学びと社会がリアルにつながる！
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～村産だからできるＳＤＧｓへの挑戦～

＜行事予定＞
＜９月＞
15日(水) SC⑫
16日(木) 就職試験開始
保健講話
17日(金)
18日(土)
19日(日)
20日(月) 敬老の日
21日(火) 職員会議
22日(水) SC⑬
適応支援委員会

23日(木) 秋分の日
24日(金) 県新人ﾜｰﾌﾟﾛ競技会
25日(土)
26日(日)
27日(月) 創立記念式典
28日(火)
29日(水) 中間テスト
30日(木) 中間テスト
＜10月＞
1日(金) 中間テスト
特別支援教育研修会(本校)

2日(土)
3日(日)
4日(月)
5日(火)
6日(水)
7日(木) 防災訓練②
8日(金) 県高総文祭
9日(土) 県高総文祭
郷土芸能部門発表会(本校）

10日(日)県高総文祭
11日(月)
12日(火) 部科長主任会議
13日(水) SC⑬
14日(木)
15日(金) 村産祭
16日(土) 村産祭
17日(日)
18日(月)10/16代休

令和3年９月１６日(金)発行
文責 青柳 晴雄

全国高等学校総合体育大会(インターハイ)で村産生が躍動

全国第３位だぁ!山岳部
輝け君の汗と涙 北信越総体2021 日々の地道な活動が開花
本校山岳部は、開校年から８年連続
で県大会優勝を果たし、インターハイ
へも連続出場しておりますが、第３位
獲得に、2017年に本県を中心に開催
された「はばたけ世界へ南東北総体
2017」以来の快挙です。
これは参加した選手諸君の努力はも
ちろんのこと、日々共に活動してきた
山岳部員全員の成果でもあると思いま
す。コロナ禍で遠征等が制限される中、
堂々！第3位獲得
荷物を背負っての階段上りや週末を利
用した県内の山々での実践トレーニン
今年度、東京オリンピック2020の開
グの賜物でしょう。
催により、7月２４日～8月24日と長期
ちなみに、インターハイが行われて
にわたって開催された全国高等学校総合
いる時、学校に残った部員諸君は新庄
体育大会(インターハイ)輝け君の汗と涙
市にある杢蔵山の山小屋整備の為の荷
北信越総体2021 において、8/21～
8/23に福井県勝山市を中心に行われた 揚げボランティアに取り組んでいたこ
登山競技に、県代表として参加した本校 とも付け加えます。
山岳部が、第3位を獲得しました。
メンバーは、主将の阿部海音さん(農
業環境科3年 天童四中出身)、木内拓哉 荷揚げボランティア
さん(電子情報科3年 大石田中出身）、
ｲﾝﾀｰﾊｲ標識の様子
安達丈留さん(農業経営科2年 東根二中
出身)、堀米琉叶さん(農業経営科2年 河
北中出身)の4名です。
初日の筆記試験では出遅れたものの、
荷揚げボランティア
Ｒ３ 県大会
監督の結城俊広先生の的確な指示を受け、
２日目・３日目の登山行動ではすべて
産業高校の強みをグローカルに実践
の項目で満点を獲得するなど、持てる
力を十二分に発揮してくれました。

チャレンジ!ＳＤＧｓ

スクラッチ種目11位・ロード31位＆3４位

躍動した！自転車競技部
ロードレースの様子

同じく北信越総体2021インターハイ自転
車競技に出場していた本校自転車競技部は、
スクラッチ種目において斎藤光さん(機械科2
年 葉山中出身)が第11位。ロード種目では斎
藤光さんが31位、奥山鈴さん(電子情報科3年
東根三中出身)が3４位と健闘しました。
コロナ禍の中で制約も多く、万全とは言え
ないコンデションの中、よく頑張ってくれま
した。自転車競技部諸君は、また明日に向
かってペダルをこぎ続けます。ファイト！！

