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平成 26年度第 2回学校評議員会（記録） 

 

1 日 時  平成 27年 2月 4日（水）13:30～15:00 

2 会 場   第 1会議室 

3 参加者  学校評議員 5名（欠席 1名：後藤 正富） 

阿部セツ子（前沢商工会前女性部長） 

関   進（奥州市ソフトテニス協会理事） 

那須川 孝（前沢 12区公民館長） 

遠藤 克利（元県立学校事務長） 

大内 一恵（PTA 母親委員） 

      教職員 9名 

校長、副校長、事務長 

       総務課長、教務課長代理 

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 26年度 学校運営について 

（2） 平成 26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 26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（90周年）、教務（図書）、生徒指導（教育相談）、進路指導、厚生 

         事務室、1学年、2学年、3学年 

      ３ 学校評価調査結果、分析 

      ４ 部活動大会成績及び生徒会活動報告 

         各種新聞記事等の紹介 

      ５ 平成 26年度卒業生進路状況（1月 27日現在） 

      ６ 第 1回学校評議員会記録 

      ７ その他の資料（前高かわら版など） 

 

＊校長あいさつ 

  本日は立春、３年は昨日で学年末考査が終了している。進路は全員決定した。１・２年は来週学

年末考査となっている。 

年度末になり、反省を行い次年度の計画を立てる時期である。第 1回にいただいたご意見を基に

運営してきたが、うまくいっていない面もある。来年度に向けご提言をいただく機会としたい。 

  新聞記事をお配りした。高校教育の在り方についての基本的方向（案）が県のホームページに示

され、パブリックコメントも集める。方針周知のための地域説明会が県下 9会場で開催され、この

地区は 12日（木）岩谷堂高校で行われる。27年度は地域ごとの懇談会を開催し、再編に向け動き

出す。この整備計画は 10年規模のものである。地域に必要とされる学校として何が足りないのか、

ご意見をいただきたい。 

 

＊副校長より、資料と日程の確認 

 ・学校概況については、各課長から年度末総括を 2～3分程度で説明 

 ・授業の様子を参観していただく（5校時 1・2年 5クラス）、14時ごろから 20分程度 

・各課の説明を受けて、評議員の皆さんからご質問とご意見ご提言をいただきすすめる 
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＊学校概況説明 

（１）平成 26年度 学校運営について(P.2～P.13) 

