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平成３０年度 第２回学校評議員会議録

１ 日 時 平成３１年２月１９日（火） １５時～１６時３０分

２ 場 所 盛岡第四高等学校 会議室

３ 参加者 学校評議員 晴山 文夫 学校長 小田島 正明

学校評議員 菅井 雅之 副校長 北田 義徳

学校評議員 大河内 富美子 事務長 中川 良彦

学校評議員 三輪 健志 総務主任 山本 敬一

教務主任 佐々木 順一

生徒指導副主任 松尾 明日香

進路指導主事 柴田 勝弘

以上 １１名

※ 髙橋 和夫 学校評議員、佐々木 佳史 副校長は、他用務につき、欠席

４ 次 第 （１）開会の言葉

（２）校長挨拶

（３）学校概況報告（資料説明）

①各課からの報告

・教務課

・総務課

・生徒指導課

・進路指導課

②学校評価の報告

③その他

（４）意見聴取・ご提言

（５）閉会の言葉

５ 会議の内容（概要）

（１）開会の言葉（副校長） … 省略

（２）校長挨拶

校長挨拶 … 改めまして皆さん、こんにちは。校長の小田島でございます。本日は、年

度末のお忙しい折に、お集まりいただきました。本当にありがとうございま

す。

この１年、おかげさまでと申しましょうか、大きな事故、怪我等もなく推

移してまいりました。本当に皆様のお力添えもあってのことと感謝申しあげ

ます。

さて本日は、お手元の資料に基づきまして、年度当初にお示ししました本

年度の経営方針、経営計画について、その実施に係る報告、内部等の評価に

ついてご説明をさせていただきます。次年度の本校の学校経営計画の立案、

並びに課題に関する本質的な解決のあり方について、評議員の皆様方からご

指摘、あるいはご意見、ご提言をいただく機会となればと思っているところ
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でございます。

