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文 責

＜行事予定＞
＜３月＞
1日(日) 卒業証書授与式
2日(月) ３／１の代休
3日(火) 職員会議
4日(水) 生徒臨時休業
5日(木)
（3/19まで）
6日(金)
7日(土)
8日(日)
9日(月) 学検準備
10日(火) 一般入試学力検査
11日(水)
12日(木) 職員会議
13日(金) 特支・適指委員会
14日(土)
15日(日)
16日(月)
17日(火) 合格発表
18日(水)
19日(木)
20日(金) 春分の日
21日(土)
22日(日)
23日(月) 職員会議
24日(火) 修了式・離任式
25日(水)
26日(木)
27日(金) 入学者説明会
28日(土)
29日(日)
30日(月)
31日(火)

青 柳

晴 雄

３／１ 令和元年度山形県立庄内農業高等学校卒業証書授与式

新型コロナウイルスの感染拡大により規模を縮小して卒業証書授与式を挙行

令和元年度卒業式は新型コロナウ
イルスの感染拡大により、山形県教
育委員会より、保護者、来賓、在校
生の出席を規制し、卒業生と職員、
そしてＰＴＡ代表１名、在校生代表
等最小人数の参加で行うことが、指
示されました。
特に、令和２年３月１日を特別な
気持ちで迎える卒業生、そしてこの
日を心待ちにしていた保護者の皆様
には、大変申し訳なく思います。
例年と違い、保護者や来賓、在校
生がいない“ささやか”な卒業式に
なりましたが、在校生諸君が前日に

準備した巨大絵、紅白幕、ステージ上
を飾る鉢花など、お世話になった３年
生に思いが伝わるような温かな雰囲気
の中で卒業式が挙行されました。
今年の卒業生４７名は、慣れ親しん
だ庄農を離れ、それぞれの道を歩み始
めました。卒業してからも、この庄農
で学んだ３年間を思い出し、自信と誇
りを持ち歩んでくれると信じています。
国の大本 農の業 ・・・♪
またどこかで、この校歌を大声
で歌えることを約束して・・・・！！

最後の・・・HR!

表彰式も校長室で！３年間の努力の結果を顕彰

各種表彰！よく頑張ったぞぉ
＜三年間皆出席賞＞
食料生産科
岡部和恵 小松祐太 齋藤裕香 佐藤大空
食品科学科
兼古 柚 畑山滉人
＜一年間皆出席賞＞
食料生産科
池田 優 小原空越 梶原空斗 佐藤 怜
渋谷日奈人 土田哲史 横田 颯
食品科学科
押井郁貴 鈴木雄也 本間滉大
＜特別功労賞＞
農ク全国大会優秀(２年連続)佐藤大空
校長式での表彰
＜功労賞＞
・生徒会長・農業クラブ会長 横田 颯
＜外部団体表彰＞
・第６４回東北高等学校剣道選手権大会
産業教育振興中央会長賞
佐藤大空
第５１回東北高等学校女子剣道選手権
山形県産業教育振興会長賞 仲川和心
女子団体出場
齋藤真椰
全国農業高等学校長協会賞 渋谷美夢亜 ・第６７回全日本都道府県対抗剣道大会
県予選高校男子個人第３位 梶原空斗
〃
剱持まどか
山形県学校農業ｸﾗﾌﾞ連盟賞 横田 颯
・農ク全国大会農業鑑定 出場 仲川和心
〃
佐藤大空
・農ク東北大会農業情報処理 渋谷美夢亜
＜学業成績優良賞＞
＜奨励賞＞
食料生産科
畑山滉人(柔道) 佐藤 怜(バド) 池田 優(バド)
伊藤輝正 佐藤大空 土田哲史 横田 颯
鈴木雄也(バド) 佐藤彌音(バド)岡部和恵(美術)
梶原空斗 佐藤優一郎 渋谷美夢亜
＜瑞穂賞＞
食品科学科
郷土Yamagataふるさと探求ｺﾝﾃｽﾄ 優秀
剱持まどか 兼古 柚 本間滉大
橋口実可子 本間滉大 伊藤 迅

3年食料生産科

3年食品科学科
各クラス、短時間ではありましたが
最後のＨＲで担任やクラスメイトとの
別れを惜しみました。
いろいろあったけど、三年間同じク
ラスで頑張ってきた仲間との別れ。新
しい生活への不安はないと言ったらう
そになりますが、担任のはなむけの言
葉を胸に、いよいよ社会という荒波に
漕ぎ出します。
大きな花を咲かせるための養分は３
年間で十分に蓄えたはずです。新しい
社会で思い思いの花を咲かせよう！

第３学年卒業を前にお楽しみ会 みんなで作って食べよう!

