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達成状況

課題・改善方策等

（３月９日実施）

成果と課題

改善方策等

①組織的な授業改善
に取組み、生徒の学
習意欲を向上させ
る。

①生徒による授業評価の
項目８における「４ か
なり当てはまる」の回答
率が３割以上となった
か。

①生徒による授業評価の結果から、授
業に対して意欲的に取り組んでいると
答えた生徒が 34.5%となり、当初の目
標は達成した。
②組織的な授業改善に関する研修会を
2 回実施したが、アンケート結果から
参考になったという意見が多かった。
③ICT の授業への活用に関する調査研
究を進めたが、全体での研修会を開催
するには至らなかった。
④・部活動の加入率は約 36％で例年
(40％)より下ってしまった。
・ライフル射撃部、バレー部(男)、弓
道部、和太鼓、酪農部、養豚部、教科
(造園)が県内はもとより、関東、全国
大会において、優秀な成績を収めてい
る。
・農業クラブ研究班が全国・関東大会
出場。
・フラワーアレンジで全国大会出場。
・ボランティアスピリッツ賞を受賞。

①１学年の生徒による授業評価の結
果が 30.5％と他学年と比べて低いた
め、来年度以降重点的に学習意欲の
向上をめざす。
②授業評価とアクティブラーニング
に関する研修会を行ったが、より実
践的な内容を希望する意見が多かっ
たため、来年度以降の内容の改善が
必要である。
③次年度当初に、ICT の授業への活用
研修会とその成果に基づいた授業計
画を立案し、授業改善や新しい学習
スタイルの定着を目指したい。
④部活動の加入率が増え参加する生
徒が定着るよう、部活動紹介やポス
ター掲示、新入生の仮入部等の体験
を通して新入生が関心を持てるよう
工夫する必要がある。

（学校評議員）
・進路の如何を問わず、高校卒業までに身につ
けさせるべき基礎学力をしっかりと育てること
が重要である。
・生徒の大多数が農業従事者ではない家庭の出
身である現状の中で、将来就農する若者の育成
に向け、さらに努力をしてほしい。
（生徒・保護者）
＊以下、「学校評価アンケート」の「肯定的回
答」とは、「強く思う」「思う」の２つの選択
肢を選んだ人の比率である。
・アンケート結果では、「基礎学力が向上し
た」「家庭学習の習慣が身についた」に関する
生徒の肯定的回答が34%、49%と、いずれも過半
数に及ばなかった。
・保護者の自由意見には、進路実現に向け、共
通科目の基礎学力充実のための指導を求めるも
のも見られた。
・同じく「生徒会・部活動・農業クラブの活動
に積極的に参加」「学校行事に積極的に参加」
に関する生徒の肯定的回答は58%、74%と比較的
高い数値を示した。
（学校評議員）
・生徒が礼儀正しく、あいさつもきちんとでき
る状態にあり、学校全般が落ち着いていること
はすばらしい。
・えびな支援学校との連携活動に感謝する。弱
者を排斥する風潮が一部にある中、いのちの尊
厳を学ぶ取組を力強く推進してほしい。

・アクティブラーニングをふまえ
た授業改善をテーマに、授業観
察、生徒による授業評価、研修
会、研究授業・研究協議、教科単
位の振り返りを内容とするＰＤＣ
Ａサイクルを軌道に乗せることが
できたが、新たな取組であったた
め、改善点は多い。
・ＩＣＴ活用研修を実施できなか
った。
・生徒による授業評価の項目８
「授業に対する意欲的な取組」で
「４ かなり当てはまる」と回答
した生徒が目標の 30%を上回った
が、生徒自身が基礎学力が身につ
いたと感じた割合が低い。
・全国大会、関東大会出場を果た
した部活動、農業クラブ等、生徒
の自主的活動で成果が見られた。

