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平成 27 年度第 2 回学校評議員会（記録） 

 

1 日 時  平成 28 年 2 月 22 日（月）13:30～15:30 

2 会 場   第 1 会議室 

3 参加者  学校評議員 4 名（欠席 1 名：石橋幸子） 

那須川 孝（保護司） 

菊地 節子（前沢商工会女性部長） 

小野寺正幸（奥州市立前沢図書館長） 

佐々木久美子（PTA 母親委員長） 

      教職員 11 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（2 学年長）、1･3 学年長 

総務課記録係 

4 協 議 

（１）平成 27 年度 学校運営について 

〈5 校時 授業見学〉 

（２）平成 27 年度 学校評価について 

     

（３）その他 

 

〈配付資料一覧〉 

 資料 1 平成 27 年度 第 2 回学校評議員会 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（図書）、教務（情報管理）、生徒指導、進路指導（卒業生進路状況） 

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、考察 

      ４ 部活動大会成績及び生徒会活動報告 

      ５ 各種新聞記事等の紹介 

      ６ 第 1 回学校評議員会記録 

      ７ その他の資料 

 

＊校長あいさつ 

  本年は、創立 90 周年の年であったが、記念誌の発刊を残すのみである。 

  県の高校再編計画案に対する説明会等への参加、また意見も出していただきありがたかった。計

画案では、31 年からの学級減が示され志願者が激減した。地元からの志願者は全志願者の１／３

となっている。保護者・地域の要望や本日のご意見をふまえ、工夫を重ねて進めていきたいので、

忌憚のないご意見を頂戴したい。 

  資料の説明については、担当の職員が行う。 

 

＊副校長より、資料と日程の確認 

 ・学校評価の数値が違っていたので、差し替えた。「学校だより」もまとめてお渡しした。 

・学校概況については、30 分程度で説明。 

 ・14 時ごろから授業の様子を参観していただく。（5 校時 1・2 年 4 クラス） 

・各課の説明を受けて、質疑応答、ご意見ご感想をいただく。 

 

＊学校概況説明 

（１）平成 27 年度 学校運営について(P.2～P.15) 

１）総務課 

・90 周年式典、無事終了した。今後は、文書・映像等の保存をしっかり行う。 

・PTA 総会は、出席者を増やすため日曜日に開催、「地球のステージ２」の鑑賞後とした。 
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しかし、田植え等と重なり参加者は微増にとどまる。次年度は平日に戻す。 

