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平成２８年度 第２回学校評議員会 会議録

１日 時 平成２９年２月２３日（木）１５：００～１６：２０

（６校時に、授業参観を設定）

２場 所 盛岡第四高等学校 会議室

３参加者 学校評議員 中村 宗宏 学校長 髙橋 隆

学校評議員 葛西 廉男 副校長 熊谷 和浩

学校評議員 兼平 正寛 副校長 鈴木 尚

総務主任 山本 敬一

教務主任 蛇口 等

生徒指導主事 佐藤 秀明

進路指導主事 白澤 満

以上１０名

４次 第 (1)開会のことば

(2)校長あいさつ

(3)学校概況説明（各課）

(4)学校評価概況報告（副校長）

(5)意見聴取・ご提言

(6)閉会のことば

５会議の内容

◇校長挨拶… 本校は５２年目を迎え、「新たなる伝統への飛翔」を掲げたところである。

本校は、確かに盛岡市内では他校と一線を画し、いろいろな面で評価をいた

だく学校になった。しかし、今後は、他校と同じような目標を掲げるのでは

なく、次の四高のビジョンというものを早い段階で明らかにする時期にさし

かかっていると考えている。平成３１年からは１学級減が始まり、生徒数が

現在の８４０名から７２０名の学校となる。だから、５年後、１０年度、３

０年後、この四高がどうなっていくかということを、どこかの時点で誰かが

布石を打って、それに従いながら、あるいはヒントにしながら学校経営を考

えていかなければならない。そこで個人的には次のように考える。将来的に

は、入って来た生徒の約７５％が岩手大学・岩手県立大学・盛岡大学を受験

し、それらに進学した学生の半分以上が盛岡地域に残る、そういう人材を育

てる学校とする、いわゆる盛岡四高は、ふるさと創生事業を地でいくそうい

う学校にするのだという旗頭を掲げることをしなければ、ただただ小さくな

っていくことになろう。誰かがとんでもない風呂敷を広げ、大げさすぎるの

ではないかということを示す、でもそれに付いてくる、あるいはそんな学校

を作っていくとというのが、今後の岩手県内の県立高校の一つの在り方では

ないかと、私自身は考えている。

本日は、評議員のみなさまから、一年間の取り組みを振り返って、忌憚の

ないご意見を、来年度の課題づくりのために貴重な意見を承る機会とすると
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ころである。