・組織的な授業改善の年間
計画を年度当初に設定し、
年間をとおして教職員が目
的意識を持って取り組む体
制をつくる。

・いのちの教育に関する全校発表
会を継続して実施した。
・学校生活におけるあらゆる学び
の土台となる基礎的な環境はでき
ているが、それを活用して生徒の
学力向上や自信につなげる工夫が
さらに必要である。
・様々な理由で支援が必要な生徒
に対して、ケース会議を中心に、
時には外部の専門機関とも連携し
つつ対応した。
・交通事故の件数を減少させるこ
とができた。
・えびな支援学校との連携では、
当初の想定以上の活動を実施でき
たが、計画性及び生徒間連携の面
で改善点がある。

・いのちを尊重する教育
を、引き続き本校の教育の
柱に位置づけ、実践を重ね
る。
・ルール、マナーを含め、
社会で生きるための人間力
の育成を引き続き図るとと
もに、生徒の成長を評価す
る場を活用し、生徒の自己
肯定感・達成感を高める工
夫を強化する。
・生徒が安心して相談する
ことができる雰囲気づくり
を進める。
・ＰＴＡとも連携し、引き
続き交通安全指導に取り組
む。
・えびな連携委員会を中心
に、両校で計画的に、かつ
緊密に連携しつつ、生徒間
交流の拡大という視点を中
心に内容の改善を図る。

年度策定）
①確かな学
力の向上の
ための取組
を充実さ
せ、組織的
な授業改善
を推進す
る。

教育
課程
１
学習
指導

②農業に関
する専門性
向上を図る
教育を充実
させる。

①豊かな人
間性や社会
性を培う個
に応じた生
徒指導・支
援体制の充
実を図る。

生徒
２ 指導
支援

②インクル
ーシブな学
校づくりを
推進する

①学習意欲を高め
学力を定着・向上
させる教育課程の
編成や組織的な授
業改善に取り組
む。

②授業力を向上させ
るために、研修会を ②研修会が授業力向上の
②生徒会、農業ク 実施する。
ための手立てとなり得た
ラブ等の活動を活
か。
性化させる。
③アクティブ・ラー
ニングの実現のた ③授業における ICT の活
め、授業における 用に関する研修会を開催
ICT の活用に関する し、その成果に基づいた
研修会を開催し、生 授業を各教科及び学科で
徒が主体的に学ぶ学 １回以上取り組む。
習スタイルを定着さ
せる。
④県大会以上の出場がで
きたか。
④生徒会・部活動や
農業クラブの発表会
等への参加を進め
る。
①生徒一人ひとり ①学校生活アンケー ①アンケートを年２回実 ①アンケートは７月、12 月に実施し
の個に応じた生徒 トによって生徒の状 施できたか。またそれに た。また、アンケート後に相談窓口を
指導、教育相談を 況把握し、支援体制 よって支援体制を確立す 設けた。
充実させる。
に結びつける。
ることができたか。
②交通事故は前年度より減少した。
②交通安全教室を実 ②交通事故件数が減少し
②えびな支援学校 施し、交通ルール等 たか。
③本校園芸科学科２年「生物活用」で
と連携した教育活 に関する規範意識を
の栽培学習、和太鼓部・バスケットボ
動を推進する。
高める。
③えびな支援学校との連 ール部の等部活動、文化祭や模擬投票
携活動ができたか。
等の学校行事でえびな支援学校との連
③えびな支援学校と
携をはかることが出来た。
の連携事業を進め
る。

①アンケートについてはもっと確認
作業（生徒との面談）が必要であっ
た。
②交通安全教室を１年生に対して行
っているが、時折自転車に関しての
ルール違反も見受けられる。
③えびな支援学校と特に新設科目
「福祉と農業」での栽培・飼育学習
等の連携の強化をはかり、あわせ
て、学校行事、部活動での連携も深
化させていく必要がある。

（生徒・保護者）
・「学校が楽しい」「学びやすい雰囲気」「い
のちを大切にする心が高まった」に関する生徒
の肯定的回答は 71%、66%、77%だが、「先生に
相談しやすい雰囲気」については 49%に止まっ
た。