さて、本校は来年度から１学級減ということで、来年度から２４０名、６

クラスの学校に徐々に変わっていくということになりまして、完成年度には

今よりも１２０名ほど少ない、７２０名の規模の学校になる予定でございま

す。過日、推薦入試が行われまして、２４名の定員に対して、４２名の応募

がございました。本校の推薦入試というのは特定の部活動に特化したものと

なっておりまして、その期待の大きさを実感しているところでございます。

また、一般入試の入学願書受付も始まっているところでございまして、調整

前の段階では２１６名の枠に対して３３７名の応募がございました。１．５

倍を超えるという非常に高い倍率となったところでございますけれども、現

在出願調整の期間で、おそらく減っていくんだろうなとは思っておりました

が、思ったほど下がっていないという現状でございます。まだ確定はしてお

りませんが、入りたい学校として、地域の皆様方に思われているということ

に改めて感謝申しあげたいなと思っております。学校といたしましては、そ

のご期待に応えるべく、進学実績、そして部活動の実績を上げることのでき

る高校として、それからまた、生徒、保護者の皆様にとりましては、満足度

の高い高校として、他校とは一線を画す特色のある学校づくりに取り組むこ

とができている、あるいは、さらに進化していかなければならないというふ

うにも考えております。将来に向けて多くの方々のご期待に応えることので

きる学校とすることが、本校の使命であるとも考えております。

改めまして、本年１年間の御指導に感謝申しあげ、挨拶とさせていただき

ます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

（３）学校概況報告（資料説明。報告内容は資料のとおりに付、省略）

① 各課からの報告

・ 教務課

・ 総務課

・ 生徒指導課

・ 進路指導課

［質疑応答］

Ａ評議員 … いつもありがとうございます。２ページの総務課の所で、ＰＴＡ行事を精

選していきたいというお話でしたが、私もなるほどと思った。毎回、事業報

告を見ると、非常に活動が盛んという印象で、保護者にとっては学校に関わ

る機会が非常にあって、学校情報もたくさん得られるということで、そこは

大変よいことなのだが、反面それを運営している総務課の先生方等のご負担

は相当なものだろうと思うし、それから効果という面で、それがどのように

保護者、生徒にプラスになっているのかという面を見た時に、例えば９月の

研修旅行は仙台とあるが、これはおそらく進路課との絡みで、そういうニー

ズがあって仙台方面ということなのだろうか。

総務主任 … この研修旅行は大学訪問が主だが、県内の大学と県外の大学を隔年で訪問

しているところ。その中で、県外の順番が今年は宮城だった。なお次の県外

は秋田の予定。その順番に基づき、具体的な訪問先を決めているところ。ま

た、県内も隔年で行くので、毎年参加する方は県内大学に必ず行けるもの。

Ａ評議員 … この研修旅行で参加者は保護者を代表して行く形になるわけだが、子ども

達のニーズと保護者が見たい大学のニーズがマッチしているのかどうかが、
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私としては気になった。つまり、マッチしているのであれば、進路に直結す

ることになるが、このＰＴＡ研修旅行がどういう目的かということにもよる

と思う。例えば親睦が目的であれば、どの大学でもよいと思うが、もし進路

指導との絡みで、何らかの効果を期待するというのであれば、子ども達のニ

ーズがこうなっているので、こういった所を保護者の皆さんが研修する場と

してはどうですかと提案してみるのはどうか。ただ、ニーズもばらばらなの

で、一つの場所になるというのはなかなか難しいとは思うが、その辺りはど

うか。

総務主任 … 保護者も学校のことをよくご存じで、生徒が出願する人数の多い大学にま

ず目を向けて決めてもらっているところはある。自分の子どもがここに行き

たいと言っているから、ここということもあるかもしれないが、全体を見る

形で選んでくれているところもあるかもしれない。今年の東北学院大などは

その例。

Ａ評議員 … ということはある一定程度の効果は上がっているという捉えか。

総務主任 … 子どもと保護者とのニーズのマッチングということで言うと、保護者が知

らないという部分もあって、大学の雰囲気だとか、様子を実際に行って見て

みたいという思いもおそらくあるだろうと思われる。

Ａ評議員 … 結構この事業はエネルギーがいるし、お金もかかるものだろう。

総務主任 … 貸切バスで移動している。

Ａ評議員 … 了解した。

② 第２回学校評価の報告（副校長）

［質疑応答］

Ｂ評議員 … 「学習と部活動を両立させていますか」の問に対し、生徒の肯定的評価が

７１％で昨年度比１２ポイントアップというのはかなりの向上と考える。そ

れに対し、教職員の肯定的評価は４１％で同１４ポイントダウンと、生徒と

は対照的な結果となっている。これに関して自由記述欄ではどのような理由

が記載されていたのか。

副校長 … 自由記述欄にはよかった理由はあまり記載されないのが一般的。やはり何

か言いたい、書きたい、わかってほしいという時に書いているのではないか

と推察。したがって、生徒が学習と部活動を両立させている上で、こんな所

がよかったということを説明する記述は見当たらなかった。また、教職員で

も具体的理由の記述は見られないものの、生徒が部活動をやり過ぎていると

みている教員もいるのではないかと推察。

Ｂ評議員 … 第１回学校評価から第２回にかけて学校が行った取組としては、部活動の

休日を確保などがあったかと記憶。うまくいった取組は今後も継続していく

べきかと思うが、それは何か。これだけの改善をした。何をしたのか。果た

して休みを増やしたのが生徒に好評だったのかどうかを、ここで振り返って

みてはどうかという趣旨。あるいはまぐれ当たりなのか。であるとすると、

来年度は元に戻る可能性あり。向上した要因の分析も実は大事。

校 長 … 週１回は休養日を設けましょうね、ということは年度始めに職員には話し、

それぞれの部活動で取り組んでもらった。ただ、定期的に毎週休養日を設け

るのでなく、部によっては時期をずらして休養日のまとめ取りなどという場

合もある。まず概ね週１回の休養日は設けているのではないかと捉えている。
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ただ、それが職員には不満だったということではないとは考えている。

