
 

 

令和３年度 岡山県農林水産総合センター農業大学校評価システムシート（最終） 
 

教育目標 岡山県農業の次代を担う人材の育成並びに就農支援 

重点目標 農業を志す意欲ある学生の確保 総 合 評 価 Ｂ 
評価基準  Ａ：十分達成できた 

      (達成度)  Ｂ：概ね達成できた 
             Ｃ：達成できなかった 

課  題 活動計画（具体的方策） 評価指標（数値目標） 達成度と活動の実施状況 評価 次年度への課題と対応策 

１ 幅広い人材
確保に向け
た学生募集
活動の実施 

・オープンキャンパスを３回開催し、各
オープンキャンパスで参加対象を絞り
ながら、その対象が求める情報提供を
行い、農大への進学意欲を醸成する。 

・参加人数：延べ100名以上 
   (R2年度実績：延べ76名) 

・参加人数：44名 
緊急事態宣言により開催は１回となっ
たが、動画説明やリモートで在校生と
の交流などの工夫を取り入れた。 

Ｃ ・コロナ対策を徹底し、参加者へ農
大の魅力を伝えられるよう工夫す
る。また、このような状況が来年
度以降もみられる場合、オンライ
ンによる開催も検討する必要があ
ると考える。 

・高校ガイダンス等で学校見学のPR
を行い、次年度も学校見学への個
別対応によりPRを行っていく。 

・学校見学への個別対応等により、ＰＲ
を図る。 

・学校見学対応件数： 8組 
 （R2年度実績：7組） 

・学校見学対応件数：13組 
個別見学が11組、農業高校のクラス単
位見学が2組あった。ほ場や施設を見
学するとともに、案内冊子やオリジナ
ルファイルを活用し、農業大学校への
理解を深めた。 

Ａ 

２ 高校との連
携強化（農
大への理解
促進） 

・コロナ禍の現在、県内全高校への学校
訪問は難しいため、訪問は重点的な農
業関係高校に絞り行う。 

・学校巡回  ：延べ24校 
 （R2実績：延べ８校） 

・学校巡回：延べ11校 
農業関係高校10校、一般校1校を巡回
した。コロナ禍の巡回であったので、
校長、副校長のみで対応した。 

Ｃ ・次年度もコロナ禍が続くようなら
ば、学校巡回は農業関係高校に絞
ってタイムリーな時期に少人数で
対応することが必要と考える。 

・農業高校の校長会への出席や進路担当
教諭との連絡会議の開催により、情報 
交換を行い、課題の把握に努める。 

・校長会等出席：    3回 
・連絡会議開催：     2回 

・校長会等出席：3回 
校長会2回、教頭会資料提供1回 

・連絡会議：2回 
 農業関係高校との連絡会議を計画どお
り開催した。 

Ａ ・校長会等への出席、連絡会議の開
催は、高校に農大の状況を知って
もらうために重要であるため、今
後も引き続き対応する。 

・高校の進路ガイダンスに積極的に参画
し、情報を提供する。学生とともに参
加する出前講座についても試行してい
く。 

・ガイダンス等参加： 20回 
  （R2実績：14回） 

・ガイダンス等参加：18回 
 参加18回、中止5回 
ガイダンスへの要請は23件であったが
コロナウイルス感染症対策により中止
が5回あった。 

Ｂ ・次年度もガイダンスへの出席を積
極的に参加し、農業大学校のＰＲだ
けではなく、農業分野の仕事という
部分においても十分説明を行い、学
生に農業に興味を抱いてもらえるよ
うに努める。 
また、高校側から要望のあった卒業
生の派遣は、高校からの依頼という
形で対応する方針とした。 



 

 

課  題 活動計画（具体的方策） 評価指標（数値目標） 達成度と活動の実施状況 評価 次年度への課題と対応策 

３ 令和４年度
入学生の確
保 

・ポスター、チラシ、パンフレット等を
作成配布するとともに、ホームページ
等により入試情報を発信する。 

・広報誌掲載数： ８誌以上 
 （R2実績：７誌） 

・広報誌掲載数：15誌 
 市町、JAの広報誌掲載を文書等で依頼
し、電話での依頼も積極的に行い、昨
年度より掲載誌数を増やした。 

Ａ ・各広報誌への掲載は、入学試験の
開催を周知するのに大変重要であ
り、次年度も積極的に進める。 

・県内市町村・農協へ訪問し、広報誌掲
載依頼や農大のＰＲを行う。 

・志願者数： 50名以上 
   (＊過去5年平均：44.6人) 