【各課説明】

◇総務主任… 教育後援会は、全国大会に出場する部や個人への補助を主な業務としてい

るが、今年は１８件あった。今年はいわて国体があり、７名の生徒が出場し

ている。また、文芸部の部誌が文部科学大臣賞を受賞するなど、生徒が活躍

した年であった。

ＰＴＡの事業について。６月１日には、これまで３つの委員会がばらばら

に開いていた会を、今年度初めて合同委員会という形で実施した。１０月１

４日から八重山高校との交流事業に、生徒を１０名派遣した。１月には八重

山高校の生徒９名を受け入れている。１１月２４日、主にＯＢの方々にお願

いし、今年度で２回目となる１年生対象の職業講話を実施した。最近は、Ｐ

ＴＡ活動が活発になってきて、ＰＴＡの方々からああしたいこうしたいとい

う意見が出てきて、非常によい方向に進んでいると感じている。

◇教務主任… 本校では、昨年に続き４５分授業を実施している。学習生活を記録する

ことで、自分でスケジュール管理ができるようにとのねらいから「未来手帳」

を使い始めた。教育課程については、数学と理科で学校設定科目を設置し、

受験に対応できる体制をつくっている。「志高から始まるキャリア教育」と

いうことで、自分の将来を自分で考えさせることを大事にしながら、復興教

育では、沿岸の被災地訪問を実施した。学習に対する満足度は、８割以上が

肯定的な評価をしている。

◇生徒主事… 遅刻は、出席簿を見ると怠惰によるものはほとんどない。だいぶ落ち着い

て学校に来てくれていると思う。自転車事故は本校の懸案事項であったが、

今年、急激に減った。今年は、スケアードストレート安全教室という、スタ

ントマンを使い交通事故を再現することを見せたが、もしかするとそれが功

を奏しているのかもしれない。「いじめ」「いじめと思われる」事案が複数

件あった。自分が四高に赴任した頃から比べれば増えている印象がある。「い

じめ」に対する定義が変わったとはいえ、少し残念に思っている。志高祭で

は、立入禁止の表示が不十分であったために、一般の方に入って欲しくない

場所に入ったことがあった。来年度に向けて改善したい。いわて国体・いわ

て大会に参加した生徒からは、新しい競技を知ることができたとか、障害者

が一生懸命がんばっている姿を見て勇気をもらったとの声があった。今後も

このような機会があれば参加させたい。次年度に向けては、そこに記載され

ていることのほかに、１四高生としてふさわしい服装や行動をまとめた「志

高スタンダード」の定着、２交通事故を減らす、３いじめをなくす、４委員

会活動の活発化、以上のことに取り組みたい。

◇進路主事… 本校の進路指導の現状について説明する。進路指導の一つの目標は、進路

目標の達成で、生徒のほとんどが大学進学を目指しており、その目標を達成

のために課外授業の計画を立てて実施している。その点については、長期休

業中の課外、３年生については土曜日、祝日の課外を実施してきた。もう一
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つの目標として、学年と連携しながら将来目指す職業についての意識を高め

て、進路意識を育てるということがある。１年生は、全員で東北大学のオー

プンキャンパスに参加している。２年生は、１０月中旬に大学の先生を１０

名ほど招いて、大学出前講義を実施し、大学への興味を深めた。

平成２９年度入試合格状況と、前期日程出願状況について。推薦入試まで

の合格者は、昨年と同じ。前期の出願数は、岩手大学が若干減り、岩手県立

大学は増えた。県内を受験する生徒数は、昨年とほぼ変わりない。

◇学校概況説明に対する質疑・応答

Ａ評議員… （総務課に対して）全国大会に出場する部が多い。文武とも活躍している

との印象がある。部の活動を維持していくための費用は、だれが負担してい

るのか。

総務主任… 部活動については、生徒会費で各部に割り当てているものもあるし、あと

は生徒が三大大会に参加するときのバス代の補助とか、クラブ後援会から補

助したりしているが、それだけでは足りないのが現状である。他に、練習試

合の時のバス代、遠征の時の宿泊代などがかかってくるので、保護者にはか

なり負担をかけていると思う。

Ａ評議員… 高校生を持つ親として、今の話はよくわかる。（部には）計画的に集金し

てほしいと思っているが、突発的な練習試合などは仕方ないとも思っている。

保護者からの要望は聞こえてこないか。

総務主任… 中にはなかなか払えないという家庭もある。そのような家庭は、支払いを

待つようにしている。野球部の場合は、ほぼ年間の計画ができているので、

具体的な金額は示してはいないが、だいたい予想はついているのではと思っ

ている。

Ａ評議員… 茶話会では、校長先生はどのような話をされたのか。また、どのような話

が保護者受けがよいか。

校長 … こちらからどうのこうのということではなく、聞きたいこと、話題にした

いことがあればどうぞという形にしている。今年一番画期的なことは、お母

さんではなく、おばあちゃんが参加したこと。子育てについては、自分の娘

と孫と両方見ているのだが、今の子どもたちはどうして素直にうんと言わな

いのとか、昔のいいことというのはなぜ伝わらないのかといったことやら、

厳しくやった方がいいのかとか、論理的にやった方がいいのか、などの話題

がある。あとは、お母様方のリクエストで、子に何を食べさせているか、家

庭でどんなものを作っているのかといった、母親同士の情報交換みたいなも

のもあった。

Ｂ評議員… 先日、全国の退学者の数字を目にする機会があったが、四高では退学者は

いるのか。

副校長 … 現在、退学者はいないが、転学したものは何名かいる。

Ａ評議員… （本日、授業を参観して）数Ⅲの授業を見たが、あのように丁寧に指導し

ていただいていれば、四高の数学も理解者が増えてくるのだろうなと感じた。
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先生方お一人お一人が熱心に指導されていることが、授業にあらわれるのだ

