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評価基準（達成度） 

A １００％以上の達成 

B ８０～９９％の達成 

C ６０～７９％の達成 

D ４０～５９％の達成 

E ３９％以下の達成 

 

令和元年度 茨城県立農業大学校評価表 

 

重点目標 
① 入学生の確保 

２ 教育内容の充実・強化 

３ 進路指導の充実 

４ 学生の自治会活動の活性化 

 

重点 

目標 

番号 

現   状 課   題 評価項目 具体的方策及び評価指標 
経過・達成実績 

※（ ）は前年度実績 

達
成
度 

次年度の課題と改善策 関係者評価委員会からのコメント 

１ 

１ 本校養成課程の入学者

は，H21の専修学校化以降

増加したものの，定員80名

を下回る状況が続いている。 

（H20：49名，H21～30平均：

66名）。 

本県の 15～19歳人口は

緩やかに減少を続けており，

H30年3月には 140,543人

と、H21年4月の 150,596人

に比べ約7%減少している。

今後，若手従事者を確保し，

本県農業を活性化していくた

めには，農大受験生の積極

的な掘り起こしが不可欠であ

る。 

２ 学校見学会やオープンキ

ャンパスで来校した受験対

象者の７割が，入学試験に

志願していることが明らかと

なっている。そこで，オープ

ンキャンパス等で実際に農

大に来校してもらうことが，

学生確保に有効な手段と位

置づけ，重点的に取り組んで

いる。 

３ 入学生へのアンケートに

より，入学生が農大受験の

動機として，自分自身で決め

た以外に，高校の先生の勧

め，親の勧めが常に上位を

占めていることが明らかとな

っている。そこで，高校生だ

けでなく，高校の先生や親に

農大理解を深めてもらうこと

が重要であると位置づけ，入

学生確保のための広報活動

等に重点的に取り組んでい

る。 

養成課程の定員80名

を満たす志願者を，安

定的に確保する。 

１ 学校見学会及

びオープンキャン

パス等参加者数 

１ オープンキャンパス等の充実 

(1)【継続】オープンキャンパスを農業部と

園芸部とでそれぞれ開催。参加者が活き

活きとした学校生活を実感できるように，

学生主導で専攻コース毎の体験実習等を

実施。 

 

 

 

(2)【継続】学校見学会を 6月中旬に農業部

で開催し，農業部及び園芸部を詳細に説

明。 

 

 

 

 

 

(3)【充実】個別見学の随時受入れをＨＰ等

でＰＲ。 

 

 

 

２ オープンキャンパス参加と学生募集を

促す高校訪問の実施 

(1)【継続】県内全高校を訪問。入学生・卒

業生の状況等を伝え,興味ある生徒への情

報提供を依頼。 

 

 

 

 

 

(2)【継続】幹部職員が，農業の盛んな鹿

行・県西地域の高校，入学実績のある普

通高校，入学実績のある県外高校を訪

問。 

 

 

 (1) オープンキャンパスの開催 

・受験対象者の参加実績 

7/24･25 第1･2回  53(51)人 

9/14･21 第3･4回  30(30)人 

・在校生による実習体験，学習成果・自治会

アンケートの発表や相談対応など，学生の

自立性向上を兼ねて実施した。 

 

(2) 学校見学会の開催 

・参加者実績 

6/15  24(29)人 

 

 

 

 

 

(3)個別見学の受入れ 

・学校案内への掲載 

・２～３月にＨＰ注目情報へ掲載した。 

・12月末現在 3件 

 

 

  

(1) 7月に県内全ての高校131(124)校を訪

問。9月に推薦入試志願者確保ならびに

オープンキャンパス参加勧誘のため

19(25)校を，12月に一般前期・後期志願

者確保のため 40(20)校を，1月に後期志

願者確保と次年度オープンキャンパス参

加勧誘のため 26校を再訪問した。 

 

(2)9月および 11月に副校長が入学実績の

ある東京都の高校5校を，11月に千葉

県の高校3校を訪問。また，農業部長が

県央・鹿行地域等の高校20校を訪問し，

学生募集や推薦入試等の説明を実施し

た。 

Ｂ 

本年度は，オープンキャンパス等

来校者の内，入学試験志願につ

ながった受験対象者は 50％を割

った。今後は，さらに学生確保に

向けて取組みを充実させなくては

ならない。 

 (1)及び(2) 【見直し・充実】オープ

ンキャンパスの学校見学会との統

合および工夫  

・オープンキャンパスの早期開催 

＜農業部＞ ６月「学校説明会」 

7月「体験入学会」 

＜園芸部＞ ６月「学校説明会」 

      7月「体験入学会」 

・学生参加の充実（自治会活動と

の連携） 

 

