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平成 29 年度第 1 回学校評議員会（記録） 

 

1 日 時  平成 29 年 5 月 29 日（月）15:30～16:55 

2 会 場   会議室 

3 参加者  学校評議員 4 名、職員 9 名 

柏山 修治（前沢商工会理事） 

小野寺正幸（奥州市立前沢図書館長） 

清水 良行（松山寺住職） 

元木  豊（北地区住民協議会） 

遠藤 喜征（自営）･･ご欠席 

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 29 年度 学校運営について 

（2） 平成 29 年度 校務分掌重点課題について 

（3） 前沢高校の活性化に向けての取り組み経過 

（4） その他 

 

配付資料一覧 
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 〈目次〉１ 学校評議員会 開催要項 

     ２ 学校経営計画 

     ３ 校務分掌における重点目標 

     ４ 平成 28 年度学校評価調査結果 

     ５ 前沢高校学校活性化への取り組み経過（170519） 

 平成 29 年度 学校要覧 

 2017 学校案内 

 前高かわら版 

 

＊開会（副校長） 

＊校長あいさつ 

  今年度着任した。日頃からのご理解とご協力に感謝する。 

新入生 41 名を迎え 124 人でスタートした。 

高校総体県大会の真最中で、バレーボールとバスケットボール、ソフトテニスが終了。バスケッ

トボール女子は 6 人、内 2 人は JRC との兼部で出場した。2 回戦盛岡工業に勝ち、3 回戦は昨年

ベスト 4 の盛岡市立と対戦、8－103 で敗れた。しかし、鉄壁のガードから 8 点をもぎ取り、「すご

い、いい試合だったな」と声をかけた。今週末はバドミントンと卓球が行われる。活躍が楽しみで

ある。 

来週 8 日からは前期中間考査、今回から観点別評価が導入される。普段からの適切な評価によ

り、生徒たちの意欲を高めていきたい。 

本日の第 1 回は、今年度の運動方針に基づき行うもの。お気づきの点、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 29 年度学校経営計画について〈校長〉 

重点目標「生き方在り方教育の推進」、キャリア教育・進路目標の達成として捉えがちだが、根本

の生き方在り方教育をめざす。41 名の新入生で総勢 124 名。入学者が減少している中で、少人数を
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武器にきめ細かな指導をしていきたい。 

具体的に 

わかりやすい授業を提供し、家庭学習は授業と連動し、学習習慣をつける。一定程度の教育を保障

するためには、生徒の確保が必要である。後ほど副校長から活性化プロジェクトの取り組みについて

説明されるが、授業改善や生徒が主体的に学習に取り組むためのアクティブラーニングなどを実施

する。5 月中旬の 3 日間、本校を会場に国語の初任者研修が行われ、ほとんどの先生方が授業を参観

した。その参観で各々共有できたものが活性化につながっていく。 

キャリア教育計画にあるインターンシップは、2 年全員で取り組み、自分がどう生きていけばいい

のかを考えさせる機会とすることで進路につなげられる。 

いじめなどの問題行動がなく安全で安心な学校生活を送れるよう、他の立場の人を思いやる力を

つけさせたい。規範意識はもちろん、特にもスマホによる誹謗中傷などを起こさせないために、情報

モラルの醸成を推進する。 

開かれた学校づくりのために、ホームページを毎日更新してもらっている。リアルタイムで発信し、

4 月下旬からの閲覧数が 1,790 を超えている。中学校にもお知らせし、学校を見に来てもらえるよう

にしたい。前沢高校の良さを県内、全国、全世界へ発信していきたい。 

 

 

