
 
                    

 
 
 

 
 

   『楽しい学び』を通した『ひとづくり』を『新たな視点』で考える 

 
                             校長 鈴木 通明  

 
この４月に山形県立農林大学校から置賜農業高校に赴任しました校長の鈴木 通明

（すずき みちあき）と申します。 
 山形県が力を入れている農業は、人の命を支える最も重要な産業です。そしてその

教育は、日々進歩する研究や最先端の技術習得にとどまらず、人間の生き方、考え方の土台を形成するキャリア教育の核心

でもあると言えます。生徒は地域内外との協働・交流をふんだんに盛り込んだ本校の教育を通して知識・技能の習得はもち

ろん社会を生き抜くための様々な能力、鋭く柔軟な感性を日々育んでおり、これらは生徒を明るい将来に導く有用な資質に

なります。 
 今、農業高校における教育は大きな変革期を迎えていると認識しております。本校も新しい教育の在り方を常に探究しな

がら、時代の流れに応じた新しい進路の開拓にも着手し始めています。最近いわれる「不透明で不確実な将来」に立ち向か

う教育の中で、能動的な「楽しい学び」を展開していきたいと考えます。 
現在本校の専門教育で扱う主なものを挙げますと、 

☆ブランド米として有名なつや姫、雪若丸 ☆地元産の紅大豆や最新の技術で栽培した野菜 ☆果樹王国山形県を代表する

佐藤錦やラ・フランス ☆町の花であり、本校がその栽培方法で国際認証を受けたダリアをはじめとする多彩な花き ☆全

国レベルを目指す黒毛和牛や最先端の搾乳技術を導入したホルスタイン ☆飼育しているポニー、ウサギ ☆食品加工のプ

リンやアイスクリーム、パン など実に多様です。加えて、林業に係る環境保全や福祉・介護にまで学びを広げることがで

きます。 
コロナ収束の見通しはまだまだはっきりしませんが、地域、社会における本校の役割を改めて意識しながら新しいものに

もどんどんチャレンジしていきます。その様子を積極的に広報誌や HP、昨年開設した YouTube チャンネル等で発信して

まいりますので何卒よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
１．期  日    令和３年７月２２日（木：海の日）  

 

２．会  場    山形県立置賜農業高等学校 
３．対  象    置賜地区中学校の第３学年生徒･保護者の希望者、 

         中学校教職員、本校在校生保護者の希望者 

 

 ４．日   程   

         (１)受付（生徒昇降口）        ９：００ ～  ９：２０ 
         (２)授業見学              ９：２５ ～ １０：５０ 
 
         (３)全体説明・質疑応答      １０：５０ ～ １１：１０ 
         (４)部活動・学校施設見学      １１：１５ ～ １２：００ 
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オープンスクールのご案内 

 

今回のオープンスクールは、見学中心となります。本校生の授業の様子、部活動見学を中心に実施し、
いろいろな質問にもお答えしたいと思います。 
置農を知りたい人、最近、置農に興味を持ち始めた人など、気軽に参加してください。保護者の方の参加
も大歓迎です。詳しくは置農ＨＰをご覧ください。http://www.okitama-ah.ed.jp/ 



県大会を終えて 
 
食料環境科 ３年 塚田浩人 

（川西中出身） 
 私は、山形県総合運動公園で行われたサーベイコンテスト競技に参加

してきました。大会の結果は２位で、東北大会に進むことができまし

た。これも、チームメンバー全員が普段の練習から真剣に取り組んで、

大会本番でも素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれたからだと思い

ます。これからは、８月の平板測量競技東北大会優勝を目指してメンバ

ー全員で練習に取り組んでいきたいと思います。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

文に思いをこめる 
 
園芸福祉科３年 鈴木 梨夢 

（飯豊中出身） 
 
私は先日行われた校内大会で、優秀賞をいただく

ことができ、県大会へと進むことができました。県

大会では、花の重要性や消費について、想いをこめ

て発表したいです。また、大会本番では審査員の

方々に届くような発表を心がけ、より一層これから

の練習に力を入れていきます。 
県大会の舞台に立てることを誇りに思い、たくさ

んの賞を取ってきた先輩方のように、活躍できるよ

う頑張ります。 

 