(3)【充実】個別見学の受入れ及び

ＰＲ 

 重点期間（9月を予定）を設け，

休日受入れ，ＨＰ注目情報掲載を

行う。 

 

 

(1)【充実】教務職員による高校訪

問 

・全校訪問時における４大農学部

受験情報の収集 

・農業高校訪問時の 3学年担任

教諭への学校説明の機会新設 

 

 

(2)【継続】幹部職員の高校訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入学者の確保を図るためには，

担任へのプッシュや保護者との連

携が重要である。農大に進学した

ら，こんな良いものがあるよとか，

農大に行くと得だよと言えるもの

が欲しい。 

・農大生の就農・就職情報など，

農大卒業後の情報が欲しい。そ

の情報があれば，高校の場合に

は，中学校に対する高校案内に

活用できる。 
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重点 

目標 

番号 

現   状 課   題 評価項目 具体的方策及び評価指標 
経過・達成実績 

※（ ）は前年度実績 

達
成
度 

次年度の課題と改善策 関係者評価委員会からのコメント 

１ 

   ３ 県内高校との交流・意見交換 

(1)【継続】高校を訪問した際は，進路指導

教諭，3学年担当教諭，部活顧問等を訪問

し情報交換を実施。 

 

(2)【見直し】いばらき農業アカデミー「高大

連携講座」の需要がない「教員向け講座」

は廃止し，高校生向け講座に集中。 

 

 

 

４ 職員の資質向上 

(1)【継続】学生募集員会を開催し，今まで

に構築した学生募集のノウハウを共有

化。 

 

 

○学校見学会およびオープンキャンパス

への受験対象者の参加実数：80名 

 

 

(1)高校訪問や高校進路ガイダンスの際，進

路指導主事や３学年主任，関心のある生徒

等と情報交換を実施した。 

 

(2) 高校生向け 22講座を設置し，農大ＨＰ

およびいばらき農業アカデミーＨＰに募集

情報を掲載。1講座を実施｡さらに，水戸農

業高校，石岡一高など 9校1組織を対象に

農大見学・出前授業等を計22回開催した。 

 

 

(1)学生募集委員会を開催（4/26，8/27，

11/26)し，効果的な高校訪問，オープンキャ

ンパス開催方法についての意見交換を実

施した。 

 

○受験対象者の参加実数： 

      計65（74）名/5回 

  

(1)【継続】進路ガイダンス，体験授

業等の高校ニーズへの対応なら

びに訪問時の情報収集の徹底 

 

(2)【見直し】高大連携農業アカデミ

ーの廃止。ただし，総合高校等の

農大見学・出前授業は，継続対

応。 

 

 

 

(1)【継続】委員会を複数回開催し，

OJTにより学生募集のノウハウを

習得する。 

 

・生徒を集めることの苦労を感じ

た。高校３年生の進路や最終決定

には，担任の先生の指導が大きく

影響していることから，３年生の

先生へのＰＲは大切である。 

・入学者の確保では，４年制大学

の３年次編入が可能であることは

充分に魅力がある。 

２ 入学志願者数 １ 入試説明会及び教育懇談会の開催 

(1)【継続】5 月下旬までの早期に開催し，

農大の魅力をPR。 

 

 

 

(2)【継続】卒業後の進路をイメージしやす

いよう，就農者，非就農者の事例を紹介。 

 

 

２ 広報活動の推進 

(1)【充実】広報誌，電子媒体の積極的活用

や，スマートフォン，SNS 等を活用した情

報提供を充実。 

 

 

 

 

(2)【新規】SNS運用研修受講による職員の

資質を向上。 

 

 

(3) 【充実】農大ＨＰのリニューアルを行う

とともに，ＨＰにより個別見学の随時受入

れをＰＲ。 

 

 

 

(1) 5/15に開催し，9校10名(11校12名）に

対し，入学・進路状況等について説明した。 

 

 

 

(2) 学生による学習成果発表、農大の教育

内容や卒業後の進路等説明を実施した。 

 

 

 

(1) 農大の入試情報を，農業いばらき，各普

及センター広報誌，県ひばり，県公式ツイッ

ター，リクルート（ｽﾀﾃﾞｨｻﾌﾟﾘ進路）,市町村広

報誌に掲載。IBS（県政だより）で放送した｡

また，農業関連の映画撮影のため，長岡キ

ャンパスの利用に協力した。 

 

(2) 2 名がＳＮＳ運用研修会を受講。さらに，

庶務部および農業部職場研修として「サイ

バー犯罪被害防止対策」を開催した。 

 

(3) 9 月に農大ＨＰのリニューアル作業を開

始し，令和２年２月に完了した。 

 

