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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～

令和3年10月20日(水)発行
文責 青柳 晴雄

＜行事予定＞

Ｅｎｊｏｙ村産 Ｆｅｓ2021～マスクの下でも笑顔であろう～

＜10月＞

笑顔はじけた！村産祭

22日(金) 職員会議
23日(土) 同窓会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ
山形高校生ロボコン

コロナの関係で外部のお客様を入れないでの開催！

24日(日)
25日(月)
26日(火)
27日(水) 農ク全国大会
28日(木) 農ク全国大会
29日(金) 演劇鑑賞会

アートなど、3年生を中心に各ＨＲ教
室で盛り上がりを見せました。
文化部や委員会の発表では、吹奏楽
部や又新連のステージ発表を皮切りに、
県高総文祭に出品した絵画や書、日ご
ろの活動で製作したハーバリウムの展
示や農産物販売、調査研究発表展示
等々、各ブースで様々な体験や発表、
展示などが行われました。
まさに、コロナだからできる村産祭
を体現した2日間になりました。

保護者向け学校説明会

30日(土)
31日(日)
＜11月＞
1日(月)
2日(火)
3日(水) 文化の日
4日(木)
5日(金)
6日(土) 県新人大会後期
7日(日) 県新人大会後期
8日(月)
9日(火)
10日(水)
11日(木)
12日(金)
13日(土) 公開講座③ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
14日(日) 公開講座④ﾏｲｺﾝｶｰ
15日(月) 農ク校内プロ発表
16日(火) 部科長主任会議
17日(水) SC⑬ 賞状伝達
18日(木) 一斉退校日
19日(金)
20日(土) 公開講座⑤

仮装大会の様子！
今年度の『村産祭』が10月15日(金)
～16日(土）にわたり行われました。
今年度は新型コロナウイルス感染予防
を徹底し、かつ一般公開は行わず、外部
からのお客様をお招きしない形での開催
となりました。例年であれば、保護者や
農産物を買い求める地域の方々で大賑わ
いになる村産祭ですが、今年は生徒と職
員だけでの開催です。
開催式では、青野利久実行委員長（機
械科3年 東根一中出身）の「コロナだか
らできる村産祭を！」との力強い挨拶を
受け、生徒会企画のビンゴ大会や仮装コ
ンテスト、クラスＣＭやカラオケ大会な
どで盛り上がりました。
クラス企画では、脱出ゲームやサンド
ブラスト体験、射的やボーリング、黒板

ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ

公開講座⑥ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

21日(日)
22日(月)
23日(火) 勤労感謝の日

Ｅスポーツ
又新連
吹奏楽部！

各種企画の様子！
産業高校の強みをグローカルに実践

チャレンジ!ＳＤＧｓ

コロナだからできる村産祭を！
農産物販売
射的だぁ

学年主任とピース！
黒板アート
ゲーム

ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ

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～

カラオケ大会

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！

担任と２ショット

県高校新人大会・県高校総合文化祭・地区新人大会等

各種大会で成果!
三学 科 の 各種研究 大会競技会 ・選抜予 選会等が 目白押し ！
＜2 学期からの各種大会結果＞
〇 県高校新人(陸上)：男子砲丸投第５位 伊藤 伯(楯岡中)
女子ハンマー投第３位 髙橋希愛(東根一)
女子円盤投第６位 今野未那(天童四)
〇 県高校新人(自転車)：男子ロード第 3 位 斎藤 光(葉山中)
第 4 位 石川大雅(河北中)
：女子ロード第 1 位 菅井真生(葉山中)
〇 県高校新人（登山競技) ：男子 第 4 位
〇 県高総文祭(郷土芸能)：本校又新連 優秀賞(第 2 位)
〇 県高総文祭(美術部)：奨励賞 笹原芽衣(尾花沢)
奨励賞 小山田萌恵(東根二)
〇 県高総文祭（書道部）：書道部会長賞 三浦夢叶(尾花沢)
県新人戦自転車ロード競技！
優秀賞 奥田倖治(東根一)
〇 全日本吹奏楽コンクール最北地区予選会 小編成 優良賞
9月に入り、高体連の地区新人大会・ 〇 地区新人(陸上)：
男子砲丸投１位 伊藤伯(楯岡中)・男子走幅跳３位 村田悠(東根二)
県新人大会等の各種大会、県高校総合
男子 100ⅿ２位 青柳雄大(楯岡中)・３位 青木浩太(楯岡中)
文化祭、学科関係の発表会や競技会が
男子 200ｍ３位 青柳雄大(楯岡中)・男子 110mH２位 安西宙斗(尾花沢)
男子 3000mSC２位 土屋昌大(神町中)・男子円盤投２位 伊藤伯(楯岡中)
目白押しです。
男子 4×100ｍR２位 青木浩太(楯岡中) 青柳雄大(楯岡中) 安西宙斗(尾花沢) 石澤勇真(山形一)
本校では、昨年度から生徒会による
男子 4×400ｍR２位 青柳雄大(楯岡中) 石澤勇真(山形一) 安西宙斗(尾花沢) 柴崎陸駆(楯岡中)
女子走幅跳２位 髙橋希愛(東根一)・女子円盤投１位 今野未那(天童四)
部活動活性化に向けて、様々な取り組
髙橋希愛(東根一)
みを行ってきましたが、 ここにきて、〇 女子ハンマー投１位
地区新人(剣道)：女子団体第 1 位（新北と合同チーム）
様々な分野で素晴らしい活躍が見られ、
女子個人第 3 位 中嶋沙星(葉山)
〇 第 74 回全国高等学校バスケットボール選手権大会山形県大会
成果を上げ始めています。
最北地区予選会 男子バスケットボール部 第 3 位
頑張れ村産生！！
〇 全日本卓球選手権大会山形県予選会北村山地区予選
ｼﾞｭﾆｱ女子単 1 位 斉藤さやか(尾花沢)
一般女子単 2 位 斉藤さやか(尾花沢)・3 位 木内彩華(尾花沢)
一般女子複 2 位 木内彩華(尾花沢)･斉藤さやか(尾花沢)
〇 令和 3 年度山形県高等学校新人ﾋﾞｼﾞﾈｽ計算競技大会珠算競技
(読上暗算)第３位 奧山柚月(天童二)･(応用計算)第３位 奧山柚月(天童二)
〇 欅墨書院展：特別賞 奥田倖治(東根一)：推薦 三浦夢叶(尾花沢)：
特選 芦野悠真(神町中),草間亮斗(東根二),奥田倖治(東根一)
〇 村山美術総合展:天童市雇用対策協議会長賞 笹原芽衣(尾花沢),：
青年会議所賞 小山田萌恵(東根二)：広重美術館賞 矢萩そら(葉山中)
〇 日本大学理工学部交通ｼｽﾃﾑ工学科写真ｺﾝﾃｽﾄ 2021 入選 早坂七斗(山形六)

村産トピックス
毎日が新鮮！何かがある

ドローン操作を体験！
今年も村産生による地域貢
献村山市『GoGo！むらやま
夢体験塾』が始まりました。
まずは、木工体験・ドロー
ン操作などを体験いただきま
した。小学生の皆さんと保護
者の方々に、本校施設や学習
内容を活用した様々な体験活
動を提供してまいります。

記念の紅白餅！
9月27日、本校の8回目の
創立記念式典が行われました。
コロナの関係で、来賓は最小
限に、そして放送を使っての
式典となりました。
記念になるものをというこ
とで、昨年度からささやかで
すが紅白のお餅を生徒・職員
諸に配りお祝いしております。
来る10周年記念式典に向け、
来年度はぜひ盛大にお祝いし
たいと考えています。

コロナ 退散・・・！

六次をやってベンツに乗る方法とは！？

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！

本物に触れた！講演会学
村山市老舗菓子補「松月堂布川」店主 布川淳一様
9月22日には、
本校では、1年生で地域産業
「六次をやってベ
について総合的に学習するキャ
リア基礎という授業を学科オー ンツに乗る方法等
とは」というテー
プンで実施しています。
マで、村山市の老舗のお菓子店
講演会の様子！ 「松月堂布川」の店主である布
川淳一様よりご講演をいただき
ました。実際の経営の問題点等
を分析しながら、農・工・商、
各分野の六次産業化について説
明され、｢本物に触れた｣貴重な
体験になりました。