１）総務課 

・式典行事については円滑に進んだ。卒業式に向け準備中である。 

・PTA総会の出席率、目標の 20%に届かず 16%（昨年は 13%）。呼びかけの工夫必要。 

  ・ペットボトルの分別回収、キャップ集めは JRC同好会の生徒中心に活動。 

  ・校内規程改定は 2年越しのもの、1月に配布。変更点多い。 

  ・PTAと振興会会計。生徒数減少で見直し、運営してみたがまだ厳しい。検討を要する。 

  ・研修旅行の参加数が減少している、中止とする線が悩ましい。来週の役員会に諮る。 

  ・全国高 P連大会、来年度は岩手県開催、協力校で 9名の参加要請。 

  ・PTA役員の人数が会員の 1／3である。見直しを役員会に提案。 

  ・90周年記念事業関係 

    11 月 7 日（土）記念式典を行う。各専門委員会を開催し、実行委員会で大まかな部分を決

定してきた。細かいところについて早々に始動する。 

２）教務課 

  ・校内研究授業は、教育実習生の授業参観などを利用し行った。 

 授業評価のアンケート、「わかる」の項目が増えている。 

  ・家庭学習の習慣化、個々に見ると差がありやや不十分。 

習慣化させるよう、課題の提出状況調査と学習時間の調査を行った。 

  ・キャリア教育として来年度「前沢牛」を取り上げ、年次進行での実施を計画。 

専門とする方からの講義や講演、校外へ出る実習なども考えていく。 

  ・観点別評価の試行、2クラス対応の教育課程の作成と検討を行う。 

・成績処理システムは順調に作動、確認のため伝票を印刷している。 

  ・図書館は委員会がよく活動した。昼休み時間の利用が多くなっている。 

３）生徒指導課 

  ・行事に合わせ委員会集会を実施。法政大学応援団を招き応援委員の研修も行った。 

   2月 19～20日、部活動と生徒会執行部のリーダー育成研修を山田町で行う（3年目）。 

  ・問題行動について、家庭謹慎等はなかったが、実行犯の不確定なものが何件か起こった。 

   トイレットペーパー詰め、盗難、落書きなど、大きくないこまごまとしたものが発生。 

  ・ボランティアは気仙地区で継続実施した。ボランティアスピリット賞を今年も受賞。 

・部活動の参加率 88%、目標とした 80%は達成した。 

生徒数減で、3年生が引退した新人戦以降の実績調査はしていない。 

少人数でも活動が停滞しないよう環境を整えていきたい。 

  ・女子のスカート丈が短いので、ポスターを掲示し注意を呼びかけた。カーディガンを着用す 

などルーズな生徒もまだいる。職員間の共通理解を図ることと指定セーターの検討。 

  ・学校評価「きまりを守って～」1.7→2.3→2.72 と向上した。4 点満点なので向上の余地あり。 

  ・教育相談について、必要とする生徒への支援の方向性等は現在も進行中。 

   毎週火曜日に情報交換会を行い、各学年の状況を把握する機会をもった。 

   外部とも連携しコーディネートを行い、3年の希望者の就職もかなった。 

   2年にも支援が必要な生徒がいるので、全面的にサポートをしていく。 

４）進路指導課 

  ・不十分なところは、進学志望者への指導と、進路指導室の有効活用。 

  ・進路の行事（ガイダンス等）は、外部講師等にお願いし効果的であった。 

・3年生の進路状況については 31ページをご覧いただきたい。57人全員の進路決定。 

  ・国公立進学者、今年も県立大に推薦で合格、途切れなく受かっている。 

   私立や専門学校なども、AOや推薦で受験のチャンスを活かし合格した。 

  ・就職希望者は例年に比べ多く、中でも管内希望者が 70%と多かった。 

年内全員決定は初めて、支援員の力も大きい。事業者との顔合わせが重要。 

  ・2学年のインターンシップは、28人が自分たちでアポを取り 18事業所で行った。 

   中学校と時期が重なり大変な面もあったが、効果は大きい。 

  ・就労定着について、25年卒の離職率が 37.8%、全国は 40%にもなっている。 

   ミスマッチが生まれないよう、人生設計のためにキャリア教育が必要である。 
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５）厚生課 

・健康診断で、大きな病気等がなくよかった。 

・校舎の美化、ごみの投げ捨てもなくきれいである。 

・学校安全点検は、先生方それぞれの目で見てもらっている。 

 自然災害が多くなっているので、点検等の重要さが高くなるだろう。 

・委員会はよく活動した（健診の補助、花壇整備・水やり）。 

 前高祭は、危険ドラッグについてアンケート集計なども含め発表。テーマがよかった。 

・年 1回の学校保健委員会は 1月に行われ、とても意義がある。 

・肥満傾向の生徒多く、本校も例外ではない。体重測定、食事指導などを継続する。 

・委員会活動のテーマは、早めに決めて取り組みたい。 

７）事務室 

・予算については県費での効率的な執行に努め、私費の軽減を図った。 

生徒数で私費も収入減となり、見直しとさらに効率的な予算執行につとめたい。 

  ・環境整備は、施設の老朽化もあり、危険度により補修を行った。 

   安全点検からの報告で日常的に行い、安全確保のため早めに対応する。予算要望も継続。 

・省エネ、紙のリサイクル・リユースは職員生徒の協力でほぼ達成した。 

 ダンボール回収等の収入は消耗品として振り分けられている。 

 電気、水道の使用を見える化、昨年度と比較し年 2回貼り出した。 

・授業料が支援金制度に変わった。諸会費について滞納者はいない。 

８）1学年 

  ・現在男子 16名、女子 42名で 58名。1名は年度途中進路変更。休学 1名。 

   少ない男子を A組に固めて編成したことで、男子はのびのびとしている。 

  ・そうじ、あいさつ等、1年間りっぱに生活した。 

９）2学年 

  ・進路希望が具体的になっている。生徒は 54名。 

    進学希望者 28名、国公立志望の全員合格を目指し取り組む。 

    就職希望者 26名、内公務員 2 

    進路希望の全員達成に向け、最高学年としてがんばる。 

10）3学年 

  ・57名全員決定した。外部との連携がうまく取れた（ジョブカフェ、地方振興局）。 

  ・3年間を通し、比較的落ち着いた学年であった。 

  