（２）平成 29 年度校務分掌重点目標 

１）総務課 

・一斉メール配信サービスは登録率を上げ、活用できればと思う。 

・ＰＴＡ総会は生徒総会を参観後行った。 

・同窓会総会は 6 月 10 日（土）。衣川支部が合流。 

図書館 

・道徳教材を使用し、書くことでまとめる読書活動を今年度新たに始めた。 

・6 月 2 日、前沢図書館に図書委員の体験ボランティア、昨年から引き続き。 

２）教務課 

・校内授業研究等（5 月の初任研国語の研究授業など）をすることで授業力向上につなげる。 

・適度な課題を課し、家庭学習の習慣化を促す。 

・「総学」は、キャリア教育、道徳教育、前沢牛学などで、様々な生き方を知る機会とする。 

・今年度から観点別評価導入。学習方法などへの 

・校務支援システムを円滑に運用（活用）する。 

３）生徒指導課 

 ・部活動・執行部・応援団のリーダー研修を 2 月下旬に実施した。 

  現在は、体育祭に向け中心になりがんばっているところ。 

・問題行動が減少しているが、ちょっとしたもの（ガラス破損とか）が出ている。 

 毎週火曜日に 1週間の生徒の様子の報告会を行い情報交換。未然防止のためのもの。 

 「いじめ」についても、職員間で多くの情報を共有し早期発見につなげている。 

・情報モラル講座は 4 月実施した。今後は県で行われるものを、本校主管の部会で還元する。 

・「絆の輪」ボランティアの継続。広く多くの生徒が参加できるよう学年単位で企画している。 

・部活動は部員不足、3 年引退で少なくなりチームが組めない状態。 

厳しい中だが、生徒のやりたいことをやらせてあげられればと思う。 

・社会に出る前の最後が高校、社会性を身につけさせていきたい。 

４）進路指導課 

・指導がちぐはぐにならないよう、学年団と連携し実施する。 

・生徒数減ではあるが、少人数に手厚く指導できることで 12 年連続国公立に合格している。 

 就職も昨年は大手（JR、トヨタ）に内定。希望するところに決まるよう指導したい。 

・情報発信、保護者のニーズに合わせ HP やメール配信を利用する。 

・キャリア教育としてインターンシップ 4 年目となる。 

 3 年間の必要な行事をしっかり位置づけ、結果につながるようにしたい。 

 授業の中にアクティブラーニングやグループワークを入れ、体系立てて自分のものとさせる。 

・今年の卒業生は国体出場のバドミントン部が中心に引っ張ってきた。後輩につなげたい。 
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５）厚生課 

 ・生徒が安心・安全に学校生活を送れるよう支援したい。 

・健（検）診はほぼ終了した。 

・保健講話等も順次実施する。（6 月 27 日の薬物乱用防止教室の講師は評議員の柏山さん） 

教育相談 

・各学年で問題を抱える生徒が多く出てきている。 

 外部機関等に迅速、適切につなげられるようサポート（コーディネート）していきたい。 

 ・毎週火曜日の教育相談情報交換会、シェアし生徒理解の場とする。 

６）事務室 

・配当予算の計画的執行と経費節減。私費も県費に準じて執行する。 

・安全点検は月初めに実施、早目に対応する。 

・収納について、未納のものは担任・学年と連携し早期の対応をする。 

＊各学年 

 １学年 生活習慣の確立 

 ２学年 中堅として前高を背負うリーダーシップを発揮する 

 ３学年 進路希望達成、今年は既に課外を実施 

 

＊平成 28 年度 学校評価調査結果（副校長） 

 ・2 月の第 2 回評議員会でも提示したものである。 

 ・保護者は極めて好意的で、評価が下がった項目はなかった。評価いただいている。 

 ・生徒は不満いっぱい。 

  職員が本気になって生徒を指導したことで、生徒からは不満が出た。 

  しかし、保護者にとっては好意的という結果が見て取れる。 

 

（３）前沢高校学校活性化への取り組み経過（副校長） 

 １ 経過 

・同窓会（柏山さん）のアイディアを採用し、ラブレターを持って 23 の中学校を訪問した。 

 ・一日体験入学時にも PR。1･2 学年生徒でワークショップを行い、意見を徴収。 

 ・9 月には、アクティブラーニング研修会で授業を公開。 

教育センターから依頼され、12 月にも実施した。 

 ・11 月には再度の中学校訪問を行い、1 月は学校案内などとともに募集案内を発送。 

〈結果〉志願者・合格者 41 人。もっと増えるはずだったが・・・。 

   水一と本校だけが減らしてはいない、何とか持ちこたえたと思う。 

 ・今年度は公式のフェイスブックページを開設。 

  ホームページから Twitter → FB ページへリンク。2,000 人弱が閲覧している。 

  今週末のバドミントンと卓球もリアルタイムで更新し、閲覧数を増やしたい。 

 ・今後の予定、必要なときに必要な取り組みをしていく。 

 ２ 活性化の主眼 昨年からの踏襲 

 ３ キャリア教育改革 

  地域貢献策を模索するために社会福祉協議会との連携を考えている。 

  前沢区の実状を知らずに卒業してしまうので、何かできないか。 

 ４ 在籍者数 

  70 周年時は、体育館を埋め尽くすほどの生徒数だった。 

  そこまでは戻せないと思うが、立ち位置を示し、志願者を増やしたい。 

 