役員会において、保護者向け進路ガイダンスの希望が出されたので、総会前半に行う。 

  ・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。 

  ・全国高 P 連大会が岩手開催で、2 日間のべ 8 人の参加。 

  ・前高祭の「すいとん」は、高 P 連より特別助成費があり、提供とした。 

  ・研修旅行の参加数が減少している。委員会で決めていく。 

・PTA と振興会会計。生徒数減少で収入が減少。見直しは 2 年前に行った。 

値上げの検討は役員会・総会までに行う。 

 〈図書〉 

  ・通常業務に追われ、業務が滞ってしまい環境整備ができなかった。 

  ・廃棄処分や図書選定、配架など整備に努める。 

２）教務課 

  ・授業力を伸ばし、生徒の力につなげられるよう努めている。 

 授業評価のアンケート 2 回、「わかる」の目標数値にまだ届いていない。 

  ・課題（宿題）が、毎日の学習に定着していない。提出物の状況は改善している。 

  ・総合的な学習の「キャリア教育」は進路指導課が担当 

地域を知るための「前沢牛学」を 5 時間実施し、前高祭で発表。次年度も継続。 

  ・観点別評価を試行、授業改善につなげる。新教育支援システムの研修会実施。 

・成績処理はシステムで確実に運用する。 

 〈情報管理〉 

  ・WEB ページについて、こまめな更新ができなかった。 

３）生徒指導課 

  ・行事に合わせ生徒会・委員会集会を実施。 

   2 月 18～19 日、生徒会リーダー研修。2 日目は大船渡保育園でボランティア活動。 

応援委員リーダー研修は、昨年より法政大学応援団を招き行っている。 

  ・問題行動について、実行犯の不確定なものが何件か起こった。 

   声かけ事案、マナーに関する苦情もあった。未然防止に職員全員であたる。 

  ・ボランティアは気仙地区で継続実施。8 月：仮設住宅清掃、2 月：保育園訪問 

ボランティアスピリット賞を今年も受賞。奥州市表彰は復興支援局とバドミントン部が受賞。 

 復興支援局では毎月 11 日にツイッター発信している。 

 JRC 同好会が、区内多方面で積極的に活動を展開している。 

・部活動の参加率、3 年が抜けてから少し下がった。少人数ながら、活発化への働きかけ必要。 

  ・整容について、着こなしセミナーを開催し喚起を促した。 

秋～冬のカーディガン着用は基準があやふやで、職員の認識もずれていた。 

2 月のリーダー研修で話し合ったが、生徒総会に向け検討していく。 

  ・学校評価「きまりを守って～」1.7→2.28→2.72→2.80 と微増。 

ルールをしっかりと守れるように示していきたい。 

  ・行事のあり方を見直す。2 クラスでの運動会の組分け検討。 

   前高祭は金・土を土日開催へ。中学生に見に来てもらう機会としたい。 

  ・部活動、統廃合も考える。国体はバドミントンの活躍に期待、カヌーの補助員配備計画。 

４）進路指導課 

  ・3 年間を見通した計画を立て、行事を計画的に配置する。 

  ・1 年は自己理解や職業理解が不足、今後も進路ガイダンスを実施する。 

・国公立進学者、今年は岩手大農学部に推薦で合格、少人数指導で大きな効果を上げた。 

   経済的な理由で進学をあきらめる場合が複数あった。早い時期から具体的な情報提供必要。 

  ・就職は、90%以上が県内を希望し、地元から多くの内定をいただいた。 

   企業からは、リーダー資質、コミュニケーション能力、あいさつ、笑顔 と言われている。 

   声を出してしっかりあいさつは目標としてきた。継続した面接練習を重ねる。 

  ・早い段階からの進路選択には、頻繁な情報提供とキャリア教育の検討が必要。 

  ・情報提供、生徒は満足しているが保護者への啓蒙は不足していた。 

   保護者向けの進路だより、入学式での上級学校進学説明、PTA 総会で具体的な説明会実施。 

  ・2 学年のインターンシップは、夏休み 3 日間行い、地元企業を知る機会とした。 

  ・就職支援相談補助員、来年度から配置無し。企業とのパイプにぜひとも必要。要検討。 
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５）厚生課 

