
様式第５号 

令和２年度 学校関係者評価実施報告書（まとめ用） 
 

学校番号 10 学 校 名 静岡県立田方農業高等学校 記 載 者 教頭 平井 剛 

 

本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載） 

  
取組目標 成果目標 

自己

評価 

関係者 

評 価 
意見 

ア 

農業教育の専

門性の向上と

基礎学力の定

着をすすめる。 

・全国大会（意見・プロジェクト発

表）出場１部門以上 

・全国大会（農業鑑定競技）入賞６

人以上 

・指導体制が充実したとする自己評

価割合 70%以上 

・資格取得数が前年度実績以上 

・アグリマイスター制度の円滑な実

施 

・課題研究の題目、実施計画の指導

が充実したとする自己評価割合 70％

以上 

・講師招請７回以上、高大連携２回

以上 

・講師招請、高大連携が活用できた

とする自己評価割合 60％以上 

・家庭学習が習慣化したとする自己

評価割合 60％以上 

・基礎学力が定着したとする自己評

価割合 70％以上 

・授業改善のための教科、学科内の

研修および研究授業を実施１回/年 

・相互授業参観２回以上 

・生徒授業アンケート年２回の実施 

Ｂ Ａ 

・学校の魅力化が言われているが、田農は

様々な取組みがあり、特色がある。 

・特色があるところは学校としてずっと続

いていくだろう。 

・先輩の実績が後輩の励みになっている。 

・田農の取組みをいろいろな方々に知って

もらいたい。 

・コロナ禍の中、生徒たちが学びを楽しみ

ながらみんなでがんばって成果を出してい

ると思う。 

・家庭学習等については個々の家庭環境や

事情もあり 60％はやむを得ないとも考え

られる。 

・家庭学習を頑張ってほしいです。ワーク

等課題が少し増やせることができればと思

う。 

 