Ｂ評議員 … 正しいことができたから、それが数字に表れたと思っているので、その成

果の要因を分析することが大事だと考える。

教務主任 … たぶん、職員の中には部活を休みにしたのに、その休みが勉強時間になっ

たかというと、そうでもないんじゃないかと思っている者もいるのではない

か。

校 長 … それが両立になってないよという受けとめにつながった可能性がある。

Ｂ評議員 … 休ませたのに勉強の方はどうなんだという教師側からの不満があるのか

も。

生徒指導 … それとは別に、今の１、２年生に、いわゆる帰宅部、幽霊部員の人数が少

ないという傾向はある。今年度は部の統廃合の議論も行ったが、調査の結果、

特に活動に問題のある部は見受けられず、例えば英語部は部員は３名だが、

毎週ネイティブスピーカーである外国籍の先生を職員室にニコニコしながら

迎えに来て、一生懸命活動している姿が見られた。また、囲碁将棋部も目立

った活動ではないものの、毎日練習している。茶道部も週３回活動していて、

週１回は外部のお師匠さんに来ていただくのだが、全員でお出迎えやお見送

りをするなど、部員数の少ない部も地道に活動を行っている。また、転部に

ついても丁寧に指導しているため、幽霊部員が放課後すぐに下校するとか、

部活動に行きづらくなって、結局どこにも行っていないという状況は減って

いると捉えている。勉強も部活動も頑張っている生徒が相対的に増えている

のではないかと考えられる。

Ｂ評議員 … 自由に使える時間が増えたことを生徒は好意的に受けとめているのに対

し、先生方は自由時間を勉強の時間に充ててほしいという思いが、この対照

的な結果につながったということであろうか。そうであれば、先生方の授業

の取組は生徒から高評価であるので、今後さらに授業の質を高めることによ

り、生徒の学習への取組もよくなり、先生方の生徒に対する評価も高まって

くるのではないかと考えられる。結果として、部活動休養日の設定は効果が

あったのではないかと考える。

副校長 … ただ今は、大変大事なお話、良いヒントをいただいた。我々教員はともす

ると、生徒のことも自分たち自身のことも、欠点を探してそれをつぶすこと

に注意が向きがちだが、良い結果の分析も同様に重要であることをご教示い

ただいた。

Ｂ評議員 … 今年の入試倍率を見る限り、本校は県内の中学生が一番入学したい高校で

ある。それはいろいろな価値観の生徒、家族、保護者等が関わってくる可能

性が高いということにつながる。それゆえ学校経営に関して様々な面で難し

いところはあると思う。生徒や家庭の価値観が画一的ではないため、あっち

ではああ言う、こっちではこう言うという中で、大事なことは「話し合う」

ということではないか。部活動再編の際に行われた「話し合い」の文化を今

のうちに作っておけば、今後、新たな懸案事項が持ち上がった際に、「それ

では話し合いましょう」ということで、解決策を導くことができるのではな

いか。

副校長 … 「多様性を認める」という校風を根付かせることで、これを本校の魅力や

特色の一つに加えられるかもしれない。

Ｂ評議員 … なぜ、本校は中学生に人気なのか、それは他校にはない特色があるからで

はないか。例えば４５分✕７コマ授業で、学習と部活動を両立させるという
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アピールが生徒、保護者に浸透し、支持を得ている部分もあるのではないか。

