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平成 24 年度第 2 回学校評議員会（記録） 
 
1 日 時  平成 25 年 2 月 5 日（火）13:30～15:10 
2 会 場   校長室 
3 参加者   学校評議員 3 名（欠席 2 名：菅原 勉、華山和光） 

阿部セツ子（前沢商工会女性部長） 
後藤 正富（元奥州市教育委員会前沢支所長） 
関   進（奥州市ソフトテニス協会理事） 

      教職員 9 名 
校長、副校長、事務長 

        総務課長、教務課長、生徒指導課長、進路指導課長 
厚生課長、総務課記録係 

4 議 題 
（1） 平成 24 年度 学校運営について 
（2） 平成 24 年度 学校評価について 

     〈5 校時 授業見学〉 
（3） その他 

 
〈配付資料一覧〉 
 資料 1 平成 24 年度 学校評議員会 会議資料 1 部 
 〈目次〉 (1) 学校評議員会 開催要項 
      (2) 校務分掌年度末総括 
        総務課、教務課（図書・情報管理）、生徒指導、進路指導、厚生、教育相談 
        事務室、1 学年、2 学年、3 学年 

      (3) 学校評価調査結果、分析 
      (4) 部活動大会結果及び生徒会活動報告 
        各種新聞記事及び学校ホームページ 

      (5) 平成 24 年度卒業生進路状況 
      (6) 第 1 回学校評議員会報告 
      (7) その他の資料（前高かわら版など） 
 
＊校長あいさつ 
  6 月 21 日に行われた第 1 回以来、7 ヶ月間で目標がどの程度達成されたか、各分掌総括や学校

評価の結果もふまえ、来年度に向けてご意見を頂戴したい。 
 

学校概況 
   ・3 学年は部活動終了後のエネルギーを持て余している傾向がある。 
    担任団が生徒たちをコントロールし、ブレーキをかけている。欠席は非常に少ない学年。 
    就職は 100%、進学も相応に決まっている。 
    国公立が現在 1 名（県立大ソフトウェア）、是非複数合格させたい。 
   ・1・2 年は 3 年に比べて少ない人数ではあるが、海外派遣等積極的な参加希望がある。 
     夏の中国 4 人  3 月アメリカ 11 人 
    生徒たちの希望にかなうよう取り組みを進めているが、職員の人数が間に合っていない。 
    そんな中、ボランティア活動は積極的にがんばってもらった。 
     気仙方面「絆の輪」 がれき撤去のみならず仮設住宅での交流事業など多方面の支援、 
     気仙光陵支援学校との交流、テレビ放映「いわて希望の一歩」 
   ・これからは卒業式に向け一直線、職員の総力を注ぐ。 
 
＊副校長より、資料と日程の確認 
   ・学校運営年度末総括については、各課より 2～3 分程度の説明。 
   ・学校評価とその他の資料は副校長より説明。 
     授業参観を予定（5 校時 1・2 年 6 クラス）14 時ごろから 20 分程度。 

説明を受けて、評議員の皆さんからご質問とご意見をいただく。 



2 
 

＊協議 
(1) 平成 24 年度 学校運営について(P.2～P.13) 

資料の中から、各分掌の年度末総括について主な部分を説明。 
ア 総務課 

・式典行事を担当している。 
  入学式の在校生による校歌紹介の方法を検討したい。 
  卒業式は一人ひとりの証書授与となる。 
・PTA 活動 
  研修旅行は被災地支援で、南三陸・気仙沼方面。 
  気仙沼鹿折（巨大船打ち上げ）において現地の状況を聴く機会をもった。 

   ・IEMS（岩手エコ・マネジメント・システム） 
     ペットボトルのキャップ集めは積極性に欠けた。 
     次年度は、HR 委員会や JRC 同好会など生徒会・生徒指導課と連携して実施したい。 
   ・同窓会行事は総会、支部総会などが行われた。 

イ 教務課 
    ・学校評価を実施した。 

保護者に対しての情報発信が学習面などについて不足。 
      生徒の意欲の喚起や学校生活を有意義に過ごすことなど、工夫する必要がある。 
    ・研究授業は、国語、数学、英語で実施。 
      公開授業は、学校へ行こう週間や各研究協議会等で行った。 
      1 日体験入学での実習を取り入れた体験授業は、好評であった。（アンケートから） 
      夏季課外も見学してもらった。 
      保護者や中学生に向け、さらに発信していきたい。 

・成績処理システム（業者委託）の細かい不具合があった 
    ・教務課独自での課題把握ができなかったので、次年度は検討したい。 
    ・図書の蔵書整理は登録業務を業者に外注している。 
    ・外部公開用ホームページを全面リニューアル、行事ごとに更新を心がけた。 
      アクセス数、約 10,000 件増。（昨年度比） 