（２）平成 26年度 学校評価について（p.14～16）教務課より説明 

   ・保護者について、重要度が高い、特に望まれているのは「いじめなどのない～学校」。 

    ニーズ度の平均値減少、学校経営の努力が実っている。 

    実現度の無回答は 15.1%と下回ったが、カウンセラーの相談体制やいじめ根絶が約 30% 

の高い割合で、取り組みの必要性を示している。 

    ・教職員は、実現度が 25項目上昇、大きく下げた項目はなし。 

・生徒は全ての項目で平均値が上昇、全体で 0.22ポイント上がり、2.50を上回る良好な結果。 

     「決まりを守り生活している」は 0.5 ポイント上昇（成長率 No.1）。保護者の実現度も上昇

し、規範意識が改善していることがわかる。 

   ・授業学習の質問分野が下位に位置、保護者のニーズ度とも一致している重要な課題である。 

 

＊これまでの説明への質問等 

  Q：生徒指導課の学校評価、目標が 2.50で実現度 2.72、概ねではなく達成したでいいのでは。 

    控えめのような気がするが、この結果は公表するのか。 

  A：公表するものではないが、スカート丈のことなどもっとふみ込めたと思うので概ねにした。 

 

〈評議員〉 

   質問ではない。先ほどの授業参観を見学して思い出したが、ＡＬＴが文化祭のときにも生徒と

英語でやりとりをしていて感心した。全てが英語の授業、素晴らしい。会話ができることが目

標だろうから、あのような授業はとてもよいと思う。 
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Q：先ほど離職率の話が出たが、高卒は 4割（全国）でほぼ一致しているが中身は。 

  A：宿泊・飲食のサービス業で離職率が高くなっている。労働環境が原因か。 

    多くの卒業生はよく働いているので業種による理由があるのかもしれない。 

   事業所それぞれに取ったアンケートの結果である。 

  

〈評議員〉 

   問題行動がないのはよいことだが、実行犯のわからない事項を、見つけるまではいかなくとも

見過ごしてはいけない。先生方でじっくり話し合い、大きな問題にならないよう進めていかな

ければならない。必ず根があるもの（ハインリッヒの法則）。 

  

 Q：PTA 総会の出席率が低いが、そんな状況なのか。 

  A：県下の事務局長会議でも情報交換したが、参加率は 10%台が多い。 

持ち方も同じように工夫はしているがなかなか上がらないようだ。胆江地区も低い。 

土日開催、講演会と抱き合わせ、進路に関する講演など 

来年度は、今年度生徒に行った「地球のステージ」に総会をぶつけて日曜開催にしてみる。 

来週 10日の役員会で提案する。上がらない時には再度の検討。 

 〈副校長〉 

県下は土日（休日）開催している学校も多い。 

 

 〈評議員〉 

  「青春坂」は私の散歩のコースにもなっていて、杉の落ち葉がたまってたいへんだとこの近辺の

方たちに話される。全校で掃除してもらえないものか。30分ぐらいで終わるのでは。 

 

＊学校評議員より意見・感想 

 

・評議員として 3年間努めさせていただいた。関わっていなかった時は特別関心がなかったが、来校

し様子を見ていると、とてもいい生徒たちである。20 年ぐらい前はよくない時期もあったが、と

てもよくなった。あいさつも気持ちいい。生徒の減少に対して、入学したらこういういいことがあ

るなど、勧め伸ばしていってほしい。その特色は考え創り出していかなければならない。 

 3年間お世話になりました。 

 

 

・入学する生徒を増やしたい。中学校との交流もしているということだが、バドミントンのみでは難

しい。もう 1本の柱を立て、入学者が増えていくことを期待している。 

 

・先ほど話した「青春坂」の清掃はお願いしたい。 

 先生方の情報の共有化が大事なので、横のつながりを太くしてよりよい学校にしていただきたい。 

 

・学校の評価が上がっている。復興支援ボランティアの継続はもちろんだが、メディアへもっと取り

上げてもらえるよう広めてよいと思う。人数減で部活動の存続も大変だろうが、動いて汗をかくこ

とが大事である。期待している。 

 

・2人の子どもを卒業させていただいた。入学してみないとわからなかったが、思い切り部活動もや

ってくれた。知り合いの中学校の先生に聞いたのだが、前沢高校はアピールが足りない。進路の結

果もいいので、もっとアピールをしていいと思う。母校がなくなるのは悲しいこと、続くよう応援

するのでよろしくお願いしたい。 

 

＊校長から 

皆さんのご意見を職員にも周知し、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。 
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5校時 授業参観のようす 