県大会に向けて 
 
食料環境科 ３年 髙橋 小雪 

 （川西中出身） 
 
 私は先日行われた意見発表の校内大会におい

て、最優秀賞を頂くことができました。練習の成

果を発揮することができましたが、時間や抑揚な

どの点で課題点も見つかりました。県大会までに

それらの点を改善していきたいと思います。 
 そして当日は校内大会よりも良い発表をして、

東北大会に出場できるように頑張ります。応援よ

ろしくお願いします。 
 

県大会に向けて 
 
生物生産科３年 皆川 太平 
       （高畠中出身） 
 
 私は、今回意見発表の校内大会で、優秀賞を頂

き、県大会へ進出することができました。校内大会

では、思ったより緊張してしまい自分の意見をうま

く伝えることができなかったので、県大会では自分

の伝えたいことを聞いている人たちにうまく伝わる

ように発表していきたいと思います。そして、最優

秀賞を獲得し、東北大会に行けるように頑張ってい

きたいと思います。 

「最高の大会に！」 
～更なる高みを目指して～ 
 
園芸福祉科２年 菅井 歩夢  

（川西中出身） 
 
 「声が大きい人が勝ちます。」という先生の言

葉を胸に毎日練習を頑張っています。朝早くから

夜遅くまで練習に付き合ってくれる先生や友達。

周りからの支えがあってこその県大会だと思いま

す。今まで支えて下さった人達に感謝の気持ちを

忘れず悔いの残らない発表をしたいと思います。

ニオイ木はすごい植物ということを皆に知っても

らえるように頑張ります。 

 

 

Ⅰ類 出場 Ⅱ類 出場 

Ⅲ類 出場 

Ⅲ類 食料環境科 ３年 髙橋 小雪 最優秀（東北大会出場） 
Ⅰ類 生物生産科 ３年 皆川 太平 優秀 
Ⅰ類 園芸福祉科 ３年 鈴木 梨夢 優秀 
Ⅱ類 園芸福祉科 ２年 菅井 歩夢 優秀 

大会結果 

Ⅰ類 出場 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

新牛舎は、木造一部２階建て

（延べ面積４４３㎡）で、別

棟に堆肥発酵乾燥プラントと

堆肥・資材置き場が設置され

ました。 
搾乳機は（デラバル社の）パ

イプラインシステムで、１頭

毎の乳量が自動記録されると

ともに、分娩監視システムや

超音波診断機も導入され、より的確な母体管理が可能となりました。また、管理機としてホイルローダが新調され、マニア

スプレッダもＪＡ山形おきたま様より寄贈いただき、設備の充実を図ることが出来ました。 

「充実した高校生活を   

送っていくために」 

生物生産科１年     

保科大河（川西中出身） 

 