・健康診断、良好である。 

・校舎の美化、ワックスがけを限られた人数の中でよくやっている。 

・学校安全点検は、毎月はできなかった。 

・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、「イライラ」アンケート集計なども含め発表。 

 生徒数減で花壇は無理かと生徒に投げかけたが、継続すると言ってくれてうれしい。 

・年 1 回の学校保健委員会は 1 月に行われた。 

 話題に上ったスマートフォンの使い方に対して、標語を募集し啓蒙としていきたい。 

 〈教育相談〉 

・毎週火曜日に情報交換を行い、各学年の状況を把握し有意義なものとなっている。 

・外部機関と連携し、就職希望の橋渡し（療育手帳の取得など）につながった。 

・心理検査は、現在行っているものと、1 年のエンカウンターに関わるものと精査する。 

・ケース会議は精一杯行ったが、対象生徒を救うところまではいっていない。 

・かがやきプラン（支援員配置）は、来年度も希望する。 

７）事務室 

・予算については効率的な執行に努めた。 

  ・環境整備について、90 周年の寄贈備品は、古い備品の更新時期と重なりありがたかった。 

   寄付採納手続きを行い、修理は県費扱いで予算軽減になる。 

・省エネ、リサイクル等習慣化されている。暖冬により燃料費が抑えられ、県費に移行できた。 

・諸会費について、現時点で完納。先生方と連携して行った。 

・安全点検は日常的に行い、安全確保のためしっかりすすめたい。 

８）1 学年 

  ・44 名、落ち着いた生活を送っているので指導しやすいが、もう少し成長が望まれる。 

  ・部活動も、よくやっている。 

  ・課題は、少数だが出さない者がいる。進路選択に向けすすめていきたい。 

９）2 学年 

  ・活気があり行動面も安心でき、いろいろなことができる学年である。 

・個々の進路達成に向けて、受験サプリを活用していく。 

   「わかる」ことはうれしいことなので、自分で調べることを基本にうまく運用していきたい。 

  ・部活動、行事全般、復興支援等にも積極的に動いていると思う。 

  ・進路への取り組み、プラスαの工夫を取り入れ進めたい。 

10）3 学年 

  ・進学 20 名、就職 22 名が決定した。2 名の未決定者のサポートは続けたい。 

   進路決定の際に保護者との連携が取れず、経済的な理由で進路変更があった。 

  ・意識が足りなかったが、目標に向かい学習態度がかなり改善された。 

   学力定着の不足でセンター試験も伸び悩んだが、最後まで取り組んだ。 

  ・整容面も、意識を高めさせられた。 

  ・連絡事項の徹底のため毎日通信を発行し、新聞記事や格言も盛り込み、500 号を超した。 

   意識をもって自分の意見を持ち、自己肯定感やコミュニケーション能力を養成できた。 

  ・改善点は、保護者と同じ方向を向きやれるよう、情報伝達を丁寧に密に行う必要がある。 

（２）平成 27 年度 学校評価について（p.16～18）副校長より 

  ・昨年と同じ質問項目で行っている。4 点満点で、数値が高いほど重要。 

   実現度＝満足度。ニーズ度は重要度と実現度の差で 9 以上が要改善となる。 

・保護者は、適正な進路指導、健全な心の教育、ルール指導等バランスのとれた学校を望む。 

 「わからない」の答えが減少し、本校に対する理解度が進んでいる。 

  ・教職員の実現度の平均が、4 年連続で上昇している。職員の視点からは改善が進んでいる。 

   ただし、3.0 を下回る項目については改善に向けて検討が必要。 

  ・生徒は、全体の項目で平均値が上昇しているが、伸びに頭打ちが生じている。 

   「決まりを守り生活している」が、目標の 2.8 を下回り来年度の課題。 

   「わからない」は減少、意識の向上が見受けられる。 
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＊これまでの説明へのご意見等 

  

  Q：みなさん、一所懸命やられているのがわかる。 

   総務課、PTA 総会への参加率 20%以下は問題では。何かしらの対策、要検討。 

   図書、来年度の芸術鑑賞の古典芸能、中身は何か。 

   不審者声かけ事案、場所は？町内会で話していきたいので。 

   3 年通信 500 号、成果が出ている。各学年取り入れてみるといい。 

  A：芸術鑑賞は奥州市全校で決めている。落語と聞いている。 

    不審者は、イオンの前でバス待ちをしていた 1 年生。 

  

  Q：前高祭が商工まつりと重なったので、避けてもらいたい。 

   美術部の作品を商工まつりに展示してもらいたい。学校の様子を知らせてもらうのもいい。 

   前沢中からの志願者数は？ 

  

  Q：前沢図書館での JRC のボランティア、とてもありがたい。 

   「前高だより」、中身がよい。配布の目的は対外的なものか。 

カラー印刷でもあり、少数の良さを広めるためにも、戦略としてきちんと広めていくといい。 

先生方、がんばり過ぎ、正直やれるのかと思ってしまう。 

生徒たちがどれほど満足できるかで、学校経営をシンプルにし多忙化の解消につなげる。 

重点を決め、横のつながりを持つ。 

話せる、読める英語力が、進学や就職、国際的な交流に役立つ。 

世界遺産の平泉が近いという、他にはない地域特性を最低限の知識として持たせる。 

（ふるさとの歴史・古典芸能例えば薪能などを誰もが紹介できる力をつける） 

高校再編は、地域をまきこみ、地域の要望とかみ合う計画になるよう工夫してほしいと思う。 

  A：前高だよりは、生徒を通して保護者に配布している。カラーコピー1 枚 5 円かかっている。 

他、区内のスーパーに 20 部、衣川産直 20 部、中学校はクラスごとに分けて 

前沢区内、回覧板がないので支所を通じて全戸配布（4,300 部）している。 

  

  Q：内容をもっと盛り込んで、PTA 総会でアピールし、戦略として活用する。 

   こういう方法（努力）は大事である。 

  A：ホームページもあるが、紙媒体も必要である。 

   英語指導は、1 年生で英検を全員受験している。成果を見て次年度以降も続ける。 

   満足度をどう上げていくか、アンケートに「入れてよかった」の項目も入れていく。 

  

  Q：生徒数少ないが、一人ずつを見る機会が多い。 

   担任のみではなく、全職員が関わりフォローしてもらっている。 

   英検の受験に際しても、面接指導まで丁寧にしていただいた。 

   模擬試験時にもきめ細かい対応で、とてもよいと思う。 

   推薦で遠方から入ってくる方から不安の声があり、保護者も力になれるとお話した。 

   地元からの入学者が少ないことで PTA 総会の参加率も上がらないのではないか。 

   参加率が増えればいいと思う。 

 

  Q：PTA 総会出席率、遠方出身者が多いということも原因か。 

  A：役員会の参加は多い。総会への一般会員の参加が少ない。役員の出席がそのまま参加率。 

  Q：総会に出席すれば役員に選出か。 

  A：事前に決めているので、そういうことではない。 

   第 3 回役員会において、進路関係の内容をもっと保護者にという意見が出た。 

   入学式後に 3 年間の進め方、総会時には保護者のニーズに合せた内容で行う。 

  

  Q：入学式には出席するでしょうから、機会をとらえ前高の良さも伝えていってほしい。 

   参加者が増えるような策も、いろいろ試しながらつながりをつくってほしい。 
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＊副校長から 

  進路ガイダンスを充実させるかたちで、保護者の心をつかんでいきたい。 

  時間がおしてしまい申し訳なかった。 

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く。 

引き続きのご協力をお願いしたい。 

  本日はありがとうございました。 

 

 

5 校時 授業参観のようす 

 