ウ 生徒指導課 
    ・リーダー研修会を 2 月 21、22 日に行う。本校の活性化に向け、実践力を学ぶ機会とする。 
      復興支援局設立など前向きに活動 
    ・ボランティア活動に力を入れ、月 1 回のペースで実施した。 
      被災地支援は延べで一人 1 回の支援になった。これからも継続して実施する。 
      前高祭等で震災報道写真パネル展を計画、実施した。 
      幅広いメディアをとおして発信した。（前高新聞、ホームページ、TV、新聞等） 
     ・部活動は生徒数減で厳しい状況。部の統廃合も視野に入れる。 
    ・特別指導にかかる生徒がいたのは残念。日常規範を守れない生徒がいる。 
      全職員の共通理解の下、根気強く指導を進めたい。 

エ 進路指導課 
・1・2 年はバス利用による企業及び上級学校見学会を実施した。 

高卒で入れる事業所中心だったが、今後は進学につながるよう大卒向けも入れていく。 
進学希望者への課外授業も検討する。 

    ・就職は 100%内定。資料保管は学年団と連携して進めたい。 
・進路状況について 

県立大推薦合格 1 名（ソフトウェア）。進学希望は 6 割決定（未定 12 名）、就職先は新

規開拓も多い。 
オ 厚生課 

・講演会は生活習慣病と「性」について実施した。 
・清掃については、1 年の生徒数や職員数が少なく不都合が生じているため調整が必要。 
・安全点検は形骸化することなく、しっかり見ていただく。 
・放射線量はなかなか減らない。（グラウンド除染工事中） 
・委員会活動は仕事を全うした。（第 1 体育館横の花壇整備、前高祭発表等） 
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・今後、学校保健委員会と救急救命講習が予定されている。 
カ 教育相談（教務課 森谷） 

・スクールカウンセラーは月 1 回、定期的にきていただいた。 
・かがやきプラン支援員は、「情報」「数学」等の授業で効果的に入っていただいた。 
・把握し、まとめた情報を共有する機会が少ない。（どこまで踏み込めるかが悩みどころ） 
・担当者が参加した講習（研修）会の内容を職員に提供する場をつくりたい。 

キ 事務室 
・予算の効率的な執行と私費の軽減に努めた。 

県費での執行を心がけたが、不十分な面もあった。 
  生徒数の減少に伴い、さらに効率化につとめたい。 
・補修に手が回らなかった。 
  破損の原因が不明な箇所があったのは残念。生徒指導も含め、対応したい。 
・ゴミの分別はよくできている。 

リサイクル業者へ回し、県の収入となっている。 
・諸会費納入については、担任と連携し、全納をめざす。 

ク 1 学年（生徒課 近藤） 
    ・基本的な生活習慣が身についていない。 
      生徒数が減り、一人ひとりに目は届くが、男子数名に甘えあり。 
       ・面談はきめ細かくでき、手をかけやすく、信頼関係も築きやすい。指導を継続する。 

ケ 2 学年（教務課 森谷） 
    ・6 月・8 月・11 月にそれぞれ進路対策を行い、担任との面談を実施した。 
      2 月 14 日に第 2 回進路学習会を実施予定。 

平常課外の方法は検討を要する。 
    ・講師を招いて研修し、外部模試の結果について共有した。（成果が表れている） 
    ・部活動はバドミントン部を中心に成果を上げた。 

・ボランティアやキズナ強化プロジェクトなどへの参加も積極的である。 
    ・修学旅行は事前学習も含め、充実した。 
    ・次年度、公務員対策が必要。 

コ 3 学年（総務課 小川） 
    ・3 年間元気のいい学年であった。（入学 116 人 → 112 人） 
    ・就職は 100%達成した。大学進学希望者には 1 年次から意識付けが必要。 
    ・課題の提出や学習面で、少数の特定生徒がルーズだった。 
      基本的な生活習慣も就職選考試験まではよかったが、元に戻ってしまった。 
      社会に出て行くためにしっかりと意識させたい。 
    ・最高学年としてのリーダー性を発揮し、行事へのとりくみは特によかった。 
 