ところで、入試倍率が県内で最高になったことは過去にあったか。

校 長 … 普通科で最高というのは、記憶の限りでは初めてではないか。これまでも、

割と高い倍率では推移していた。今年は学級減の影響もある。

教務主任 … 募集定員は減少したものの、応募者数は昨年度と変わらなかった。

③ その他

学校側 … 特になし

Ｂ評議員 … ４５分授業✕７コマを、他の進学校並の５０分✕７コマに変更することを

検討中と聞いたが、生徒、保護者はどの高校に行けば、どんな大学に入れる

かというのはわかっている。その上で、今年の選択として、本校が最も生徒

が入りたい、保護者も入れたい高校となっている。そのような中で、授業時

間は特に変えなくてもいいのかと私は考える。

それは、結果として出ている。４５分×７で、余った時間を読書に充てて、

その結果が今の進学の状況。そこで、ここから進学校になるか、ならないか

というよりも、生徒たちにとって魅力ある高校にしたい、入りたい高校にし

たいというのが先生方の目標なのであれば、特に変える必要はないのではな

いかと私は思う。

私は学校の関係者ではなく、会社の経営者として今後どうするべきかとい

うのを考えている身だが、よい結果が出たのであれば続けようと考えるのが

会社。

また、生物基礎、物理基礎の話があったが、来年度は教育課程を変えると

のこと。生徒には、２年次の文理選択の際に、文系、理系どっちにいこうか

という悩みがあると思うが、例えば教室に物理の本や生物の本を置いて、朝

読書の時間などに読ませれば、進路選択の役に立つのではないかと思う。

教務主任 … これまでの朝読書は、自由に好きなものを読めという指導だった。そこで、

こちらからは何も働きかけはなかった。

Ｂ評議員 … 私は朝読書は大事な、素敵な時間だと思う。

教務主任 … そういう時間も残しつつ、総合的探究の時間では、少し足かせもかけて、

自分の進路についての本を読む時間にできればと思う。しかし、５０分授業

にしてしまうと、おそらく読書の時間は取れなくなってしまうだろう。それ

でいいのかな、という思いもあるし、もちろん反対する側の意見もある。こ

れは教員の中で割れているところ。ただ、４５分で授業を行うということは、

標準より少ないので、それをどこで補うのかというと、授業日数で補う。そ

のため、長期休業を短くしている。そうやって、授業時間を確保する苦労は

ある。それで、今まで何とかやってきたが、それでも追いつかないというこ

とから、教員の中ではそういう声が出ているのだと思う。そういうところを

どうしようか模索しながら、来年度も４５分授業を行おうとしているところ。

Ｃ評議員 … ちなみに、先生方は、他から転勤されて来るわけだが、他で５０分に慣れ

ているのに、ここへ来て４５分で戸惑うところもあるのだろうか。

教務主任 … それもある。

Ｂ評議員 … 本校が他の高校と違うところはどこかと聞かれた場合、１つはこの４５分

授業だと思う。どれだけ独自色を出すかということで、１５年間続けてきた

結果が、今年、四高に入りたいですと答える中学生が受験倍率では県内で最

も多かったということなのだと私は思うが、他に何かあれば教えていただき
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たい。

