平成 29 年度 東京都立農産高等学校（全日制課程）学校経営報告

校長名

並

川

直 人

１ 目指す学校像
（１） 目指す学校

「食と緑と農を創造する学校」
本校は東京都東部唯一の農業高校であり、創立以来６９年「農業人・産業人の育成」を学校
の使命としてきた。
したがって、普通教科を基礎とする学力を基に、農業教科による専門的な知識・技能を育成
し、豊かな心と健康な体を源とする人格の完成を目指すと共に、地域で活躍する人材の育成を
図る。
さらに、農業の持つ優れた教育特性を生かし「食と緑と農を創造する学校」をつくる。
（２） 目指す生徒

「タフでしなやかな生徒」
本校は「豊かな農業文化」のある落ち着いた学習環境の中で、前向きに学ぶ意欲や態度を養
い、主体的に行動し、様々な課題を自らの力で解決できる、
「勤労意欲に富んだタフでしなやか
な生徒」を育てる。そのために、教育活動の各場面において関心の喚起→理解の深化→参加す
る態度や問題解決能力の育成というプロセスと単に知識の伝達にとどまらず、本校のもつ教育
資源を活用した体験・体感を重視し、生徒の自発的な行動を上手に引き出し、言語を活用する
場面を多く設定するとともに、探求や実践を重視した生徒参加型の教育を推進する。
２ 中期的目標と方策
（１） 中期的目標
① 全教職員共通理解の下、生活指導で「落ち着いた生徒」を育てる。
② 「食と緑と農」による「地域貢献活動」を組織化し、食と緑と農を地域に広げる。
③ 生徒の目指す進路（第一志望）の実現とさらなる向上を図る。
④ 部活動を活性化し、特色ある部活動の一層の向上を図る。
⑤ 教育のＩＣＴ化を推進し、学習指導、情報活用等において効果的な取り組みを行う。
⑥ 言語活動の充実を推進し、言語能力の向上を図る。
⑦ 教育相談機能、特別な支援が必要な生徒への指導を充実させ、生徒の心の安定を図る。
⑧ 学校農業クラブ活動、学校行事、ホームルーム活動の指導を充実させ、生徒の自主性、
自律的な活動の活性化を図る。
⑨ 環境に配慮した持続可能な学校経営を推進する。
⑩ 体罰の根絶と未然防止など人権に十分配慮した教育活動を行う。
⑪ 農業科の特性を生かし、農産高校らしいオリンピック・パラリンピック教育を行う。
⑫ 来年の創立 70 周年を目指し、生徒の学校への帰属意識を一層高める。
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中期的な目標については、それぞれと有機的に関連させながら、平成 29 年度の学校経
営計画の具現化に向けて取組んだ。
（２） 具体的学校像

①「農業人・産業人を育成する学校」

（学習指導、進路指導）

1)
2)
3)

普通教科学習により基礎的・基本的な学力を「定着」させる。
農業教科学習により専門的知識・技能を「習得」させる。
卒業までに、生徒一人一以上の資格を取得させる。
教養的資格として漢字検定に取組んだが、３級から準２級までの合格率は 18％であっ
た。
（平成２8 年度は 11.5％）他にも英語検定、料理検定、菓子検定の受験を奨励した。
専門的資格では、日本農業技術検定３級を２年生全員が受験し、合格率は栽培系 82.1%
（全国平均 52.7%）
、食品系 87.9%（全国平均 60.7%）で、学校全体の合格率は 85.0％で
目標を達成した。検定協会より優秀団体として表彰を受けた。３級に合格した生徒の２
級への挑戦意欲を醸成し、専門科目の定着度を客観的に測る上でも平成 30 年度は２級
受験者増につなげる。
4) 北海道酪農体験・農家宿泊体験実習をはじめ農業インターンシップ等の実施により農
業に関連する分野への進学や就職者を増やす。
北海道酪農体験や農業インターンシップに参加する生徒は研修の成果を獲得するこ
とができている。職業観・勤労観を育成するためにも、新たなインターンシップ先の
開拓を進めていく。