・志願者数：48名 
 一般前期試験までで合格者数は、定員
数となった。 

Ｂ ・入試情報の周知、農業大学校のＰ
Ｒ等を積極的に行い、志願者の確保
を図る。 

・各高校については、学校概要等の送付
による情報提供を行い、補完的にウエ
ブ等での学校紹介等を行う。 

・ウエブ等を利用した情報発 
信：１回 

・情報発信：１回 
・学校紹介動画を作成し、動画共有サイ
トの「晴れの国おかやまチャンネル」
発信した。 

Ａ ・各種イベントや各品目の旬の時期
に収録し、より魅力ある農大の情報
発信に努める。 

 ※将来の岡山県農業の担い手育成に向け、農業を志す高校生等に対し、農業大学校のＰＲを行い、幅広い人材の確保を図る。  



 

 

 

重点目標 農業大学校の魅力向上 総 合 評 価 Ａ 
評価基準  Ａ：十分達成できた 

      (達成度)  Ｂ：概ね達成できた 
             Ｃ：達成できなかった 

課  題 活動計画（具体的方策） 評価指標（数値目標） 達成度と活動の実施状況 評価 次年度への課題と対応策 

１ 質の高い教
育の提供 
（授業内容
の充実・強
化） 

・岡山大学教授、専門分野の学識経験者
等、外部講師の協力を得て、高度な教
育の機会を増やす。 

・専門分野外部講師による授 
業数 ：前年実績以上 
    (R2：11講座236時間) 

・専門分野外部講師による事業数 
 11講座、268時間 
農業法人論の講義を、現場で法人化の
推進を行っていた農業会議の担当を専
門家として招き講義をしてもらい、学
生の興味が増した。 

Ａ ・次年度はＧＡＰ実践論を12時間か
ら20時間に増やし、専門家からの
講義を増やす。 

・学生満足度調査の分析結果を基に授業 
への工夫を図る。 

・学生の関心度(満足度) 
       ：10点満点の7以上 
 （R2実績：6.9点） 

・学生の関心度：7.0点 
 学生へのアンケートを行い、関心度を
調査した。 

Ａ ・学生アンケートを基に、学生の意
見を反映しながら講義内容の見直
しを行う。 

２ 実践能力の
向上 （資
格取得の促
進） 

・カリキュラムに各種資格取得に向け、
補習授業で対応する等資格取得を推進す 
る。 

・資格取得者数（取得割合） 
 ：20% 
 （R2実績：9人 16.3%） 

・資格取得者数（取得割合）： 
合格者数47人(136人中) 35% 
危険物取扱者、毒物・劇物取扱者、農
業簿記検定、狩猟免許において、授業
及び補助研修を行い、学習援助を行っ
た。 

 
Ａ 

・カリキュラムで行っている資格取
得については、大型特殊及びけん
引（農耕車限定）等を行っており
次年度の指標に加える。 

・日本農業技術検定については、講義・
補習及び各講義での受験対策により、
合格率アップを図る。 

・日本農業技術検定2級合格 
率        ：20%以上 
   (R2実績：７名 13.2%) 
   

・日本農業技術検定２級合格率：13名 
 （22.4%） 
・受験前に、共通問題は２回の授業で、
専門科目は各専攻で過去問の演習を行
い、合格率の向上を目指した。 