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！

９・１６就職試験開始 健闘を期して３学年進路壮行会

祈!進路希望達成
三学年団[「チーム吉川 」進路希望達成に向け“いざ出陣！！”
きましたが、いよいよ、本番が

村産生！地域貢献
GoGo！むらやま夢体験塾

生徒会長の力強い進路勝利宣言！ 近づいて来ました。

3学年団は、吉川学年主任を
中心に非常にまとまりのある学
年です。まさに「チーム吉
川」！進路希望達成への戦いは
チーム戦ともいわれます。一人
一人の進路希望達成に向け、今
こそ「チーム吉川」の力を存分
に発揮することを、一人一人が
心に刻んだ進路壮行会になりま
した。

就職試験開始を9月16日に
控えた9月9日。三学年が主催
して「進路壮行会」が開かれま
きっと勝つっと！
した。
三年生は夏休み返上で進路希
望の決定、会社訪問や学校訪問、
履歴書作成や願書の準備、そし
て小論文や面接の練習と、3学
年担任団や進路部の先生の指導 祈！吉川学年主任
のもと、進路活動に取り組んで
居合神社にて

流通ビジネス科３年28名

挑戦!商品開発

がんばるぞ！おぉ～

山形麺屋｢殿｣の新メニュー考案

昨年度の様子！
ﾐﾆﾏｲｺﾝｶｰ・パウンドケーキ
今年も村産生による地域貢献の一つ
として、村山市『GoGo！むらやま夢
体験塾』として、村山市の小学生を対
象とした『むらさんアカデミー』を開
講します。コロナの関係で例年より制
約があるなかでの開催ですが、楽しい
体験を準備してお待ちしています！
① 9/18(土)9:00～12:00
定員10名
「紅花と藍を知ろう！」
小学生以上
② 9/25(土)9:00～12:00
定員10名
「木工クラフト体験」
小学生以上
③ 11/13(土)13:00～15:00 定員8名
「ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｰﾎﾙﾀﾞｰを作ろう」小学生高学年以上
④ 11/14(日)13:00～15:00 定員8名
「ﾐﾆﾏｲｺﾝｶｰを走らせよう」 小学生高学年以上
⑤ 11/20(土)10:00～12:00 定員15名
「ﾗﾌﾗﾝｽﾃでﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷを作ろう！」小学生以上
⑥ 11/20(土)13:00～15:00 定員10名
「プログラムにﾁｬﾚﾝｼﾞ！」 小学生高学年以上
⑦ 11/27(土)13:00～15:00 定員7名
「体験！3DＤプリンター」小学生高学年以上
⑧ 12/11(土)13:00～15:00 定員10名
「ｵﾘｼﾞﾅﾙコップを作ろう！」小学生以上

＜やまぎん＞夢みらい応援私募債

感謝!エアコン寄贈
学習環改善！株式会社サンテック様より

ちょっと緊張気味！
贈呈式の様子！
先日、村山市内で『山形麺屋 殿(しんが
り）』を経営するトヨタライン株式会社代表
取締役の斎藤和彦さんを講師に招き、本校流
通ビジネス科3年生28名が、商品開発に関し
た講演とご指導を頂きました。
今回は、本校流通ビジネス科の授業である
「商品開発」の中で、「山形麺屋 殿」の新
メニュー開発という実際の課題解決に向け、
バーチャルな体験ではない「本物」に取り組
ませていただくことになりました。
新メニューは、テイクアウトできるものと
お店で食べるものの二種類とし、考案したも
のは実際にお店で販売していただけるという
ことで、お店の経営にも直接影響することか
ら、生徒諸君も真剣そのものです。
今後も斎藤さんにご指導いただきながら、
本物の会社経営を体験させていただくことで、
より高いレベルで、より実社会に近い実践に
積極的に取り組んでまいります。

去る9月9日、＜やまぎ
ん＞夢みらい応援私募債と
いう制度を活用し、東根市
にある株式会社サンテック
様よりエアコンの寄贈を受
けました。
株式会社サンテックは、
金属プレス金型設計製作、
プレス加工、樹脂成形等を
行っている会社で、本校生
徒も東根工業高校時代から
お世話になっている地元企
業で、このたびは山形銀行
さんに仲介していただき、
エアコンを寄贈いただく

ことになりました。
これで、学習環境も改善
し、猛暑の夏も乗り越える
ことができます。
サンテック代表取締役の
深瀬芳信様はじめ社員の皆
様、そして山形銀行東根支
店長の菊地支店長にあらた
めて感謝いたします。あり
がとうございました。

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！

