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平成 28 年度第 1 回学校評議員会（記録） 

 

1 日 時  平成 28 年 6 月 1 日（木）15:35～16:55 

2 会 場   会議室 

3 参加者  学校評議員 4 名、職員 9 名 

菊地 節子（前沢商工会女性部長）･･ご欠席 

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） 

元木  豊（北地区住民協議会事務局長） 

遠藤 喜征（スポーツ用品店自営） 

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 28 年度 学校経営計画 

（2） 平成 28 年度 校務分掌重点目標 

（3） 前沢高校イメージアップに向けての 

取り組み 

（4） その他 

 

配付資料一覧 

 資料 1 平成 28 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 平成 27 年度学校評価調査結果 

     ５ 前沢高校活性化プロジェクト（案） 

     ６ イメージアップのためのアンケート結果 

生徒、保護者、同窓会、職員 

 前高だよりカラー版 

 

＊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 年ぶりの勤務で、校長として２年目である。 

前高だよりを、今年度からの評議員もおられるので、昨年度発行分からお渡しした。生徒たちの

明るく素直に取り組む姿を感じていただきたい。 

高校総体県大会、バレーボールとバスケットボール、卓球が終了。明日からはバドミントンとソ

フトテニスが行われる。3 日が全校奉仕活動、9 日からは前期中間考査、その後クラスマッチ・運

動会、7 月に入って三者面談、絆の輪ボランティアと続く。 

本日は、今年度の運動方針とよりよい前高にするための活性化プロジェクトへのご意見もいた

だきながら進めたい。次回は来年 2 月に実施、活発なご協議をお願いしたい。 

 

＊各自自己紹介 

 

 

４ 学校概況説明 

（１）平成 28 年度学校経営計画について〈校長〉 

概要のみお話しする。 

１番は学力向上。県内の学力が落ちていて中学校から下がっているが、その学力を取り戻したい。

当たり前のことを当たり前に、昨年ご指摘いただいたあいさつができるようになったかも引き続き

指導したい。キャリア教育・進路指導計画に基づき進める。生徒がどのようにキャリアを積んでいく

か、ボランティア活動からも積み重ねられる。 
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昨年度の進路先、進学・就職 1 人ずつが決まらなかった。今年、国公立大学は 1 人と言わず 2･3 人

目標。育英会からの補助を受けスタディサプリを導入、各個人に応じた学力の向上をめざす。朝、昼、

夕（放課後）と、自分に合った進め方ができるよう支援する。 

絆の輪プロジェクトは、年に 3 回の実施予定。引き続きの支援となる。 

様々な課題を抱える生徒が増えているので、家庭や地域との連携、小中高、特別支援校それぞれの

学校とも連携をとりながら、インクルーシブな学校をつくっていく。 

皆さんの忌憚のないご質問やご意見をお願いしたい。 

 