Ａ ・日本農業技術検定の共通問題は、
範囲が広いため、過去問をやると
ともに、最近の農業情勢について
も理解できるように授業を行う。 

３ 職員の指導
能力等資質
の向上 

・職員の指導能力向上に向け、国等が実 
施する各種研修へ積極的に派遣する。 

・国等研修会参加職員数 
       ：1名程度 
 （R2実績：2名） 

・国等研修会参加職員数：２名 
 初めて農業大学校に赴任した職員２名
について、国主催の研修会にオンライ
ンで参加した。 

Ａ ・岡山県での農大への職員配置は農
業職からの配置となるため、初め
て赴任する職員について次年度も
研修に派遣し、指導力の向上を目
指す。 

・県教育委員会と連携し、学校現場の問
題解決の職員研修を依頼し、職員のス
キルアップに努める。 

・教員研修回数：１回以上 
   （R2実績：1回） 

・職員の指導スキル向上のため、岡山県
総合教育センターの職員を招き「コー
チング手法を用いた授業の進め方につ
いて」の講義を受け、資質向上に努め
た。 

Ａ ・近年、学生の様々な特性に応じた
指導能力が求められている。次年
度も教育の専門家としての総合教
育センターによる研修を行い、ス
キルアップに努める。 



 

 

課  題 活動計画（具体的方策） 評価指標（数値目標） 達成度と活動の実施状況 評価 次年度への課題と対応策 

４ 教育環境の
整備・充実 

・充実した教育環境の整備に向け、機械
施設及び機材の整備、修繕を計画的に
進める。 

・施設整備、改修実績 
（導入実績） 

・デジタルサイネージ機器や環境モニタ
リング装置の導入､養液土耕装置の更
新、下水配管取替修繕等を実施 

Ａ ・LED灯への取替、木造壁塗替等、
早期に修繕が必要な個所について
は、重要度に合わせて計画的に実
施する。 

・学生の満足度 
        ：10点満点の7以上 
（R2実績：6.5点） 

・学生の満足度：6.5点 
11/11に学生へのアンケートを実施し
満足度を調査した。学生寮への不満が
他の施設に比べ高かった。 

Ｂ ・寮自治会と話し合いながら、県に
よる修繕や整備が必要な部分は、
順次、進めていく。また、寮自治
会で整備するべき部分は、寮自治
会に整備を依頼する。 

５ 広報活動等
の強化 

・ＨＰの内容について十分に検討し、よ
り魅力ある情報発信とする。 

・ＨＰ情報発信（更新回数） 
 前年度以上 
 （R2実績：51回） 

・ＨＰの情報発信（更新回数）：41回 
 年度後半に情報更新が少なくなった。 

Ｂ ・次年度も行事予定の変更等の更新
は的確に行い、閲覧者の早く情報
を伝えるように努める。 

・収穫祭や新鮮市など地域とふれあう各
種イベントに関してはマスコミを積極
的に活用し、農大のＰＲに努める。 

・農大通信の発行回数 
  前年度以上 
 （R2実績：５回） 

・農大通信の発行回数：8回 
学生の動きがわかるように農大通信を
発行した。 

Ａ ・学校行事や専攻での動き等を今後
も臨機応変に発信し、農大のＰＲ
に努める。 

 ※教育内容の充実に向け、職員の資質向上に努め、実践的な教育による専門学校としての特色ある学校づくりを推進するとともに、学生の技能・知識の向上を図る。 



 

 

                                                                                                                                 

重点目標 就農促進と進路指導体制の強化 総 合 評 価 Ａ 
評価基準  Ａ：十分達成できた 

      (達成度)  Ｂ：概ね達成できた 
             Ｃ：達成できなかった 

課  題 活動計画（具体的方策） 評価指標（数値目標） 達成度と活動の実施状況 評価 次年度への課題と対応策 

１ 就農意欲の
醸成 

・１年生対象の先進農家留学研修により
就農への動機付けを行う。その際、留
学先、内容は就農を意識し選定する。 

・就農者率：50%以上 
(就農率 R1：47％) 
( 〃  R2：37％) 

