専門高校の現場から
〜進学指導と生徒の動向〜

第5回

農業高校

今号は農業高校における進学指導の状況をリポートする。大学進学率は高くはないが、進学先の学
問分野の裾野が広いのが特徴だ。また事例では、独自の仕掛けで生徒の主体性を引き出し、専門性
とともに普通科目の学力向上にも力を入れている長野県南安曇農業高校の取り組みを紹介する。
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課題研究と卒業論文

学や英語などの補習を、就職希望者は

や課題探究型の学習メニューが豊富

一般教養や面接対策を受講する。
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「従来の農業の枠にと

ションを行う。最終発表会までには、

の学習をより高めるために、大学で

ベーションの高さがうかがえる。こ
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コース決定後の変更は認めていない
が、不適合はほとんど生じていないと
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を高めていく。
発表会は公民館など校外の施設で行
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筑波大学生命環境学群 生物資源学類卒業

農業高校での学習が大学進学後の力に
大学で「農学の基礎知識を先行し

また、大学でのバイオテクノロ

て学んでいるので、専門分野の成績

ジー実験などでは高校時代に学習し
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た実験器具操作のスキルを普通高校

農業高校で学んでよかったと実感し

出身の同級生に伝えることができ、

ました。

実習がスムーズに進行しました。
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