（２）平成 28 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 

・４の同窓会、昨年度 90 周年関係は独立していたが、今年度まとめて総括の年とする。 

・ＰＴＡ総会終了。昨年の役員会で希望があり、進路ガイダンスを新しく入れた。校長の出席率目

標は 30%と高いが、10%台から今年 20%超えを達成。保護者への確実な連絡のために、ゆうメー

ル送付を 2 回程度行い、一斉メール配信サービス（まち comi）導入の手続きを進める。携帯サイ

トは MOW（モウ）メール。 

・奨学金については担当者から説明されている。 

・同窓会総会は 6 月 11 日（土）サンフレックスで行われる。各支部総会も盛り上げたい。 

 90 周年のデータ整理を行う。 

図書館 

・前沢図書館との連携を密にする。6 月 3 日に図書委員の体験活動。図書館利用券の案内。 

・生徒が本に親しむ環境を整えたい。 

２）教務課 

・授業力向上のため、生徒へのアンケート年 2 回実施、また、相互授業参観（校内研究授業）をす

ることで向上をはかる。授業が「わかる」生徒、国数英 70%以上を目指す。 

・考査前学習などを実施し、家庭学習の定着につなげる。 

・「総合的な学習の時間」を活用し、キャリア教育と道徳教育を行う。地域を知る学習で「前沢牛」

について学ぶ。1・2 年で行い、博物館や地域、農家の協力を得ながら進路の実現に活かしていく。 

・観点別評価の実施に向け準備する年。本校に合った教育課程の編成をする。 

・校務支援システムを円滑に運用（活用）する。 

３）生徒指導課 

 ・生徒会・部活動・委員会活動の充実をはかるため、リーダー研修を実施する。法政大を招いての

応援リーダー研修は 3 年目、野球応援の前に計画する。 

・問題行動、大きなものは起きていない。 

・SNS・スマホの使い方、いじめにつながる可能性がないか、未然防止のためアンケートを行う。

また、携帯電話講習会を実施する。 

・「絆の輪」ボランティアの継続。 

国体カヌー競技の補助員もボランティアとしての意味あり。計測や表彰などが割り当たる。 

・部活動は人数が少なく、団体競技がなかなか成立しない。よりよい方向を模索し、統合も考える。

参加率は 80%をめざす。 

・社会のルールやマナーを理解させながら身につけさせたい。本日は衣更え、4 年前から指定ポロ

シャツの着用を認めている。暑くなればあざやかな水色が映えるだろう。アピールにもなる。また、

日常のあいさつがきちんとできているか、もっと指導していきたい。 

４）進路指導課 

・キャリア教育は 3 年前から、進路課では昨年から中心となりすすめている。1・2・3 年それぞれ

に必要なガイダンスを取り入れている。 

・スタディサプリ、幅広く対応できるということで取り入れた。3 年生が主で 20 人が登録。1・2

年時から継続して受講することが望ましい。有効なツールである。 

・保護者への情報提供、なかなか伝わっていなかったので力を入れていく。まず入学式の PTA 入

会式で、高校生活へのサポートと進路の進め方等の内容で行った。PTA 総会でも実施し、今後も

連携を取りすすめる。 
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・社会ではコミュニケーション等能力（社会を生きる力）が求められている。授業のあり方など教

務課と連携し、自立できる発信力のある生徒を育てる。 

５）厚生課 

 ・今年度は 3 人体制。養護教諭の新採用、教育相談担当の個別対応、どちらもがんばっている。 

・健（検）診、おおむね終了。三者面談時に結果を示す。 

・環境美化、人数が少なく分担しきれないところもあるが、運動会に向けきれいにする。生徒たち

は、気をつかって使用してくれているようだ。 

・学校安全点検実施。災害も変化しているので、アンテナを高くする。 

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、心配な生徒は 2 人。学校にこれない、教室に入れないなど、職員総動員で対応してい

る。進級させてあげたい。 

・委員会活動、花壇（一体脇）の整備は全校奉仕の日に行う。 

６）事務室 

・限られた予算を最大限、効率的に活用する。物品の精査。 

・安全点検結果へは早急に対応する。 

・収納について、担任と連携し早期の対応をする。 

 

副校長：ここまでのところで質問をお受けする。 

Q： 

●学校経営、今年の目玉 これ というものは？ 

●PTA 総会、どうやればよかったか。親にきてもらえるような工夫は。 

●「授業がわかる」の数値を上げるための具体は。実際の数値は。 

●「絆の輪」は大きな取り組み。生徒たちの変化はあるか。高校生が行う意義は。 

●スタディサプリへの期待。やってみて今の感想は。 

A：校長 

  前高への関心が遠ざかっているように感じている。勉強ができない学校、進学率も低迷など。 

  もっと関心をもってくれよということで、どれが、ということではない。 

  前中出身者の志願者数激減、何が足りないのか。今までと形を変えてやってみる。 

A：総務課長 

  総務を担当して 5 年、他校も参加率が低く頭を悩めている。 

  第 3 回役員会で話し合われ、まずできることで外部講師による進路ガイダンスを実施した。 

  地球のステージとの同時開催は 2 年目。4 月の役員会の出席率は高い。 

  役員を決めることも困難になってきて、担当は苦慮している。 

  工夫はしているし、少しはよくなった。30%超えは、著名人でも呼ばないと無理か。 

A：教務課長 

  「わかる」国語は 70%超、数英は近いが達成できていない。 

  授業を参観しあうことでヒントがいただけるので、積極的にすすめる。 

  家庭学習が定着すれば数値も上がる。4 月実施のテストは丁度忘れているところ。 

  春休み中の課題とりくみ計画など、一つひとつ指導を積み重ねる。 

A：生徒指導課長 

  大船渡・陸前高田方面へ年 3 回出かけている。 

  震災 6 年目だが、実際に行くこと、目で見ることによってわかり考えるところがある。 

  大船渡保育園の園歌の歌詞により、災害の大きさを実感できたりしている。 

  この熊本地震でも、義捐金を集める行動が生徒自ら出てきている。 

A：進路課長 

  昨年度末、おためし期間一人 1,000 円で進学希望者を中心に 24 人で始めた。 

  今年度正式に全学年に募集したが、継続者はなかった。登録しただけではだめである。 

  利用料金は年間 9,000 円だが、育英会から 4,000 円補助され、5,000 円で利用できる。 

  試用期間中、昼休みに PC 室を開放してスタディタイムを作り、声がけを続けている。 

  新規 2 人を含め 20 人で継続中である。 

  勉強しなければという気持ちはあるのだが、もっと強い気持ちがあればいいのではないか。 

  昼休み、しつこく呼んでやらせていて、4 月末のログイン率は全国 2 位だった。 
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  1 日 8 時間やっている生徒もいる。部活動（高総体）との両立が難しい。 