②「学校の可視化（見える化）を図る学校」

（学校経営、学習指導）

1) 農産高校の教育活動が誰にもわかるよう、全体像を明らかにし、言語化・視覚化する。
2) 行事等、実施の目的を明らかにし、学校としての取り組みを推進する。
3) 年間を通して施設・設備、学習内容、学習成果等を収集・展示する。
4) ホームページやソーシャルメディアを活用して学校情報を常に発信する。
ホームページの新システムへの移行が年度末まで出来なかった。担当者任せとならな
いよう、操作に習熟した職員を増やし、積極的な発信が行えるよう平成 30 年度に取り組
む。
5) 農場や実習施設においては積極的に「見せる化」を図る。
昨年度よりさらに「農場の見せる化」は進んだ。まだ十分ではない区画もあることか
ら、農業科全体での取組を推進する。

③「地域貢献する学校」

（地域貢献、広報活動）

1) 日頃の学習活動を活かした、地域貢献活動を推進する。
2) 地域貢献活動を通して日頃の学習の成果を発表するとともに自己有用感を育成する。
実践的経営学習の中核として事前学習・事後学習の充実を図った。
3) 生徒が自ら企画する地域貢献活動を通して生徒の「探求力」を育成する。
4) 葛飾区と協働した地域活動を通して農産高校の存在を広く区民・都民に周知する。
「フラワーメリーゴーランド」や駅前花壇の植栽など、葛飾区との協働が深まり、生徒
は学んだことを活かした実証実験に参加するなど、学習意欲の向上につながる機会が多
かった。平成 29 年 11 月には葛飾区長が本校を訪問され、生徒との懇談を行うことがで
きた。
5) 荒川区と連携した、江戸東京伝統野菜「三河島菜」の普及のため、栽培や加工など本
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校の特性を生かした活動を推進する。
「三河島菜」の栽培やＰＲ活動に取り組んだ。特に新たな「三河島菜」の普及を目指し
て、家庭で調理し易いサイズの栽培を試行し、受け入れられる土壌を構築した。
にっぽりマルシェでの三河島菜販売や新たなレシピ作り、文化的な背景の学習などを
継続的に実施した。平成 30 年１月には小池都知事が行政視察として来校され、江戸
東京伝統野菜の取組について評価をしていただいた。また、平成 29 年度の取組に対
して荒川区長より平成 30 年３月に感謝状の贈呈があった。

④「食育を推進する学校」
1)
2)

（健康づくり、地域貢献）

生徒、保護者、教職員全員が農業高校の特色を生かした食育を実践する。
生産から加工消費まで「農を基本とした食育」を推進する。

⑤「農業を通して世界を観る学校」
1)
2)
3)

（特別活動、学習指導）

ＦＦＡ（アメリカ学生農業組織）や海外諸団体との交流を積極的に行ない、国際感覚
を育成する。
海外研修や国際交流の報告を共有化し、国際理解教育を推進する。
「えいごカフェ」の開催など、ＪＥＴプログラムを活用し、身近に世界を知る機会を
設ける。

⑥「心と体が健康な学校」

（教育相談、保健指導）

1)

教育相談機能を高め、生徒の心の変化を見逃さず個に応じた対応を行う。
教職員の研修を実施し、生徒のサインをしっかりと受け止められる組織体制づくりに
取り組んだ。
2) 自他の個性と生命を大切にする生徒を育てる。
3) 農業の特性を生かし、あきらめないでがんばることができる生徒を育てる。
4) 生徒の意欲を高める部活動の指導を充実させ、体力・気力の向上を図る。
（３） 具体的生徒像

①
1)
2)
3)

②

授業を大切にする生徒

（学習指導、生活指導）

研究授業を通して授業力向上を図り、生徒の「分かった」「できた」を大切にする。
授業規律の徹底により、授業に集中させることで基礎学力を定着させる。
人の話を聴く姿勢を全員に身に付けさせる。

時間を大切にし、挨拶する生徒

（学習指導、生活指導）

1)
2)

授業の定刻開始など遅刻させない学校風土をつくる。
朝学習を活用し生活リズムを定着させるために学年全体で取り組む。
朝学習への取組が増した結果、遅刻者数を減少させることができた。
3) 遅刻の多い生徒に特別面接や段階的指導を行い、遅刻原因の解明や生活指導を行う。
4) 儀式的行事や集会など、生徒の指導に当たっては共通理解のもと、全教員で行う。
5) 校内に挨拶が行き交うよう積極的な指導を行い、教職員も率先垂範する。

③
1)
2)

行動できる生徒、実践できる生徒
（学習指導、進路指導）
「体を動かすことや労をいとわない」生徒を育成する。
「体を動かすこと」で得られる成就感を大切にした授業を展開する。
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3)
4)