恵方巻とイチゴ大福で
手作り恵方巻は･･お世話になった先生にもおすそ分け!!
特製！恵方巻

卒業を前に、３年生諸君はお
別れ会として、自分たちが手塩
にかけたお米を使って、以前に
台湾の姉妹校が来校した時に一
緒に作った太巻きずしと、魅惑
のスイーツイチゴ大福をみんな
で作って食べました。
今年も良いことがあるように
恵方を向いて太巻きずしをガブ
リ！！さらにデザート付。
このようなお楽しみ会も農業
高校で３年間学んだ生徒ならで
はの発想力と実行力・・・・・

自分で作った太巻きを半分に
切り、お世話になった先生方に
届けるサプライズ企画もあり、
３年間の思い出を心からかみし
めておりました。
この３年間で、見違えるよう
に逞しく、強く、そして優しく
なった彼らの未来に幸多からん
ことを願ってやみません。

地元を活性化

講演会での様子
！

この時期の風物詩

果樹剪定実習

次の学年に!
2年生の果樹実習

全員が卒業後の進路を決定した
３年生。彼らの進路活動の反省と、
１～２年生へのアドバイスを伝え
る「進路体験報告会」が行われま
した。事前に反省とアドバイスを
文章にまとめ、わかりやすく説明
してくれました。
「進路実現はチームワークで」
と枝松３学年主任が４月に伝えた
言葉を思い出します。一緒に頑
張ったからこそ、今回のように、
１２月には全員の進路が決まった
のだと思います。
「面接練習はたくさんやったほ
うがいい！」とか、「コミュニ
ケーションスキルは大切だ」と
いったような具体的なアドバイス
から、「こんな失敗をしてしまっ
た」というような話まで、具体的
に教えてくれました。
進路活動が本格化する２年生。
やはりメモを取る姿に緊張感があ
ります。漠然とした未来ではなく、
リアルな未来を自分を想像する時
計が今、ハッキリと動き出したよ
うです。３年生、ありがとう！
頑張りましょう！１～２年生！

スマートテロワール講演会

イチゴ大福つくてます

３年生が進路体験を報告

報告会の様子

庄農スタイル

例年だと、固雪の上での作
業ですが、今年は暖冬で、選
定したブドウの枝も簡単に集
めることができました。
このところ春のような好天
が続き、つぼみの膨らみも例
年より大きくなりました。
いよいよ3月、また新たな
枝葉が伸び始めます！！

２／２２（土）藤島エコタウンセ
ンターにて藤島農産物元気食楽部が
主催する「スマートテロワールに学
ぶ 藤島の新しいかたち」に食品製
造を学ぶ本校生徒が参加しました。
１２０名を超える参加者が集まり、
１部は山形大学農学部の先生方から
「農業の現状」や「スマートテロ
ワールとは？」そして、「現在の取
り組み」を講演していただきました。
講演後に、生徒から積極的に講師
の先生に質問する姿があり、地域の
方々からも、大変お褒めの言葉をい
ただきました。
第２部は、試食会です！スマート
テロワールと地域食材を生かした試
食品が提供されました。

地域食材を生かした試食品

2月18日 暖冬で開催が危ぶまれた中 前日に恵みの雪が

めぐみの雪!?スキー教室開催
1年生・2年生が羽黒山スキー場にてウインタースポーツを堪能
羽黒山スキー場に全員集合

２月１８日羽黒山スキー場に
て、恒例のスキー教室を行い
ました。１，２年生総勢１０２
名がおそろいのウエアーに身を
包み、ウィンタースポーツを楽
しみました。
今年は記録的な暖冬で、実施
ができるか心配していましたが、
前夜の降雪と、スキー場での整
地のおかげで、恵まれたコンデ

ィションの中、開催することがで
きました。まさに、私たちのス
キー教室に合わせて雪を降らせて
くれたようなタイミング！日ごろ
の行いの良さ!?がここにきて天に
通じたのかもしれません。
雪国山形に住んでいる限りはス
キーぐらいは・・・と思われがち
ですが、なかなかスキー場に行く
機会も少なく、本校では以前より
このスキー教室を実施しています。

