
1 

 

平成 27 年度第 1 回学校評議員会（記録） 

 

1 日 時  平成 27 年 6 月 1 日（月）15:40～17:10 

2 会 場   会議室 

3 参加者  学校評議員 5 名、職員 9 名 

那須川 孝（保護司） 

菊地 節子（前沢商工会女性部長） 

石橋 幸子（主婦・同窓生） 

小野寺正幸（奥州市立前沢図書館長） 

佐々木久美子（ＰＴＡ母親委員） 

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、記録係 

4 学校概況説明 

（1） 平成 27 年度 学校経営計画 

（2） 平成 27 年度 校務分掌重点目標 

（3） 平成 26 年度 学校評価より 

（4） その他 

 

配付資料一覧 

 資料 1 平成 27 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 出席者名 

      ２ 学校経営計画 

      ３ 校務分掌における重点目標 

      ４ キャリア教育計画表 

      ５ 道徳教育全体計画 

      ６ その他の資料 

・各学年便り 

 

＊開会（副校長） 

＊校長あいさつ 

  前沢高校には、平成 8～16 年の 8 年間以来 12 年ぶりの勤務となる。校長としては初任である。 

前高だより（校長のつぶやき）カラー版を、生徒・保護者向けに発行している。本日は前沢中学

校に持参した。モノクロ版は前沢区の全戸に配布予定である（第 2 木曜日）。90 周年記念事業を盛

り上げるために作成した。ご覧の上、ご指摘いただきたい。 

第 1 号は進路状況を載せた。進学就職とも 100%達成、国公立は合格者が 10 年連続である。生

徒の明るく素直でまじめに取り組んでいる様子がわかるよう写真を多く配置した。 

第 2 号は高校総体についてのもの。総合開会式が終了し、今週末が中心会期となる。6 月行事は、

5 日が全校奉仕活動、11 日から前期中間考査、20 日には運動会、そして絆の輪ボランティアと続

く。7 月上旬には三者面談が入り、就職求人票の受付も始まるので、進路に向けても始動する。 

第 2 回は 2 月に実施、運営方針を提示するので、よりよい前高にするために忌憚のないご意見

をいただきたい。 

 

＊各自自己紹介 

 

４ 学校概況説明 

（１）平成 27 年度学校経営計画について〈校長〉 

細かく見えにくい字で申し訳ない。本校をどのように経営していくかの計画である。 

とりまく環境の変化に対応し、全ての職員が関わり、地域に理解してもらえるよう分かりやすい内

容で立てている。昨年のものをベースに、学校評価の結果や評議員会でのご意見を入れている。大き

くは変わっていない。 

 昨年との違いは、教育目標を上段にしたこと 

 ２の目指す学校像は、前高だよりにものせてある「当たり前のことが当たり前にできる」こと 
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 ３の柱は、各方面と連携・協働し、90 周年記念事業を成功させること 

これらを基にして、各分掌の目標が立てられている。最後に、質問やご意見をお願いしたい。 

 