・就農者率：45.5% 
（自営就農１人、法人就農14人） 

・農家留学研修先は学生の意向を踏まえ
て選定したが、コロナ禍の影響で、後
半のみの実施となった。 

Ｂ ・農家留学研修の前期がコロナ禍の
影響で中止となり、就農への意識
づけが不十分であった。 

・次年度もコロナ禍の影響により、
研修が十分に実施できない場合が
考えられるので、長期休暇時の使
インターンシップ等を活用して補
充することも検討していく。 

・農大ＯＢや新規参入者との意見交換、
農業生産法人説明会により、農業経営
をより深く理解する機会を提供し、就
農意欲の醸成を図る。 

 ・意見交換会では、新規参入者との意見
交換を２回実施し、学生へ就農への意
識づけを行った。 

２ 進路選択・
決定の早期
意識付け 

・民間と連携したセミナーを開催するな
ど、早期から進路に対する動機付けを
行う。 

・１年次末の進路目標決定者 
の割合：100% 

・１年次末の進路目標決定者 
の割合 ：100% 

Ａ ・１年次に「社会科学基礎」の講義
を通じて、動機づけを行うととも
に、各専攻の担当者と情報共有を
行い、早期に進路を決定すること
ができた。 

・次年度以降も引き続き進路指導を
強化していく。 

・１年次に進路決定のためのセミナーを
５回開催して、意識づけを行った。 

・進路指導用の情報共有ファイルの設定
行い、適切な進路指導を行う。 

・２年次10月末の内定率 
           ：60%以上 
(内定率 R1：53%) 
(  〃  R2：60%) 

・２年次10月末の内定率： 
84.8%（28人） 

Ａ 

・進路希望調査、個人・三者面談等によ
り、進路希望・就職活動状況を把握す
るとともに進路指導を行う。 

・進路希望についての各学生との面談を
行い、必要な場合は保護者面談を実施
した。 

３ 卒業時の進
路決定 

・農業法人の説明会や、農業関連企業へ
就職したOBとの座談会等を開催し、農
業関連の就職先への学生の理解を深め
る。 

・卒業時進路決定率  100% ・卒業時進路決定率：100% 
・農業法人説明会を1回、ＯＢとの意見
交換会を１回実施した。 

Ａ ・法人説明会やＯＢとの座談会を開
催するとともに、企業説明会や企
業訪問を積極的に進める。 

・個別指導の強化により、求職と求人の
マッチングを図る。 

 ・進路未決定者に企業訪問を促すととも
に、ハローワークと連携して進路先を
決定した。 

 ・また、未決定者に対して重点指導
を行い、12月には全員の進路が決
定するように努める。引き続き、
学生の希望に沿った進路を早期に
決定していく。 

  ※進路意識、就職活動意識の高揚を図るとともに、基礎学力の向上のほか、履歴書・エントリーシート等の作成など進路決定に向けた支援の充実、体制の強化を進める。



 

 

                                                                                                                           

重点目標 社会人就農研修等による多様な人材の育成 総 合 評 価 Ａ 
評価基準  Ａ：十分達成できた 

      (達成度)  Ｂ：概ね達成できた 
             Ｃ：達成できなかった 

課  題 活動計画（具体的方策） 評価指標（数値目標） 達成度と活動の実施状況 評価 次年度への課題と対応策 

１ 農業経営の
発展に向け
た研修の充
実強化 

・就農時に役立つ資格免許として、応用
技術研修（トラクター、けん引、小型
建機、アーク溶接、フォークリフト）
を実施する。 

・受講者数(資格取得者数) 
    資格取得者 50名以上 
    （R2実績：53名） 

・資格取得者数：59名 
 小型建機16名、トラクター18名、けん
引12名、アーク溶接６名、フォークリ
フト7名 

Ａ ・次年度も認定農業者や新規就農者
を中心に、各資格取得の援助を行
っていく。 

・受講者へのアンケートを実施し、研修
内容をより充実していく。 

・研修者の満足度： 
    10点満点の7以上 
  （R2実績：7.5） 

・研修者の満足度：9.35 
 各研修の終了時にアンケート調査を実
施した。 

・各研修満足度 
  小型建機  8.8 
  トラクター 9.8 
  けん引   9.4 
  アーク溶接 9.4 

Ａ ・研修者アンケートをもとに、委託
業者への仕様書を検討し、一層充
実した研修としていく。 

  ※実践的な農業体験の場の提供と関係機関等との連携による即戦力となる人材の育成を図るとともに就農定着を進める。 