教務主任 … 進路課の悩みとしては、学級減となり、生徒が減る中、４５分授業などを

継続して、これまでの進学実績を今後維持できるのか、ということはある。

定員２８０名から２４０名となって、単純計算では、国公立大学の合格者数

も減少すると思うが、定員減で国公立の数が減ったと言われるのか、それと

も単純に、四高は進学実績が下がったと言われるのか分からないが、進路課

としては、少しでも上乗せしたいという考えはあると思う。教員の中にもそ

う思っている人たちもいると思うので、そういったところのバランスもとっ

ていかなければならないなと思う。この授業日数でこの数字を出し続けられ

るかというのが悩みどころであるし、別の考えとしては、読書の時間を確保

しているから、進学の方も伸びているんじゃないかという考えもあるか。そ

こはやはり悩んでいて、今年も結論を出せず、とりあえず来年度も４５分で

いこうということになったところ。

Ｂ評議員 … いろいろあるが、総務の事業同様、隔年実施という発想もあると思う。総

務課の行事で隔年で出来ることはそうはないのかもしれないが、何をどう削

るかということは、会長はじめ、考えていらっしゃると思われる。生徒の学

習でも、全部はできないとしたら、削るのはなんだということで、例えば読

書を削ろうということになるかとは思うが、そこで、読書する月としない月

を交互に入れるということもできるのではないか。読書する月に１か月読書

すれば、自然と読書の習慣も付くだろう。次に読書しない月を設けて、余っ

た時間を学習時間にあてるとか、授業時間を稼いでその分休業日を増やすと

かはできないだろうかと考える。実際にやれと言われれば非常に大変ではあ

るが、さまざまな考えの人が来る学校なのだということを頭に入れながら考

えていないと、ここからは難しいのかと思う。つい人気が出でしまったばか

りに。「話し合う文化」、これが四高の文化なんだよというものを訴えてい

かないと、あちこちからいろいろな意見が出て、収拾がつかなくなってしま

う恐れもある。期待はしてますけど、そんなに頑張らないでほしい。

４ 意見聴取・ご提言

Ｄ評議員 … 今日は貴重な時間をいただき、授業を拝見したが、どの教室も難しい教育

をやっているようで、生徒は大変だという感想を持った。さらに授業の他に

部活もやるということで、大変な毎日だろうなと感じるとともに、今の高校

生は私の頃よりはずっとましな、立派な方々だなという感想を持った。

Ａ評議員 … 子供たちの満足度、盛岡四高の特色、良い所ってどんなところなのかなと

いうことの把握が、もう少し詳しくあればいいと思った。一コマの授業時間

を４５分から５０分にするにしても、部活動かどこかの時間を削らなければ

ならないことになるし、子供たちが面接練習をする際に、どうしてその学校

に行きたいのか、何が魅力なのかと聞いた時に、四高を希望する生徒たちは、

「自由なところがいい」と言う。また、「自由とは具体的にどんなことなの

か。」と聞くと、「勉強と部活動の両立。」と答える。さらに「勉強と部活動

を両立するとは。」と聞くと、「勉強も一生懸命やり、部活動も一生懸命や

り、青春時代を燃焼し、時間をかけてやれる部分があると、先輩やいろいろ

な人から聞いている。」とのこと。また、地元中学校では、近いので、いろ

いろな情報が入った上で本校を志望し、入学している。となると、子供たち

の多くは、盛岡四高のイメージや求めるものというのは、漠然としたもので
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はあるが、今まで積み上げてきた自由な雰囲気、つまり、勉強も一生懸命で