（２）平成 27 年度校務分掌重点目標 

 資料の中から主な部分を説明 

１）総務課 

・90 周年記念式典、今まで以上に連携をとり、具体的にすすめていく。 

・ＰＴＡ総会の出席率 20%を目標にした。率が上がるかという希望の下、5 月 10 日の休日に設定、

地球のステージ２を生徒と共に鑑賞した。出席率は 17.8%（昨年 16%、一昨年 13%）、少しずつ

上がってはいるが、計画通りにはいかなかった。呼びかけの工夫が必要。研修旅行は例年 11 月第

2 週の土曜に行っていたが、90 周年式典と重なる。保護者からの実施希望があるので、早々に委

員会で計画したい。 

 高 P 連全国大会が 8 月 19～21 日、滝沢市を中心に開催される。会員数の関係で受付等を行う協

力校としてではなく、一般参加の要請 7 人のみとなった。忙しい中ではあるが、ＰＴＡと連携し参

加する。 

・図書館は目を通していただく。 

２）教務課 

・1 番に授業力向上を上げた。わかりやすい授業を行うため、生徒へのアンケート 2 回実施、また、

相互授業参観（校内研究授業）の機会をつくる。授業が「わかる」生徒、数学・英語 70%以上を目

指す。 

・授業力向上を生徒の基礎学力向上に、課題などを通して家庭学習の定着に結びつける。苦手とし

ている生徒には補習を行う。4 月に行われる基礎力確認調査の正答率、5%アップを目標。 

・キャリア教育と道徳教育は「総合的な学習の時間」を使って行う。「前沢牛学」を 1 年生から年

次計画で行い、地元の方々（生産者や博物館職員）のお話を聞き、地域を知ることで進路の実現に

活かしていく。次年度以降 2･3 年へも広げる。 

・平成 28 年度から観点別評価となるので、それに向けて試行する。2 学級が完成するため、効果

的な教育課程を編成。 

３）生徒指導課 

 ・生徒会活動・部活動とも核となる生徒を育てるためリーダー研修を行う。2 月に山田町陸中海岸

青少年の家において 1 泊 2 日で行った。部活動部長、生徒会執行部、団長の参加で、今年度のすす

め方を話し合った。キャッチフレーズを「キセキ」に決定。90 周年を迎える軌跡、ミラクルを起

こす奇跡、ふたつの意味がある。 

・問題行動については学年団と連携し防止に努める。昨年度はなかったが、壁のへこみ傷や盗難な

ど小さな事件があった。移動教室時の管理徹底などについて、今年度は事前に動いている。部室で

土日にいたずらされた形跡があった。こちらの管理も徹底する。落ち着いて生活してはいるが、お

う少し引き締めたい。 

・学校生活アンケートは 4 回行う。昨年外部の方も交えたいじめ防止対策委員会を立ち上げ、組織

的に対応している。評議員からも委員となっていただき、助言いただいている。いじめはあっては

ならないが、アンテナを高くして早めにキャッチし、面談に活かす。 

 スマートフォンの操作、生徒は上手である。奥州地区での申し合わせ、アフターテン運動は、22

時以降使用せず、学習時間や家族との時間を確保するためのもの。家庭での協力はもちろんだが、

犯罪に巻き込まれないよう地域全体で取り組んでいく。 

・ボランティア活動は、ＪＲＣ同好会中心で支援学校の運動会や図書館に出向き行っている。前沢

牛まつりは、野球とバスケット男子、昨年冬には「それゆけサンタ大作戦」にも取り組んだ。復興

支援「絆の輪」プロジェクトを継続し、6 月 27 日大船渡への支援を行う。活動が地域に見えない

という意見がある。ホームページにアップはしてあるが、前高だよりなどもっと有効なアナウンス

を考えたい。 

・部活動は人数が少ないながらもがんばっている。バドミントンは今週末が県大会、インターハイ

を目指す。毎週木曜日は率先して活動する日としている。統廃合はこれから検討していく。 

・社会でのルールやマナーは高校時代に身につけなければならない。整容等、基本的生活習慣確立

は、進路目標の達成に関わってくるもの。制服の業者による「着こなしセミナー」を行い、制服を

着ることの意味についてお話をいただいた。生徒自らが昨年から提唱している前高スタンダード
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では、授業での態度や学習に対する姿勢などが盛り込まれている。ぜひとも地域に広めたい。 

４）進路指導課 

・昨年度の講演会は、「ものづくりなでしこ」や陸前高田市長など、生徒のこころに響くものだっ

た。生徒が求めている、聞きたいものを実施していく。学校見学は、学年ごと計画を立てて実施。 

・進学希望者の学力を上げることが進路実現につながる。個別対応が可能であることは強みである。 

・地元の求人数が増えている。求人情報の提供、内定率 100%の達成。 

・進路だよりを充実させ、進路資料室を有効活用する。 

・キャリア教育を推進し、自立できる生徒を育てる。2 学年のインターンシップは、中学との違い

をつけ一人一企業の職場体験で、働くことの意義を学ばせたい。 

５）厚生課 

・健（検）診、大きなところは終了。肥満傾向多いので、3 年前から継続で指導している。嫌がっ

ていたが、少しずつ聞き入れ効果が出てきている。 

・環境美化、校内清掃分担は人数が少ないところがんばってもらっている。花壇（一体脇）の整備

を全校奉仕の日に行う。水やりは保健美化委員の当番制。 

・学校安全保持は、月 1 回の安全点検実施。いろいろ見えてきている。 

AED1 台設置、折にふれ心がけて広める。1 年全員が救急救命講習を受講する。 

 ・教育相談が生徒課から厚生課に、共によりよく作っていく。 

・委員会活動を意義あるものにするため、早めにテーマを決定。言葉によってイライラし、感情に

振り回されることがあるので、その関係について調べてみたいと思っている。 

６）事務室 

・予算と会計、環境整備が事務室の役割であるので、適正な予算執行に努める。 

・エコマネジメントを推進し、省エネに努め予算を有効活用したい。 

・諸納金の早期収納を図り、生徒減・収納額減でも時間を有効に使えるようすすめる。 

 

副校長：ここまでのところで質問をお受けする。 

 

Q：入学式に初めて出席したが、職員紹介が 1 学年団のみだったのが残念。なぜ全員紹介しないのか。 

A：全員を紹介している学校はない。時間がかかることもある。本校も全部を終了して正午を過ぎる。

うまい方法があれば、例えば紙ベースでの紹介など考えたい。 

 

Q：本校の定員割れの原因はどう考えるか。 

A： 県内は盛岡地区以外全てで定員が割れている。再編前期計画の方向性では 2 クラスを割らない

ことが目安であった。花泉高校は昨年度、同窓会が制服の補助を申し出たが、結局 40 人に満たなか

った。1 学級になった場合、統廃合の対象となるようだ。 

 学校を知ってもらうよう情報発信をすることが重要である。前沢に高校が必要だということを地

元にわかってもらう。今は前沢中から 1／3 しか来ていない。ここに残ってもらいたいので、情報発

信の方法を考えたい。 

 岩手県は専門校が多く全部の自治体にある。専門校では進学を頑張れと言っても無理がある。資格

取得に重点を置いているが、それが実際活かせるのか、基礎学力やコミュニケーション能力をつけさ

せることが先ではないか。普通高校は増やすべきと考える。再編の地域懇談会では校長が意見を求め

られるので、機会があるごとに必要な学校であることを話していきたい。また、職員間でも話し合っ

ていきたい。 

 