なと感じた。

Ｃ評議員… いじめ事案は、どのようなきっかけで発覚したのか。

生徒主事… 保護者や生徒本人からの訴えである。いじめの内容は、廊下や教室で配慮

のない言葉によって傷ついたとの訴えや、LINEでの会話の中で、心に刺さる

ような言葉を載せられた、といったこと。このようなことは、本校のみなら

ず市内の他校でも発生しており、認知件数は、どこの学校もほぼ同じぐらい。

Ａ評議員… 学校評価の自由記述の中に、周囲の人が声をかけてくれず孤立していると

の訴えがあったが、LINEだけでなく、クラスの雰囲気も要因になり得る。い

じめを生まない雰囲気を作る取り組みが必要だろう。LINEのグループの中に

も、いいのかなと思っている人もいるだろうから、勇気を持って先生に言え

れば大変良いと思う。

Ａ評議員… （進路指導課について）全国的に大学の（学部改組など）見直しが進んで

いる。そのことがかえって高校の先生方を混乱させ、うまく進路指導ができ

ないことにつながったりする現状が学生を通して聞こえてくる。高校の校長

先生の集まりでも、「わかりにくい」などの声をいただくことがある。先生

方から、わかりにくいところは大学にぜひ注文つけていただきたい。高校生

の自己実現につながる進路指導のためにもお願いしたい。

副校長 … 進路課は、新しいところ（学部など）を生徒へ紹介するために、どのよ

うな工夫をしているか。

進路主事… 本校は、地元志向の生徒が多いので、岩手大学のオープンキャンパスが

あるときには課外を休みにし、生徒が確実に行ける配慮をしている。東北大

学のオープンキャンパスに全員行かせるというのも、大学というところは、

何を学ぶところなのか理解させるために、また、大学そのものを見せたいと

の思いから実施している。個別には、進路資料室などを用意して、大学の資

料はできるだけそこへ行くような指導をしている。ただ、自分たちにもわか

らない学科があるし、専門の名前がつくとわからななくなるので、先生方に

は、常日頃から勉強してほしいと言っている。

校長 … 本校の課題の一つに、保護者から「進路に関する情報が伝わってこない」

というものがある。何もしていないということはないのだが、親に、高校側

から、大学に何を学ぶところなのかを見てくるように積極的に働きかけを行

えばいいのか、親の中にも、子どもの進路に対して激しい温度差がある。高

校としては、粘り強く指導していかなければならないと思っている。

【平成２８年度第２回学校評価についての説明】

◇副校長 … 第２回の学校評価は、１・２年生を対象とし、学校評議員の皆様や地区事

業者からも評価いただいた。

分析について、１学校生活については、生徒・保護者からとても高い肯定

的な評価をいただいた。エ学習指導について、「授業により十分な学力を身

に付けているか」の質問に対しては、教員の高い評価に比べ、生徒の評価は
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低く差が見られる。われわれ教員は、生徒の声を拾い、改善しなければなら