  学校でできる範囲でやらせ、また改めて宣伝し登録を増やしたい。 

 

副校長：それでは、学年の取り組みに移る。 

７）1 学年（副校長） 

 ・42 人で 2 クラス、高校生になりきれていない。しつけ指導から始めている。 

・悩みがあったり、人間関係を構築できないでいるので、情報交換を密に進めたい。 

８）2 学年（生徒課長） 

・中堅学年で、進路目標を見据え取り組まなければならない。出遅れず、これでいいんだと思わず、

小さくまとまらないよう指導したい。 

・インターンシップに向け準備に入っている。考査明け、体験先決定への声がけ始動。 

・学年の月目標、5 月「挨拶」、6 月「整容」。中だるみなく行事をこなし、前高をしょって立つ。 

・クラス替で悩みのある生徒のケアをしていく。 

９）3 学年（厚生課長） 

・スタディサプリの有効的な活用をさせたい。 

 昨年度末、インフルエンザで延期されたインターンシップの発表会を 6 月末に実施。 

 進路目標の達成にベストを尽くしたい。 

 進路希望を経済的な理由などで悩んでいる生徒に寄り添い、決定していきたい。 

・部活動、生徒会、精一杯やっている。運動会を経験し、また大きくなれると思う。 

・進路達成はもちろんだが、それぞれ個々の幸せを心の中において考えてあげたい。 

10）平成 27 年度学校評価より（教務課長） 

 ・昨年度の 12 月に行ったものである。 

 ・保護者の理解が少しずつ進んでいる。職員の視点も改善が進んでいる。 

 ・「決まりを守って生活している」が目標を下回り、今年度への課題。 

 

（３）前沢高校のイメージアップに向けての取り組み 

副校長：前沢高校活性化プロジェクト（案） 

・高校再編計画で、平成 31 年に学級減となることが示され、職員は危機感。 

 まず、アンケート調査を行った。 

 どのような学校であるべき、イメージをよくするアイディア、この２つが重要。 

・調査結果を元に全学年各クラスで話し合い、報告書にまとめ前高祭等で公表する。 

 アイディアを仕分けし、できることから実行、そして取り組みを広報する。 

・キャリア教育先進校の取り組みを学ぶ教員研修会を 6 月 13 日に実施。話し合いを持つ。 

・6 月中旬～下旬に中学校訪問（進路主事・3 学年長）を行う。調整中。 

 同窓会役員から提案いただいた生徒のラブレターと学校案内を持参しての訪問。 

 11 月下旬にも再度訪問する。 

・校長の「前高だより」を区内全戸配布する。一斉メール配信を導入しそれも活用。 

〈アンケート結果〉 

 ＊生徒  制服変更の意見多数。それと、青春坂を登るためのシャトルバス。 

 ＊保護者 進路状況や資格取得が重要。冬季のカーディガン着用も多い。 

 ＊同窓会 自分たちの出身中学校にラブレター ← 今回採用 

 ＊職員  真剣に考えてくれている。正直驚いた。 

      できることはやる。よくしていくことと広報。 

      部活動・学習・進路それぞれ、一人ひとりを手厚く指導できるインクルーシブな学校。 

 

５ 学校評議員からのご意見・ご感想 

 

・各課いろいろ目標を立て、達成に向かっている。皆さんごくろうさまです。 

 これからお役に立てるようがんばっていきたい。 

・入学者数が少ないことで、これから入ってくる子たちに前高を見てもらう機会がない。 

 前高祭も日程がかぶっていて残念だ。 
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 今度行われる運動会がとても楽しい行事なので、もっと小中学生にアピールしたらどうか。 

 年齢が上の人たちの運動会も見てもらうといい。足を運んでもらえるように。 

・先生方が一所懸命やられているので、生徒たちは幸せだと思う。 

 例えば、野球をした子たちが前高に行かないのはなぜか、中途半端だから。 

 学校側のがんばりが保護者に響かない（専門高校に流れる）。 

 きめ細かく対応している状況を知らせ、その中で達成できることを子どもたちにわかってもらう。 

 前沢図書館も連携する中で、前高生の将来のために協力していきたいので、地域にももっと声をか

けてほしい。応援している。 

 

・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。 

 

校長より 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

昨年度から「前高だより」発行や、PTA 役員会意見収集など取り組んだ効果が得られなかった。 

引き続き取り組んでいくので、よろしくお願いしたい。 

ご意見は随時お話いただけたら幸いです。 

次回は 2 月を予定しています。本日はありがとうございました。 

 