「体を動かすこと」の大切さを知り自ら体力向上を図る教育活動を展開する。
儀式的行事や全校集会などでは生徒が主体となって整列させるなどの取り組みを
行う。

④

自然な髪の生徒

1)
2)
3)
4)

（生活指導、進路指導）
生まれ持った髪を大切にさせ、染髪や化粧、装飾品等の禁止を徹底する。
生活指導として「非行や誘惑に巻き込まれない自己管理（危険回避）
」を指導する。
進路指導として「就職準備としての意識付け」を指導する。
食育・農育の学校として「頭髪からの衛生管理」を指導する。

３ 今年度の取り組み目標と方策
（１） 教育活動の目標と方策
① 学校経営
1)
環境に配慮した ESD(持続可能な発展のための教育：Education for Sustainable
Development)の発想で学校経営を行う。
2) いじめや体罰のない、安全・安心な学校づくりのために組織的に取り組む。
ふれあい月間、教育相談機能の充実、ＳＣや外部専門家との連携などを推進した。
3) 自律経営予算を効率的に執行し、予算残をなくす。
4) 個人情報の管理を徹底し、服務事故を防止する。
紛失事故０、服務事故０で年度を終えた。
5) 学習指導要領に基づく教育課程を発展充実させ、年度末に評価・検証を行う。
教科主任会を中心に生徒の学習状況の定着を分析した。平成 30 年度はコアな課題に
重点的に取り組む。
6) 農産高校学力スタンダード及び技能スタンダードに基づく教科指導を組織的・計画的
に実施する。
7) 学びの専門家として、組織マネジメントと学びあう組織と文化により授業研究や職務
能力の向上を図り、継続的に発展できる組織運営を行う。
研究部を創設し、研究部主任を中心に「小グループによる相互の授業参観」
「若手教
諭による授業研究」を充実させた。研究授業や研究協議会には多くの教員が参加する
ようになった。
② 授業経営
1)「授業評価に関する協議」を実施する。
ア 「学校運営連絡協議会」における「授業評価に関する協議」を充実させる。
イ 授業力向上のために全教員が自らテーマを設定し、授業参観や研究協議を深める。
ウ 生徒が主体的に「授業へ取り組む姿勢を向上させる」ための協議や研修を行う。
2) 普通教科では基礎的・基本的な「学力の定着」を重視する。
ア 定刻に授業を開始する。授業開始時に単元のねらいを明確に説明する。授業の終了
時には単元の振り返りを確実に行う。
イ 一人一資格取得を奨励し、学習意欲を向上させる。
ウ 授業ノートを丁寧に点検し、教科・学年が連携して宿題やレポートを毎週課す。
エ 授業にリズムをつけ、見やすい板書を工夫する。
オ 考査問題を共通問題とする。
カ 家庭学習時間を確保する。
キ 体系的な思考力・判断力を育成するため「考え抜く授業」を徹底し、学力を向上さ
せる。
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ク