・ＩＣＴ活用研修担当者に
よる校内研修を実施する。
・生徒間の基礎学力差が大
きい教科について、数学で
は習熟度別授業を導入し、
英語では引き続き放課後の
希望者講習・補習を実施す
る。
・年度当初の部活動オリエ
ンテーションを工夫し、上
級生の活動・活躍を積極的
にＰＲすることで、新入生
の加入率を高める。

①体験的学
習を重視
し、勤労
観・職業観
を育成し、
進路指導の
充実を図
る。

進路
３ 指導
支援

①勤労観・職業観 ①インターンシッ
を育成するため、
プ、デュアルシス
産業界等と連携し
テム等の活動を充
た体験的な学習の
実させる。
充実を図る。
②｢キャリア教育実践
②生徒一人ひとり
プログラム｣に基づ
の学習や進路等の
いたキャリア教育
目標の実現を図
を推進する。
②社会的自 る。
立に向けた
③進路説明会を定期
教育の充実
的に行う。
に取り組
む。
④講演会等を通じて
シチズンシップ教
育の充実を図る。

①農業体験やインターン
シップ、デュアルシス
テム等の参加者が充実
した活動を行うことが
できたか。
②｢キャリア教育実
践プログラム｣を計
画的に実施できた
か。

①・農業体験に 14 農家、16 名の生徒
が、またインターンシップには 9 施
設、10 名の生徒が活動することができ
た。
・デュアルシステムについては、26 名
参加し、製造業・農家・販売の仕事を
1年間体験することができた。

②キャリア教育実践プログラムについ
ては、各グループ・学科等の協力体制
により計画的に実施することができ
③進路実現に向けた指導 た。
が十分にできたか。
③進路実現に向けた指導については 4
④シチズンシップ教育の 月より計画的に進路別説明会を行い、
充実が図れたか。
併せて個別指導も行った。
④シチズンシップについては、えびな
支援と18 歳選挙権に関する講話や模擬
投票を行った。

地域や関
係機関等と
の連携・協
働による学
校づくりを
推進する。

地域
等と
４
の協
働

①すべての
職員が組織
的に学校運
営に取り組
む。

学校
管理
５
学校
運営

②地域から
信頼される
学校づくり
を推進す
る。

①・農業体験先に巡回等を行い、精
力的に体験学習を行っている様子が
伺えた。来年度以降も継続して体験
を行うよう検討していきたい。イン
ターンシップについては参加者をさ
らに増やすため、生徒への広報活動
を行っていきたい。
・デュアルシステムの研修先を探す
のに苦労した。午後からの 2 時間で
は、なかなか受け入れてくれるとこ
ろがない。また、受け入れてもらっ
ても研修先によっては、仕事が既に
終わり、片付けなど仕事の中心部分
は体験できなかった。また大きな工
場等では、組織上生徒を組み込むこ
とは難しく、協力を得ることはでき
なかった。このようなことから、カ
リキュラム上の工夫や前もっての研
修先確保が重要であると思われる。
②キャリア教育実践プログラムは大
幅改訂を行ったが、本校の未来像に
沿ったさらなる改善が必要と思われ
る。
③進路指導については保護者も含め
た個別相談を継続して行うべきと考
える。
④シチズンシップ教育については、
消費者教育等も含めた形で検討して
いく必要がある。
①地域貢献の一環で校外清掃を行っ
ているが、生徒は地域に対する貢献
活動をしている意識が少ないため、
地域だけでなく生徒にも活動のＰＲ
が必要である。

（学校評議員）
・インターンシップ、農業体験、デュアルシス
テムの取組等、体験を通じて学ぶことは大変重
要である。後継者不足に悩む農家の視点もふま
え、積極的に連携を進めてほしい。
（生徒・保護者）
・「実験・実習等の体験的な学習をとおして農
業学習への興味・関心が高まった」に関する生
徒の肯定的回答は 87%と非常に高かった。ま
た、保護者の肯定的回答も83%と高かった。
・キャリア教育について、「自分の生き方や将
来を考えるようになった」「説明会やガイダン
スが充実」に関する生徒の肯定的回答は 64%、
65%であったが、「面談による学習意欲・進路
意識の向上」「シチズンシップ教育による政治
参加（選挙等）理解の深化」については 46%、
25%に止まった。