きるし、部活動も、その他の活動も一生懸命できるというところに魅力を感

じているのではないかと、漠然と思っている。だから、それが例えばアンケ

ート項目で言えば、先生がしっかり教えてくれるとか、友達関係が上手くで

きている学校だとか、部活動が充実して十分できるなど、いろいろな項目を

立てながら、その中で何に子供たちの満足度が表れているのかということを

見ていくと、例えばもっと勉強したいのだが、というニーズがもしあるとす

れば、あと５分授業を長くしようかということにもなるだろうし、先生方も

それがうまくとらえられていないとなると、ちょっと新しいことに踏み出す

のは不安な部分があるのか、というような思いがする。親御さんはあまり細

かいところまではわからないと思う。やはり、子供たちのニーズと、先生方

が見取ることと、個別の子供たちの声が聞こえてきているなら、そういった

声を拾い上げながら、盛岡四高の特色とは何なのか、その中で、やはり進路

の実績も子供たちを育てる上では大事なことであるから、そういった部分を

両立させながらやっていくにはどうしたらいいのかということを、先生方も

大変なところではあるけれども、意見を出し合って、いい方向を見つけてい

けばいいのかなということを感じたところ。

また、先ほど、学校評価の所で「わからない」という項目をつけてほしい

という要望があった。これはたぶん保護者の方が多いのではないかと思う。

これは正直な意見だと思う。やはり、わからないところは正直あると思う。

でも学校として見れば、どちらかといえば、ということで求めたくなる気持

ちも当然わかる。でもわからないというのも、ある意味正直なところで、わ

からない割合が多いからと言って、じゃあ、だめなのかというと、私は必ず

しもそうだとは思わない。やはり伝わりやすい情報と伝わりにくい情報とい

うのは保護者の方にもあるのではないか。子供さんを通して伝わっていく情

報が主だと思うので、校報とかお便りばかりではない。だから、そういった

意味で、わからないという項目を入れたとしても、それに対する分析とか評

価というのは、そんなに恐れないで、わからないを除いた上で肯定的、否定

的評価を見ながら言っても、私は学校としての方向性というものをしっかり

と判断できる材料になるのではないかというふうには思う。

ただ、これもいろいろな見方や考え方があると思うので、ぜひ先生方で協

議いただきながらということで、これはあくまで私の一意見なので、ぜひと

らわれることなく、先生方でよろしいように、ご議論いただきながら、決め

られていけばいいのではないかなと感じているところ。

本当に、高校の先生方は、お正月や、年末年始がないという話も伺ってい

る。大学入試センター試験等への対応ということで、生徒たちにご指導なさ

っているということで、ぜひ体に気を付けながら、生徒たちに十分元気な姿

で向き合ってもらうように、よろしくお願いしたいと思っている。ありがと

うございます。

Ｃ評議員 … 今日、授業を見させていただき、ありがたかった。受験勉強中の３年生の

授業も見ることができてよかったと思う。先ほど話のあった、学校評価の「わ

からない」という項目について、私も個人的にはあった方がいいと思う。こ

の間、評議員にもアンケートが来て送ったと思うが、どう答えていいかわか

らないが、とりあえずイメージだけで、実際、そう思うとか、思わないとか

いうこともあるが、まったくわからないものの、だいたいこんなイメージか
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な、と何となく適当な感じで答えてしまったかな、と自分でも反省したので、

できればそういう項目があればいいかと思う。

Ａ評議員 … 「わからない」に関して、回答を肯定か否定のどちらかに振りたいという、

アンケートを作った人の気持ちを私はよく分かる。つまり、どちらかといえ

ばどうですか、と聞きたいのだろう。でも、皆さんの話を聞いて、分からな

いという選択肢を設ける勇気も大事なのかと思う。わからないが多すぎたら、

これは伝わってないんだな、と捉えた上で、何が伝わってないのかというこ

とを、本会で話し合えばいいことなんだろうと思う。今年せっかく改善した

学習と部活動の両立の数字について、「わからない」を設けたら、「わから

ない」が一番多かったとなるかもしれないが。しかし、今度は、「わからな

い」とは何だったのか、という気付きになる。そういった意味で「わからな

い」はあってもいいと思う。

副校長 … ありがとうございました。大変貴重な意見をいただいた。我々はよく「魅

力ある学校」とは言うが、改めて本校のどこがいいのと聞かれると、自信を

もって言えないところも、なきにしもあらずなので、ぜひこのような機会に、

皆さまから、こういうところがいいんだから、自信をもって続けて、と背中

を押してもらえると、また明日からの活力が湧いてくる、と思ったところ。

４５分授業も悪くないのかな、と思ったり、「わからない」という選択肢も

設けてみようか、とも考えました。また、校内で検討させていただきたい。

校 長 … それでは、最後に私から、本日は本当に貴重な時間をいただき、また、貴

重なお話もたくさんいただき、ありがとうございました。やはり、内部だけ

で話をしていると、内部だけでわかったつもりとか、内部だけでそこから先

の一歩を踏み出す話がなかなか出てこないなどということはよくある話で、

本日は本当に貴重なご意見もいただいたし、新たな視点として参考にさせて

いただくものもあったかと思っている。

ご意見の中にもあった、多種多様な生徒、保護者の方々、いろいろな子供

たちが年々多くなっているないうことは、確かに実感している。そういう中

で、何が効果的なのかというのは、常に我々の内部の中で、見直していかな

ければならないのだろうと思っているが、先ほどお話しした通り、内部だけ

の話だとなかなかうまい改善策が見当たらない、というのが現状かと思って

いる。ただ、世の中や、周囲がこれだけ変わってくると、何でもかんでも現

状のままというのは、必ずしもいいことではないと思っているので、今日い

ただいた意見を参考にしながら、来年度の学校経営方針もそうだが、やはり

細部の所も、常にリニューアルを心がけること、その一つの指標がやはりこ

の学校評価でもあるのだろう。今、貴重なご意見もいただいたが、「わから

ない」という選択肢を入れながら、それ以外の所でしっかりと、あるいは「わ

からない」が多かった場合の分析、そういうことも含めて、いただいた貴重

な意見を如何に我々が解釈するか、咀嚼するかというところも、実は問われ

ているのだということを改めて感じたところ。

本日は貴重なご意見をたくさんいただき、本当にありがとうございました。

（了）