昨年度に続き流行しているコロナウイルスの影響により制限された中での学校生活ですが、これからの高校生活をよ

り良いものにできるように頑張っていきたいと思います。学習では、授業の復習をしっかりと行い定期テストに臨み

たいです。また、将来に活かせる資格を取得し、農業についての知識を身に付けたいと思います。部活動では、野球

部は人数が少ないですが、日々の練習を充実したものにし、チームの勝利に貢献できる活躍をしたいです。 

二連覇を掴み取る 
食糧環境科３年 小林一成   

川西中学校出身   
 
 今年のインターハイ東北地区予選は一発勝負でした。しか

し、大会一週間前の遠征では満足なプレーが出来ずに多くの課

題が浮き彫りとなりました。僕たちはこれらを修正すべく、残

り僅かな期間を余さず練習に費やしました。そして迎えた当

日、僕たちはチームプレーを大切にして出だしの二点、その後

の追加点と順調に点数を稼ぎ、ギリギリの展開も守り通し、遂

に二連覇を達成することが出来ました。仲間たちと力を合わせ

て手にしたこの勝利は、僕たちの誇りです。 

ホッケー部
４年連続インターハイ出場 



 山形県立置賜農業高等学校 

中学生１日体験入学 
 

     １ 期日  令和３年 ９月２３日 (木) 秋分の日 

     ２ 会場  山形県立置賜農業高等学校 

     ３ 対象  山形県内中学校の希望する第３学年生徒・保護者 
４ 日程と内容 

       (１)受 付（生徒昇降口）            ９：００ ～ ９：３０ 
       (２)学校紹介と日程の説明（体育館）    ９：３０ ～ ９：５０ 
       (３)体験入学               ９：５０ ～１１：４０ 
       (４)部活動見学（希望者）        １１：４０  ～１２：４０ 
 
        ①体験入学は、本校にある学科に基づいて、３学科１１コースに分かれて実施します。 
        ②みなさんの希望によって、どれか１つのコースを体験してもらいます。希望者が偏った場合は、施設・設備の関

係で人数調整をします。第２希望になる場合は、事前に連絡します。(連絡がない場合は、第１希望です。) 
    ③新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止する場合もあります。その場合は、中学校へ連絡いたし

ます。 
 
     ５ 服装・持ち物・準備について 
       (１)服  装 ・コロナウイルス対策のため、マスクの着用をお願いします。 
          ・２週間前から体温等のチェックを行って、健康チェックカードを受付で提出してください。 

・中学校のジャージで来てください。 
          ・食品を扱ったり、実験や実習を行ったりしますので、爪を切ってきてください。 

        

(２)持参する物   全コース共通・・・内ズック、筆記用具、ハンカチ 
                 
       (３)参加する保護者の方も健康チェックカードの提出をお願いします。また、自家用車で送迎の際は、本校敷地内

の駐車場を使用してください。ただし、混雑が予想されますので、事故のないようお願いします。近くのコンビ

ニエンスストアへの駐車はご遠慮ください。 
 
       (４)保護者の方もぜひ見学に御参加ください。１つのコースに限らず自由に各コース見学していただくことも

可能です。多くの方のお越しをお待ちしております。 

 
 １コース 

 生物生産科 

１－Ａ 牧場はワンダーランドだ！(畜産コース) ～動物の世話をして、アイスやバターを作ろう～ 
１－Ｂ 果物の甘さの秘密を探ろう！(果樹コース) ～ブドウ、リンゴの甘さは〇度！レモンは〇度？～ 
１－Ｃ 不思議な体験？透明トマトジュース作り(野菜コース) ～苦手なあなたでもゴクゴク飲める！～ 
１－Ｄ 稲刈り体験！(作物コース) ～君は日本一のお米を当てられますか～ 

 
 ２コース 

園芸福祉科 
 

２－Ａ エディブルフラワー（食用花）でおいしいカップケーキづくり (園芸コース) 
                    ～かわいいカップケーキを手作りしよう～ 

２－Ｂ 寄せ植え体験 (園芸コース)  ～秋の花々を使って、寄せ植えを作ってみよう～ 

２－Ｃ 介護を体験してみよう（福祉コース） ～車イスに乗ってみよう～ 

 
 ３コース 

 食料環境科 
 
 

３－Ａ 君も測量士になろう！ (測量コース) ～トータルステーションと測量の世界～ 

３－Ｂ 今、山の仕事がカッコイイ！ (環境コース) ～学校林で林業体験～ 
３－Ｃ ふっくらパン作り (加工コース) ～あんパンに挑戦～ 
３－Ｄ オリジナルワッフル作りに挑戦！ (加工コース)～おいしいワッフルを手作りしよう～ 