調べ学習、体験学習、課題解決学習を通して言語能力向上に取り組み、アウトプッ
トとしてのコミュニケーション能力、表現力を育成する。
ケ 学習につまずきのある生徒に対して、指導法を創意工夫し、内発的な動機を高める
指導を充実させる。
3) 専門教科では「系統的な学習」を重視する。
ア 各科の育てる生徒像を明確にする。
（シラバスの発行・周知）
イ 農業に関する知識・技術を確実に習得させる。
ウ 定刻に授業を開始する。授業開始時に単元のねらいを明確に説明する。
エ 一人一資格以上の取得を奨励し、学習意欲を向上させる。
オ 実習に取り組み意義を理解させ、実習規律を徹底して守らせる。
カ データや情報の分析力を高める「考え抜く授業」を徹底し、学力を向上させる。
キ 調べ学習、体験学習、課題解決学習を通して言語能力向上に取り組み、アウトプッ
トとしてのコミュニケーション能力、表現力を育成する。
ク 農業の６次産業化にともなう実践的経営学習を導入し推進する。
（２） 重点目標と方策
学校経営
1) 授業力の向上
全教員が授業力向上に関する研修テーマを設定する。指定した小グ
ループによる相互の授業参観を２回以上実施し、実施後はグループ
単位で研究協議会を実施する。協議会には管理職も参加する。
グループリーダーを中心に研究部主任と連携して進めることができた。
2) 生徒の学力伸長 生徒の学ぶ意欲を高めるよう創意工夫の実践を共有し、３年間の指
導の見通しをもって取り組む。ホームルームの年間指導計画に基づ
き、学習・進路指導キャリア教育・特別活動などを計画的・系統的
に行う。また、将来の職業的自立を確実にするために、コミュニケ
ーション能力の向上を図る取り組みを一層進める。
ホームルームの全体計画に基づき進めた。さらに「見せる化」して、担任以外の教員
にも取組が明確に伝わるようにする。
3) 言語能力の向上 共通テーマのもとに、全教科で取り組むテーマを設定し、重点的に
学習活動で取り組む。また、特別活動等学校生活のあらゆる場面で
も推進する。全校課題研究発表会を実施し、外部専門家を審査員・
講評者として招へいし、言語活動を充実させる。
東京都農林総合研究センター江戸川分場長を招き、専門的見地から生徒の発表に対
して指導・助言を得た。
4) 小学校、幼保連携
緑を創造する学校として西亀有小学校と連携を図る。幼稚園・
保育園児の情操教育に本校の教育力を活用する。
5) キャリア教育
３年間を見通したキャリア教育・進路指導の年間指導計画に基づき、
将来の職業的・社会的自立を目指し、キャリア形成にふさわしい考
える力を養う。
6) 教科「人間と社会」農業科目において地域団体と連携して展開する。
7) 地域貢献
葛飾区、花のまちづくり協議会、かつしか花いっぱいのまちづくり
推進協議会、亀参祭りを中心に、年間１００回の地域貢献活動を継
続し、生徒の活動機会を設ける。販売実習をとおして、流通のしく
みを理解させるとともに経営感覚を身に付けさせる。
東京葛飾東ロータリークラブとの連携を深め、地域活動を推進する。
東京葛飾東ロータリークラブと協働したプランター作製に１年生全員が取組み、区
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内の公共施設、幼稚園、保育園等に設置した。
荒川区と連携した江戸東京伝統野菜「三河島菜」の取り組みを推進
する。
地域の防災に関して自助・共助の精神をもった生徒の育成を図る。
ＪＡ東京スマイルと連携して新たな葛飾ブランド・農産ブランドを
協働して創造する。
葛飾区内のブルーベリー農家で栽培したブルーベリーを生徒が収穫し、食品科の生
徒がブルーベリージャムに仕上げ、初めて製品化した。「Made in Katsushika」の
ジャムとして、付加価値を高めた商品を開発することができた。
8) 学校間連携
葛飾区教育委員会と協働・連携した学校間連携を研究し推進する。
中学校技術科教員を対象にした栽培技術研修を実施する。
9) 情報発信
携帯メール発信を年１０回以上行う。
10) 募集対策
ホームページを常に更新し、一層の都民へのＰＲ及び広報活動を
戦略的に行う。全教員による中学校・塾訪問等を早期に計画的に実
施する。
11) 組織運営
「毎日がＯＪＴ」として、日々の教科指導や職務において相互の研
さんを深め、特に農業科においては優れた知識や技術を継承・発展
する。行事等においては実施後すぐの成果検証を行い、１カ月以内
に企画調整会議へ報告し、次年度への改善事項の具体的な提案を行
う。組織として成果事例の共有化を図る。企画調整会議等の会議資
料をアーカイブし、共有化を図るとともに、将来のペーパーレス化
への準備とする。
12)資格取得
都立専門高校技能スタンダードに基づき、２年生全員に「日本農業
技術検定３級」を受験させる。園芸デザイン科・食品科とも合格率
85％以上を目指す。進路指導部に資格取得担当を置き、３年間の取
得状況の把握と生徒自身による目標設定によりキャリアアップを
支援する。農業科においては専門性の高い資格取得の合格率を向上
