子) 第２位 石川大雅・斎藤光・内田尚太朗(1-1 東根三中)・吉成実光(1-4 東根三中)
団体 トラック総合第２位・ロード第２位・学校対抗総合第２位

今、世界的に話題になっている「SDGs（エ
スディージーズ）」は、「2030年に向けた持
続可能な国際目標」の総称です。
本校は、8年前に県内で初めて農・工・商の
大学科を持つ産業高校として開校以来、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。
本校の学びの特徴は、農・工・商と幅が広い
こと、そしてそれぞれが連携しあえることにあ
りますが、その取り組みは、ＳＤＧｓをほぼ網
羅できるものであります。
本校では、今年の学校経営のテーマを
学びと社会がリアルにつながる
～村産だからできるＳＤＧｓへの挑戦～
とし、それぞれの分野からＳＤＧｓに挑戦して
まいります。ぜひ村産生に注目してください！

技能五輪 (ｳｴｯﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)全国大会出場 木内拓哉 (3-4 大石田中)

行くぞぉ!技能五輪 オープンスクール
若年者ものづくり競技大会((ｳｴｯﾌﾞﾃﾞｻｲﾝ)全国大会 青木 大 (3-4 大石田中)

７/３０・７/３１
の２日間実施 !!

昨年度に引き続き、本校
電子情報科の生徒が
Tokyo技能五輪・アビリ
ンピック２０２１の出場権 学校ごとに案内が届きますので、
を獲得しました。
中学生の皆さん参加してネ！
技能五輪 (ｳｴｯﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)
全国大会に 木内拓哉君
今年度は、各学科の学習内容の説明
(3-4 大石田中)が、同時に や施設見学等々、昨年以上に趣向を凝
行われる若年者ものづくり らして学科の学習がわかるようにと準
備しています。短時間ではありますが、
競技大会((ｳｴｯﾌﾞﾃﾞｻｲﾝ)全
国大会に 青木 大 君 (3-4 部活動の見
大石田中)の出場が決定し、 学会も行う
本大会に向け、更に技術に 予定です。
多くの中
磨きをかけています。
学生の皆さ
んの参加を
お待ちして
Ｒ２オープンスクールの様子
います。

これまでの農業環境科が 令和４年度から

みどり活用科(仮称)に！
村山市地域おこし協力隊

課題研究でぇ
地域連携だぁ

「よりわかりやすく、親しみの持てる」名称に変更
最終決定には、様々な手続
きがあるため、（仮称）がつ
いたかたちにはなりますが、
皆様にはできるだけ早くお知
らせしたいと考え、このたび
公表おたしました。

流通ビジネス科が地域おこし
農業環境科では、森林科学や
林産物活用、草花栽培、フラ
ワーアレンジメントなど、林業
関係や草花園芸に関する学習を
山坂さんとの
行ってきましたが、｢学習内容
ワークショップ
が地域社会の求める要請に十分
に合致していないのではない
本校の流通ビジネス科では、今年
か｣、｢中学生にとってわかりに
度から村山市の地域おこし協力隊と
くいものになっているのではな
して地域活性化に取り組まれる山坂
いか｣との指摘がありました。
千晴さんと協力して、課題研究とい
そこで、本校では新学習指導
う科目の中で、地域課題解決や地域
要領が実施される令和４年度に
おこりをテーマとした探究的学習に
向けて、農業環境科の学習内容
取り組むことになりました。
http://www.murayama-ih.ed.jp/
の精選と学科名の変更を行うこ ●
さっそく山坂さんの指導のもと、
● https://twitter.com/murayama_ih
とといたしました。
ワークショップに取り組み、今後の
学科名については、本校内外 村山産業高校の情報が満載
学習に向けて、様々なアイディアや
の皆さんに学科の学習内容が
意見交換を行いました。
写真も多く掲載しています
｢よりわかりやすく｣、学んだ生
昨年度は、地域おこしの取り組み
徒諸君が｢長く親しみが持てる｣ インターネット等を使って、
としてスタンプラリーや子育て世代
名称にするため、在校生諸君に HPは「村山産業高校」で、
への支援ポスターなど、地域に密着
にアンケートを取った名称を候
した取り組みを積極的に行いました
補に、様々な検討を重ねた結果、 ツイッターは「村山産業高
が、今年度は山坂さんのお力をお借
これまでの「農業環境科」の名 校 Twitter」で検索してみ
りして、更に学習が深まることが期
称を「みどり活用科(仮称)」に
待されます。
てください！
山坂さん、よろしくお願いします。 変更することで、改善を図るこ
ことといたしました。

アクセスしてネ!
ＨＰ・Ｔｗｉｔｔｅｒ