・インターンシップ、農業体験、
デュアルシステム等の体験的な学
習が生徒の学習意欲の向上に強い
関連を持っていることはアンケー
ト結果からも窺われるが、参加者
数がやや減少している。
・実施１年目であったデュアルシ
ステムについては、研修先の確保
も含め、運用面でも改善点が多
い。
・本校のキャリア教育実践プログ
ラムに基づき、説明会・ガイダン
スを計画的に実施した。進路の手
引きの活用法や、面談による生徒
の意識・意欲の向上等の面で改善
の余地がある。
・進路関係書類の作成等について
は、組織的な対応による事故防止
の徹底を図ることができた。

・「ガイダンス・進路指導の充実」に関する保
護者の肯定的回答は61%であった。

（学校評議員）
①学校の特色を生 ①生徒会や農業クラ ①・地域の農業学習の拠 ①・地域貢献活動を中心に、学校周辺
・和太鼓部をはじめ多くの生徒が地域の様々な
かした地域活動に ブ・委員会等による 点としての学校づくりが の美化活動を実施することができた。
場に参加し、貢献してくれていることに感謝し
取り組む。
地域との連携・協働 できたか。
・和太鼓部が地域の行事などの活動を
たい。その他にも、生産物販売会や、保育園・
活動等を充実させる ・地域へ開かれた農場と 通して交流を行った。
幼稚園・小学校・中学校との連携を是非継続し
②地域や関係機関 ことにより、開かれ して活動できたか。
・草花部のコサージュ教室や酪農部の
てほしい。
等と連携した学習 た学校づくりを推進
共進会運営補助と酪農教育ファーム活
活動の教育プログ する。
②地域と連携した防災(火 動、農業総合科の学校開放講座等、農 ②地域と協働しての防災訓練につい ・自らが地域に貢献できていると感じる生徒の
ラムの開発を進め
災・地震)訓練を実施 業の特色を生かした貢献活動として、 ては、計画的に実施する必要があ 割合をもっと増やすことが必要である。
る。
②地域と連携した防
し、生徒の防災に対する 地域の拠点となっている。
る。
（生徒・保護者）
災訓練を行い、防災
意識を高めることができ
・「地域貢献活動・部活動・授業等をとおした
教育を充実させる。
たか。
②防災計画を作成し、防災訓練を４月
地域との関わりの深まり」に関する生徒の肯定
27 日と８月 30 日に実施したが、地域
的回答は 44%だが、「地域に開かれている学
と連携した防災訓練は実施できなかっ
校」に関する保護者の肯定的回答は 94%であっ
た。
た。
・「防災意識の高まり」に関する生徒の肯定的
回答は52%であった。
①事故・不祥事の ①事故・不祥事防止 ①ＯＪＴの計画的・組織 ①・事故防止会議以外にも、職員会議 ①・教職員の言動を含む適切な生徒 （生徒・保護者）
防止を徹底し、地 を徹底し、職員の実
的展開により事故・不 や朝の職員打合せ等の機会を活用し、 指導という点で課題が残った。ま ・アンケートの自由記述において、生徒・保護
域から信頼される 践的指導力を向上さ
祥事防止職員の実践的 管理職が先頭に立って注意喚起・周知 た、職員相互の複数点検にまだ甘さ 者ともに、生徒に対する教員の言動に疑問を呈
学校づくりに取り せる。
指導力の向上を図るこ 徹底を図ることで、ミスを事故につな がある。組織全体の課題ととらえ、 するものが複数あった。
組む。
とができたか。
げない取組を推進させることができ タイムリーに、かつ、粘り強く取組 ・「学校ホームページの充実」に関する生徒の
肯定的回答は 34%に止まり、更新されていない
②ホームページの更
た。
を進める。
②安全、安心で快 新を精力的に行い、 ②ホームページの更新を ・業者選定会議は、H28 年度入学生の ・業者選定会議について今年度から 古い内容について指摘する意見が複数見られ
適な教育環境の整 積極的な情報発信を １回／週以上出来たか。 備蓄食料・修学旅行・卒業アルバム・ 企画会議のメンバーで実施すること た。
備を推進する。
行う。
H29 年度入学生の実習服・制服につい になった。来年度以降も継続して行 ・「清掃が行き届き校内がきれい」に関する生
徒の肯定的回答は 36%に止まるとともに、生
③施設等の定期的な点検 て実施した。
いたい。
徒・保護者ともに自由意見において、トイレ施
③施設等の定期的な を実施し、安全・安心な ②ホームページの更新は、１回／２週 ②年度当初にホームページ担当者会
設の古さや洋式トイレ不足を訴えるものが相当
点検を実施するとと 校内環境の整備を行うこ のペースに留まった。
議を行い、年間行事予定を参照しな
数に上った。
もに、学習環境にふ とができたか
③学校環境整備事業として保護者･生 がら各グループに担当する記事を割
さわしい校内環境の
徒・関係職員によるペンキ塗りを実 り当てることによって、各グループ
整備を進める。
施した。
が記事を作成しやすい環境づくりを
行っていく。
③学校内の施設設備については更に
細かく定期に実施していきたい。