させる。（造園技能士、フラワー装飾技能士、リテールマーケティ
ング検定等）
造園技能士２級２名、３級 13 名、フラワー装飾技能士３級 16 名、リテールマー
ケティング検定（販売士）15 名、食品衛生責任者 45 名であった。
平成 29 年度から食品科において食の６次産業化プロデューサー（食
Pro）のプログラム(Level １)を導入し、特別講座の実施と２年終
了時の認定を行う。
平成 29 年度にプログラム(Level １)の認証を受けた教育機関となった。平成 30
年度より本格実施する。
13)学校農業クラブ活動
江戸東京野菜「三河島菜」の研究プロジェクト、食品科に関
するプロジェクトについて、東京都学校農業クラブ連盟のプロジェ
クト発表会に出場する。
食品科の「江戸みそ」に関するプロジェクト研究で、学校農業クラブ関東大会に
出場し、優秀賞を受賞。東京都教育委員会「夕張キャンプ」選抜大会に出場し、
最優秀賞を受賞し、北海道夕張市に派遣された。
関東地区学校農業クラブ連盟大会に意見発表会及びプロジェクト
発表会への生徒出場を目指す。
日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技会において出場生徒全
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員の入賞以上を目指す。
農業鑑定競技会での優秀賞受賞は４名中２名（50%）であった。
ＦＦＪ検定を１年生において「初級」、２年生で「中級」を実施し、
農業学習及び学校農業クラブ活動への意欲向上を図る。
ＦＦＪ検定「初級」138 名（合格率 99.2%）、「中級」119 名（合格率 88.8%）の認
定を行った。今後は「上級」取得への動機づけとアグリマイスター顕彰制度につ
なげていく。
全国農業高等学校長協会が平成 27 年４月からスタートしたアグリ
マイター顕彰制度のアグリマイスターシルバー認定者を出し、生徒
の専門性の向上、出口保証に結び付ける。
アグリマイスター顕彰制度において、３年生４名が「シルバー」
、３年生１名
が「ゴールド」の認証を獲得した。平成 30 年度は倍増を目指す。
14)朝学習の充実
「農産高校の朝学習」として３年間の取り組みを体系化・見える化
し、朝学習の目的を達成するための指導を充実させる。
15)実践的経営学習
地域のイベント販売では、単なる販売実習に留まらず、商品知識や
接客、顧客のニーズは販売戦略などの事前・事後指導を充実させる。
校内における「農産マルシェ」でも同様の取り組みを行う。
学校説明会や体験入学の実施日等に「農産カフェ」を開催し、生徒
が製造した実習生産品に関する実践的な学習機会を作る。装飾等は
園芸デザイン科生徒が参画する。
「農産カフェ」を１回実施、
「農産マルシェ」は５回実施した。今後も定期的な開催
を通して、生徒の「実践的経営学習」に携わる機会を多く設け、育成を図る。
日常の栽培指導や食品製造指導等において、先進技術の習得や生
産・製造工程管理の学習として、グローバルギャップやＨＡＣＣＰ
などを取り入れる。施設設備などの環境整備とともに、取得可能な
生産管理工程については取得を目指す。
平成 29 年６月に農林水産省生産局農業環境対策課農業環境情報分析官を講師とし
て招へいし、農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する校内研修会を実施した。その後
は担当する科目により、授業にＧＡＰ学習はＨＡＣＣＰ学習をどう取り入れるかを
目標設定し、取組を行った。ＧＡＰの管理点手法による農薬管理に着手した。交差
汚染防止のため、蛍光灯の飛散防止策を講じるための準備を行った。
園芸デザイン科の職員をＧＡＰに関する研修会やＧ－ＧＡＰの公開審査に出張さ
せ、本校での推進に向けて基本的な理解を深めた。
16) 学習の成果発表

食品科において、外部団体主催の食品系コンテスト等に出場し、生
徒の学習成果が客観的に評価される機会を設ける。園芸デザイン科
については、これまで取り組んできた実績のある日比谷公園ガーデ
ニングショーや世界らん展日本大賞等への取り組みについて、学科
として取り組み、一層の充実を図る。
食品科２年生の生徒が専門学校主催のコンテストに出場し、洋菓子部門で金賞を
獲得した。
園芸デザイン科では日比谷公園ガーデニングショーに生徒作品を出展した。日ご
ろの学習との接続を一層重視し、園芸デザイン科内の部門間の連携を深め、生徒
の学習意欲の向上と成果を発表する機会を設ける。
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施設・設備の充実（学校評価アンケートより）
お手洗いの洋式化を望む声が相変わらず大きい。これまでも段階的に洋式化を進めて
きており、平成 29 年度末で洋式化率は 54.3％であった。平成 30 年度も引き続き工事を
進め、年度末には 74.3%にする計画である。
他にも設備の更新を希望する声があるので、東京都教育委員会に要望を続けながら、
学習環境の整備に取り組む。

-8-