５ 学校評議員からのご意見・ご感想 

・ 子どもの数が減少し、生徒数の確保は難しいと思う。前高の魅力を掲げ PR していけば、志願者

は増えていくと思う。前小に続く小道をランニングしている生徒たちが、元気にあいさつしてくれる

のがとてもうれしい。 

 今年の入学式に初めて出席したが、校歌紹介の声が少し低かったと思う。人数が少ないこともある

のだろうが、新入生にしてみると張り合いがなく心細かったのではないか。新入生への力強いメッセ

ージとするためにも、もっと大きな声で歌ってほしかった。 
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・ 塔ヶ崎校舎時代の卒業生である。あの頃は物がなく、将来はお金を稼いで何かをしたいという、

いろいろな夢を持てる時代だった。今は何でもある中で育ってきて、夢や欲がなくなってきていると

思う。進路選択の動機付けや方向性も大変だと思うが、こういう時だからこそ夢を実現させられる、

そういう方に力点を向けられないか。 

 FB はフォロワー、まち comi に登録、どちらも情報が届いている。地域にも共有してもらうため

に、OB も含めて働きかけたらいい。みんなが集まる場で紹介しフォロワーになってもらう。 

 いじめや問題行動の減少はいいこと。原因があることなので、同じことをさせないよう徹底究明す

べき。薬物乱用についても予防策が大事なので、みんなで考えていく。 

 

・ 3 年間、前高生の姿を見せていただている。実績を出しながら目標を立てて進んでいると思う。 

 HP や FB は効果的だが、魅力あるものが発信されるから長続きするので、中身が重要となる。高

校総体の発信は楽しみである。 

 地域とつながる、全くそのとおり。そして力をつけていく。今まで少数精鋭でやってきたことを、

地域の中に入って発揮してもらいたい。社協はとてもいい、商工会（産業まつり）など活動している

ところとコラボする。前高祭とかちあっているなら、その場に入っていく。生の前高を見てもらう。

手前味噌だが、「図書館まつり」のときに、お店に寄るついでに来てもらえるもの（映画上映など）

をプラスαで企画し来館者を増やす工夫をしている。産業まつりに持ち込み、実際に見てもらう意気

込みが必要。 

 入学式・卒業式に出席させていただいているが、支所長にも案内をしたらどうか。社協もしかり。

地域につながり知ってもらうことになると思う。 

 本人は前高を志望したのに、親の意向で他校に進学した子どもがいる。保護者も含めた中での働き

かけがないといけない。 

 

 

・今の高校は、自分が過ごした高校時代とは全然違う。 

進学希望者は進学校に行き、そこは（例えば M 高）生徒数が不足することはない。有名校への進

学率のみで、背伸びさせがんばらせて自分が行きたい学校ではない方へ勧める中学校側。そのネーム

バリューに対抗していくために、個々への細やかな対応をしていることはすばらしいと思う。 

幼少から小・中学校と小さな世界で育ってきた子どもが、安心できる学校があっていい。成績の如

何によらず学校を選択させるのがよい。そのためには、学校がやっていることを発信し、保護者や地

域にしっかり広めていく。ネームバリューのみではないこと、やっている中身を周囲へどんどん発信

してもらいたい。地域の行事にもどんどん参加する。ボランティアとしてやっていることはどこでも

同じ内容なので、地域に入っていくことに力を入れる。 

まち comi で不審者の配信後、途中まで送り届け戻って職員会議を行った小学校があった。職務で

忙しい中でも、子どもたちの命を最優先に考えてくれるのが教員だと思う。 

 

〈副校長〉 

 毎日のホームページ更新のために記念誌を読んでいるが、本当にたくさんの同窓生の歴史があり、

このまま埋もれさせてはいけないと思っている。バドミントンは昭和 32 年の松江インターハイが最

初、拳闘（ボクシング）部もあった。93 年の歴史は黒沢尻北高と同じである。 

 区とつながるために、大人と話をする機会をつくろうと画策している。地域のために何かをしたい

と思える生徒たちにしたい。 

 

・高野同窓会長が役職についているので、ライオンズクラブは動かせる。 

〈副校長〉有効な情報、活用したい。 

 

・岩谷堂高校は全 1 年生が甚句祭りに参加している。 

 本校も、昨年の「牛まつり」のボランティアには 15 人ほど参加していた。ゴミ処理などにがんば

っていて、私も声をかけた。あいさつや返事もしっかりとできていた。このように、目に見える活動

や働きをしているとしっかり認めてくれる。がんばるよう伝えてほしい。 

 

・11 月の「ふくしの里まつり」・高校生レストランなど、積極的に参加してほしい。 
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最後に 

次回は 2 月中旬を予定している。今年度実施できたことや成果等をご報告できるかと思う。その時

にもどうぞ忌憚のないご意見を頂戴したい。本日はありがとうございました。 

 