・引き続き体験的な学習の
内容の充実を図り、参加生
徒の増加を図る。
・デュアルシステムについ
ては、研修先を確保した上
で、カリキュラム上の工夫
を検討する。
・個々のキャリア行事や面
談を、さらに生徒の意識・
意欲の向上に繋げるため
に、実施目的・ねらいを生
徒が着実に理解するよう指
導法を工夫する。
・シチズンシップ教育につ
いて、政治参加（選挙等）
以外の内容の導入も検討す
る。
・進路関係書類について、
引き続き事故ゼロの取組を
推進する。

・地域清掃を中心とする地域貢献
活動や、様々な部活動・農業クラ
ブが、地域行事に積極的に参加・
貢献し、地域からの評価も高い
が、全校生徒レベルで見ると、貢
献できているという実感がまだ低
い。
・熊本地震もあり、防災訓練によ
って生徒の防災意識がやや高まっ
た。ＤＩＧ訓練も教員・生徒対象
に実施した。
・地域と連携した防災訓練を実施
できなかった。

・地域に開かれた学校・地
域に貢献する学校としての
取組を継続するとともに、
全校生徒で実施している地
域貢献活動の意義について
生徒に理解させる。

・事故・不祥事ゼロプログラムに
基づき、組織全体で取り組んだ結
果、従来よりも大幅に課題を減少
させることができた。
・生徒に対する適切な指導という
点で課題が残った。
・ホームページの充実という点で
は、学校長のブログをはじめ、一
定の改善を見たが、古い内容の更
新等、まだ課題がある。
・保護者・生徒・教職員による環
境整備作業（ペンキ塗り）を実施
することができた。
・学校評価アンケート結果を受
け、校内の全てのトイレにおい
て、電球の交換・荷物掛けフック
の設置を行った。

・引き続き事故・不祥事ゼ
ロの取組を組織的に推進す
るとともに、今年度浮上し
た課題は、次年度の重点課
題として組織的に取り組
む。

・具体的で実践的なＤＩＧ
研修を継続するとともに、
防災訓練の内容についても
同様の視点を踏まえ、内容
の改善を進める。
・地域と連携した防災訓練
について、地元自治会等と
連携し、計画的に実施す
る。

・各グループのホームペー
ジ担当者が具体的な作成予
定に基いて取り組むことが
できるよう、情報グループ
を中心に環境づくりを進め
る。
・トイレ清掃の徹底等の環
境整備を進めるとともに、
２・３年生の教室にも段階
的にロッカー導入を進め
る。