 

Ｃ 

 

 (1)【継続】5 月下旬までに本校開

催。さらに，水戸駅・土浦駅周辺に

おける学校説明会の開催是非に

関する情報を収集する 

  

(2)【充実】各種情報の中で，「入試

説明内容」については，掘り下げ

て説明を行う。 

 

 

(1)【充実】情報発信を継続し，各普

及センターおよび市町村広報掲

載依頼を早期化する。さらに，市

町村広報への掲載をｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟ

ｽ，学生推薦入試，一般入試募集

の 3回に分けて依頼する。 

 

(2)【継続】新規担当者には，ＳＮＳ

運用研修会を受講させる。 

 

 

(3)【充実】ＨＰ掲載情報の更新を

円滑にするため，複数体制で随時

点検を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の茨城県立農大は合格者

数が定員を割れており，非常に厳

しい状況となっているが，県外に

ＰＲするなど幅広い情報発信を行

うことが必要である。特に，ＨＰが

充実している他県の農大には，学

生が集まっている。 

・学生がユーチューブたインスタ

グラムでの情報発信を自ら行うな

どの情報発信を検討してはどうか

（講師の徹底した管理の下で）。 

・保護者としては，ＨＰで入学金や

２年間にかかる費用などをわかり

やすく検索できるように充実して

ほしい。 
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重点 

目標 

番号 

現   状 課   題 評価項目 具体的方策及び評価指標 
経過・達成実績 

※（ ）は前年度実績 

達
成
度 

次年度の課題と改善策 関係者評価委員会からのコメント 

１ 

   (4)【充実】農大ブログの掲載数を 25％アッ

プ。 

 

 

(5)【継続】関係団体等のイベントで農産物

直売時にＰＲ。 

 

 

 

 

(6)【継続】農大生の出身農業高校の収穫

祭へ出展しPR。 

 

 

(7)【継続】農大教育協力員及び同窓会によ

る募集協力。 

 

 

 

３ 高校・進路ガイド会社との連携 

(1)【継続】インターンシップ，いばらき農業

アカデミー高大連携講座の受講を促進。 

 

 

(2)【継続】高校・進路会社から要請される

出前授業等を高大連携講座として実施。 

 

(3)【継続】各高校進路説明会へ積極的に

参加。 

 

４ 入試制度の見直し，改善 

(1)【新規】一般入試での選択科目である

「生物基礎」の問題をより公正かつ専門的

にするため，外部へ作成を委託。 

 

○養成課程の入学志願者数：全体で８０名 

 

 

(4)農大ブログ掲載数 

  農業部 31(15)本，園芸部 29(26)本，研修

科等15(4)本  昨年対比166% 

 

(5) 関係団体等のイベントで農産物直売時

にＰＲ 11(14)回実施。プレ農業人フェア

（6/27），新農業人フェア in茨城（7/2）および

in つくば（12/7）にて，農大入試相談を実施

した。 

 

(6) 農大生の出身農業高校2校の収穫祭へ

出展。 

 

 

(7) 同窓会総会、役員会等において，学生

募集への協力を依頼。H7～8卒同窓生に学

校案内を送付した。 

 

 

 

(1)(2)高大連携講座は，水戸農業高校，石岡

一高など 23回 762人(16回，621名)｡うち，

12回340人は出前授業として実施した。 

 

 

 

 

(3) 高校進路説明会等へ 31 回（48 回)参加

した。 

 

 

(1) 「生物基礎」の問題作成を外部へ委託し

た。 

 

 

○養成課程の入学志願者数 

（追加試験含まず）：60(69)名 

   内訳：推薦  32 (38)名 

一般前期 16 (26)名 

       一般後期 11 (5)名 

       追加入試 1 （-）名 

 

(4)【継続】農大ブログの掲載 

・掲載 2 本以下の月数を減らす

（R1は 2か月。H30は 5か月） 

 

(5)【見直し】イベントでの農大ＰＲ 

・農業人フェアへの継続参加 

・農産物直売（校外販売）の精査 

 

 

 

(6)【充実】出身農業高校へのＰＲ 

・収穫祭出展 

・卒業生進路状況の提供 

 

(7)【継続】同窓生を通じた募集活

動の充実 

・H 9卒同窓生への学校案内発送 

 

 

 

(1)(2)【見直し（再掲）】アカデミー高

大連携講座の廃止｡ただし，総合

高校等の農大見学・出前授業は，

継続対応。 

 

 

 

(3)【継続】進路説明会の継続 

 

 

 

(1)【充実】養成課程「農業と環境」,

研究科「一般教養」の外部委託の

検討を開始する。 

 

 