イ 

自己指導能力

及び社会性の

育成 

・授業に真面目に取り組む生徒 90％

以上 

・授業に遅刻・欠席しないよう常に

心掛ける生徒 90％以上 

・授業で自分の意見や考えを持った

り、他者の意見を認めることができ

たとする生徒が 90％以上 

・遅刻者数の平均が１日４人以下 

・生活面がしっかりしていると自覚

する生徒 85％以上 

・登校指導、頭髪・服装等の指導に

共感できる保護者 85％以上 

・生徒が安心して通学できると感じ

る割合 85％以上 

・自ら挨拶のできる生徒の割合 65％ 

Ａ Ａ 

・授業に真面目に取り組む生徒が 90％なの

は立派。 

・検定や資格なども目標に向かってクラス

でまとまっている感じがした。 

・今後、授業を高めるために研究し、積極

的に取り組み元気を出せるとよい。 

・登下校の生徒に接する機会が多いが、時

代と共に明らかにだんだんと良くなってき

ている。 

・近隣住民にも挨拶を良くしてくれる。 

・学校見学時の生徒の挨拶がよい。 
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ウ 

キャリア教育

を根幹とした

進路指導の充

実 

・生徒の職業意識が深まったとする

自己評価割合 80％以上 

・第１志望達成率 

大学・短大 80％以上 

専門学校 95％以上 

就職 80％以上 

・進学・就職の指導が十分行われて

いると感じる生徒 90％以上 

・進路に関する情報が提供され、き

め細かい指導が行われていると感じ

る保護者 80％以上 

Ａ Ａ 

・それぞれの進路について学校側の指導も

充実していると思われる。 

・1 年生の時期からの指導で、全体に良い

方向になっていると思った。 

・学校の目標より達成率がよい。 

・新型コロナの影響か看護学校の進学が多

いような気がする。 

・看護学生には期待したい。 

エ 

学校農業クラ

ブ、生徒会、部

活動の活性化

と自主性の育

成 

・学校行事等を積極的に行うとする

生徒 90％以上 

・学校農業クラブについて知ってい

ると答える保護者 75％以上 

・農業クラブ全国大会静岡大会の運

営が成功したとする自己評価が 80％

以上 

・県大会出場部活 60％ 

・部活動中のケガ・事故、昨年比減 

・部活動ガイドラインに則った適正

な活動計画の作成 100％ 

・テスト前部活動休止の徹底 

・部活動が活発で生徒に充実感をも

たらしているとする保護者 85％以上 

Ｂ Ｂ 

・全国大会のために準備してきた生徒たち

の努力はきっとこれからの人生に生かされ

ると思う。農クや行事の中止は残念であっ

たがコロナ禍では仕方なし。 

・今年は中止になってしまったが、来年度

頑張ってほしいと思う。 

・部活動もしっかりとよくできている。 

・部活もガイドラインに則った活動を続け

てほしい。 

・文化系は表彰多数ですが、運動部にさら

なる期待をしたい。 

オ 

共生・共育の定

着と心を豊か

にする教育の

充実 

・共生・共育の交流活動４回／各学

科 

・豊かな心や命を大切にする心が育

っているとする保護者 90％以上 

・図書館だより「いずみ」の発行８

回／年 

・図書貸し出し数３冊／人 

・朝読書をしっかり行っている生徒

90％以上 

Ａ Ａ 

・動物や植物の成長に心を寄せて世話する

中で共生・共有や心の豊かさが育っている

と思う。 

・朝読書はとても良いと思う。今後も続け

ていってほしい。 

カ 

安全・安心な教

育環境の整備

と美化に努め

る 

・安全を優先した日常的な整理整

頓・不要物等の廃棄・計画的な改修

に努める。 

・施錠管理を徹底する。 

・施設整備委員会 月１回 

・校内美化活動３回／年 

・清潔な学習環境の保全ができたと

する自己評価割合 70％以上 

・（新型コロナウイルス感染症対策が

できたとする自己評価） 

・特別支援体制、教育相談体制の円 

滑な運営を図る。 

・通級指導への理解と連携の充実 

・教育相談便り 10回／年 

・情報セキュリティ実施手順書の理

Ａ Ａ 

・安全・安心な教育環境に努力しているこ

とがよくわかり、学校側の力の強さがわか

る。 

・コロナウイルスの感染対策は大変だった

と思うが、今のところ感染者が出なくてよ

かった。今後も徹底して頂ければと思う。 

・中庭の整備をお願いしたい。 
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解推進。 

・個人情報漏洩の事故０回 

キ 

地域・保護者と

の連携と教育

情報の効果的

な提供 

・平均更新回数２回／週 

・39 メールの加入率 95％以上 

・ＰＴＡ総会出席率 20％以上 

・地区懇談会出席率 35％以上 

・学校と保護者の話し合いの場が充

分あるとする保護者 85％以上 

・地元農家招聘２回 

・ＪＡや地元農家・企業との連携が

促進されているとする自己評価割合

60％以上 

・地域防災訓練参加生徒 80 人以上参

加職員 25 人以上 

Ｂ Ａ 

・ＰＴＡの引継ぎ等、コロナのこともある

が、できることを少しでもやれると良いと

思う。 

・作物を生徒がリヤカーを引いて売ってい

るのは住民にとってはうれしい。 

・田農マーケットで地域とのつながりが築

けているのが素晴らしい。 

・登下校時に先生方が交通指導をしてくれ

ていてありがたい。 

・ＰＴＡ総会、地区懇談会の出席率が悪い

のは学校に問題がないと解釈できる。 

・出席率の改善は必要である。 

ク 

業務改善及び

教職員研修の

推進 

・各種研修会への参加及び視察の回

数５回／年 

・カリキュラムマネジメント及び授

業改善のための校内研修３回／年 

・「スポーツエキスパート」、「文化の

匠」の県事業や、学習支援、部活動

指導員等を依頼する外部指導員数８

名 

・あらたな勤務管理システムの円滑

な履行をすすめる。 

・週１回の定時退勤日(月曜日)の周

知徹底 

・各部活動で設定している週１回以

上の休業日の完全実施 

・部活動ガイドラインの適正な履行

をすすめる。 

・夏季休暇の取得率 100％ 

・１ヶ月あたりの時間外勤務 45時間

以内、年間 360時間以内 

・定時退勤日 

午後４時 45分退勤励行、午後６時完

全退勤、平常日 午後７時退勤励行、

午後８時完全退勤 

・コンプライアンス研修毎月１回実

施 

・教職員の不祥事０、体罰０、交通

事故０ 

Ｂ Ｂ 

・生徒さんの研究熱意も強く、成果も出し

ているので、プロの専門の先生も必要だと

思われる。教員の充実をお願いしたい。 

・先生方も生徒や学校のために良くやって

いただいていると思う。 

 

 