Q：各課のそれぞれの進捗状況について、全体での会議は持たれるか。修正や横のつながりは？ 

A：本日の資料は 4 月の会議で提示したもので、達成度は年度末の反省会で入る。中間反省を 11 月

に行い、その時に中間の達成度を話し合って記入、具体的な方法や方向性を考え共有している。各分

掌、学年ごとに話をしやすい環境が整っている。 

 

 

Q：観点別評価とはどういうものか。 

A：これまでは考査点の割合が大きかった。いろいろな切り口から見ていく。意欲や関心、授業中で
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の評価（英語でいえば、読む・話す）など、多角的に見ていく。 

A：今までとは違い、点数も変わってくる。実技（インタビューテスト）等の評価も加算。 

 

７）1 学年（生徒課長） 

 ・基本的なことをしっかりとできるようになる。 

・中学校とは別の部活動に入った生徒もいるが、積極的に参加させる。 

・進路目標の早期設定に向け、ガイダンス等を行い支援する。 

・健全な人間関係を作らせる。 

・学年通信の第 3 号は、本日の衣更えに合わせて発行した。まえむきに、さわやかに。 

８）2 学年（厚生課長） 

・節度と礼節を大事に、そしてのびのびとやらせたい。 

学年集会では「気球」のパフォーマンス成功。 

・メールなど言葉で傷つき、そして傷つけている。アフター１０運動の学校で呼びかける意味を確

認していきたい。 

・自学自習の勉強会を昼時間に始めている。話しかけることで聞いてくれると思うので、衿を正し

学年団 6 人でできることをすすめたい。 

９）3 学年（進路課長） 

・進路希望、進学 23 人、公務員 2 人、就職 29 人となっている。 

 落ち着いた出だしである。今朝は衣更えでの整容点検も含め、学年朝会を行った。 

 進路意識が出てきて、資料室の活用も多くなっている。 

 高総体をやりきらせる、そしてシフトチェンジ。 

 前期中間考査の成績は就職希望者にとって推薦基準を左右するので、計画的に学習させる。 

・学年通信「聡・明・逞」は、その日の予定確認から始まる。本日で 377 号。 

 裏面は読んで週末課題、記事をひとつ選び A4 版 1 枚にまとめる。 

・朝学習を有効に活用。家庭学習ノートは 1 年より継続している。結果に期待。 

10）キャリア教育 

11）道徳教育 

 どのようにつなげていくか、結びつけていくのかという表である。 

 

（３）平成 26 年度学校評価より 

 ・4 点満点で 1 が最低となる。全体的には高い評価となっている。 

 ・教職員の評価も少しずつ上がっている（＋0.34p）。生徒も 0.22p 上昇。 

 ・比較して低い項目について、今年度の重点目標につなげてある。 

 

５ 学校評議員からのご意見・ご感想 

 

・目標や取り組みについて実現に向けがんばっていただきたい。 

 当たり前のことが当たり前にできる、これが一番大事なので、あいさつができる子に育ててほしい。

前沢中はできている。高校に入ってできなくなるのは残念である。あいさつについて、会社ではお金

をかけてやっている。声に出すことはコミュニケーションができること、次につながる言葉がある。 

先生方が元気でなければ、よい学校とは言えない。忙しい中ではあるががんばっていただきたい。 

 

・自分の時とは全然違っている。この役職が初めてなので、資料の中身を読ませていただき次回にお

話をしたい。 

・こんなに生徒たちのことを考えてもらっていたのかと驚いている。今後は見方を変えていく。それ

にしてもあいさつは大事だと思うので、しっかりとできるようにお願いしたい。 

・校長の思いがとてもよくわかった。その思いを具体化していただきたい。出願者が増えるよう期待

する。野球も３校合同チームでがんばってやっているが、その姿がもったいない。以前は前高と前中

の交流をしっかりやっていた。双方の先生方が一致団結すればいいのではないか。個別にきめ細やか

な指導をし、前高に入ってよかったと思ってもらえるような実践をお願いしたい。また、地域の方々
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から伺ったことだが、就職率 100%は素晴らしいが、定着率の向上につなげてほしいということであ

る。職場での就労状況まで丁寧に見ていくことが重要と思う。 

 

・ひとつひとつの項目ごとに細かく目標を立てていてびっくりしている。年度末の達成度がよくなる

ように、また、志願者が増えるよう自分も前高を PR していきたい。 

 

（副校長） 

第 2 回は 2 月を予定。達成度、反省等の資料も含めてご案内をする。よろしくお願いしたい。 

本日はありがとうございました。 