(2) 平成 24 年度 学校評価について（p.14～15） 
   保護者については 11 月末メール便で送付し、生徒をとおして 12 月中旬回収。 

副校長より結果と分析について説明 
  ◇強く求められているもの（ニーズ度の高い項目） 
  【保護者】 
    ・「地震や火災などが起こった場合、どうしたらよいかを知らされていること」 
      アンケート回収時期に 12 月 7 日の地震が起きたことから高くなった可能性が大きい。 
      保護者との連絡方法などを改めて確認する必要がある。 
    ・「授業や学習分野における期待感」 
      教員に対しては変わらず、分かる、そして質の高い授業が求められている。 
    ・「無回答」や「わからない」の回答率が高い項目がある。 
      項目の見直しや授業参観の機会を設けるなど検討を要する。 
  【職員】 
    ・教職員の資質や適性、能力に応じた職場環境の維持、多忙化の解消 
      職員数の減少から個々の役割が増加している。（土・日の忙しさに表れている） 
      より一層の連携とチームワークを高めていかなければならない。 
  【生徒】 
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  ◇満足しているもの（実現度が高い項目） 
・適切な進路指導や授業のわかりやすさは上位に挙げられている。 

      生徒は将来について真剣に考えている。 
◇実現度の低い項目 

・学校の生活指導は厳しいと思っている。 
 ・昨年度 1 位であった「学校は安全に生活できるところである」が下降 → 7 位 
 ・生徒が困っている部分を見つけ出し、求めているものに応えていく。 
 ・生徒の規範意識の伸長と学校の安全性の確保や生き方指導を含めた授業力の向上を図る。 

 
＊これまでの説明への質問等 
  Q：評議員１ 
    学校評価のデータの出し方（計算式）はどうなっているのか。 
  A：副校長、教務課長 
    システムでできているものである。 
    実現度と重要度の相関から割り出している。数式が予め入力されている。 
 
  Q：評議員２ 

これはどの学校でもやっているものか。 
  A：校長 

今はほとんどの学校で行っている。 
これからは第三者評価も出てくるだろう。（たとえばこの評議員の方々とか） 
評価は年 1 回。このやり方での実施は 3 年目になる。 
各課が目標を掲げて、それをチェックする形になっている。 

 
  Q：評議員３ 

いじめと体罰についてはどうか。 
  A：校長、生徒課長 

生徒指導課が担当している。 
昨年の調査では、からかいやひやかしなどがあり、県に報告した。大事には至っていない。 
アンケートは年 2 回実施。生徒の受け取り方にもよるが、陰湿なものはない。 
小学生のような幼稚なからかいが多い。 
生徒数が少ないので目が行き届く分、先回りできている。 
ささいなことでも担任をとおして把握できている。 

 
Q：評議員４ 

25 年度の募集、学級数はどうなっているか。 
  A：校長 

80 人の募集となる。 
一般入試の受付は本日 5 日から。推薦入試枠は 1 割 8 人に 8 人の出願があった。 
学級数については模索している。基本は 2 クラスだが、今年度の 1 学年のように目が届く

ことを思えば検討の必要がある。合格者が確定した時点で人数を勘案して決定する。 
 

＊副校長より P.16 以降の説明 
   ・部活動（運動部）の成績については、人数が少ない中健闘している。 
   ・ボランティア活動に積極的に取り組み、多方面で報道もされている。 
 
 
＊学校評議員よりいただいたご意見・ご感想 
【評議員１】 

先生方の大変さがよくわかった。学校は授業だけしていると思われがちだが、それ以外の仕事が

多忙化につながっている。新しいことを取り入れるのはよいが、古いことをなくしていかないと物

理的に無理がくると思う。 
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【評議員２】 
  定員減は残念である。100 人ぐらいの応募があるといい。 
  具体的には示せないが、特色ある学校を作っていただきたい。 
  ボランティア活動が活発であることはとてもよい方向性だと思う。 
  （町民劇場の美術部のポスターはありがたい） 
【評議員３】 

勉強（授業）以外の仕事がたくさんあるのがわかった。すべて上乗せするのではなく、どれかを

はずしながらやっていかなければならないだろう。 
ボランティア活動は継続し、伸ばして行っていただきたい。 
社会を見る目を育て、世の中の多様な人たちを知ってほしい。 
授業を見学させていただき、1 年生の人数が少ないクラスで、一人ひとりに目の届く授業はとて

もよいと思った。 
 

＊その他：校長から 
校庭の除染工事は 3 月までの予定である。 
来年度は教室棟の耐震工事が入ってくる。工事中は足場などで囲われて夏場は暑くなると予想さ

れるので、教室に扇風機を置きたい。 
生徒指導の難しい部分は、2 年分の人事異動により、生徒・職員とも順応しきれなかった。人事

異動は基準に沿った形で毎年行われるようでありたい。職員数が少ない中で、入ってくる生徒の実

状を的確にとらえ、指導につなげていきたい。 
皆さんのご意見を参考にして、職員にも周知し、これからにいかしていきたい。 
本日はありがとうございました。 

 
 
＊5 校時 授業参観の様子 