ないと思っている。キ学習と部活動の両立について、生徒・保護者・教員い

ずれも評価が低い。その障害になっているものは何かを見極めていきたい。

生活については、時々、お近くの方から、自転車のマナーが悪いとの声をい

ただくことがある。その都度、生徒たちには指導をしている。

３ページ以降では、検討が必要と思われるところには網掛けをしている。

生徒のところでは、先ほどの「授業により…」の質問項目が、他の質問項目

に比べ、肯定的な評価が低い。「課外の実施時期、期間について適正か」の

質問項目では、否定的な評価が高くなっている。最後の「部活動との両立…」

では、あまりそう思わないが３７％と高いので、改善が必要と思われる。４

ページの保護者の評価では、「家庭学習時間を確保しているか」の質問では、

多くの保護者が確保しているとは思えないと回答している。「部活動との両

立」も、うまくいっていないと感じている方が多い。「進路に関する情報の

不足」の回答が多いので改善が必要。保護者は、どのようなタイミングで、

どのような情報を欲しているのかを考えながら、情報提供に努めたい。５ペ

ージは先生方の学校評価。「部活動指導に参加しているか」の質問に対して

は、あまりそう思わないの数字が高く、しかも昨年度よりさらに高くなって

いる。「校舎内の清掃」うまくいっていると回答している割合が低い。先生

方の中にも、清掃の在り方には工夫が必要だとの意識がある。６ページは、

学校評議員の皆様からの声も載せている。歩きスマホを懸念する声や、「授

業で学力を身に付けているか」の肯定的な評価が低いことから、子どもたち

の声を真剣に取り上げてほしいとの意見があった。

７ページ以降は自由記述になっている。全体をみると、学習に関すること、

特に課題と課外の在り方、もう少し検討してほしいとの声がある。例えば、

実施時期や期間など。あとは授業の時間。時間どおりに始まって、時間どお

りに終わってほしいとの声。また、部活動時間を守ってほしいとの声が生徒

や保護者から寄せられている。“両立”ということからも、部活動時間を守

っていかなければならないと感じている。

◇学校評価に対する質疑・応答

Ｂ評議員… 先ほど、野球部の保護者の中には、部費の負担が大変な家庭もあるとの話

があったが、新聞によると大学生の半分は奨学金をもらっているようだ。国

による給付型の奨学金制度も始まるようである。経済的な理由で大学に進め

ないということがないよう、しっかりと対応していただきたい。本人の境遇

で進路を断念することがないよう指導していただきたい。

進路主事… 現在、大学予約奨学生は、百数十名が申し込んでいる。給付型の奨学制度

については、まだ詳しいことがわからず、どのような形で学校として推薦す

るのか学校として確立していかなければならないとの問題意識は持ってい

る。本校生徒は、地元の大学を志望しているものが多く、しっかりと学力を

付けて地元の大学に入学することも負担軽減になるだろう。国立大学の授業
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料減免の制度もあるので、そのような制度を紹介しながら励ましたい。

Ａ評議員… 教職員の中にも、学習と部活動の両立ができていないとの意識がある。四

高の宿命として勉強もできなければいけない、部活動もできてほしい、でも

両立はどうかと悩む先生もいる。そういう事実から目を背けないで、改善の

意識を持っていることはすばらしいが、改善のついて先生方の間で話題にな

っているか。

副校長 … 学習課題については、それぞれの学年で、（過重にならないよう）教科ご

とに調整をはかっている。また、県からの文書で、部活動における休養日の

設定するようにとの指示が入ったところで、土日のどちらかを休みにして学

習時間の確保が必要だと感じている。

生徒主事… 個人的な考えではあるが、両立できていないのはどちらかに偏っているか

らだと思う。両立できるようにするために、普段から声をかけていくしかな

いだろう。部顧問は、勉強するよう声をかけるとともに、時間を確保する。

勉強を教える人は、教えながらも、部活動して内面を鍛えるのだよと言い、

お互いにそういう立場で継続的にやっていかざるを得ないのだろうと思う。

部活動については終わる時間、７時完全下校となっているが、部の事情によ

ってそれを過ぎる場合がある。そこに一つの問題があると思うし、もう一つ

は、終わったあと、子どもたちがすぐに帰るかというと、途中立ち寄りなが

ら帰ったり、部室でちょっと話をして帰ったりと、ムダな３０分、１時間が

あり、そのあたりを我々の方から指導していかなければ改善はできないのだ

ろうと思う。しつこく指導していくことが必要だと思う。

Ａ評議員… 先生方からの指導も必要ではあるが、今のうちに、自分自身で時間の切り

換えができる力を身に付けてほしい。部活動については、先生方にも休んで

ほしい。土日ゆっくりすることが、月曜日以降のやる気につながるのではな

いか。親からも見ても、先生方は本当に休んでいないと感じられる。

Ｃ評議員… 野球部の先生方を見ても、いつもグランドにいる。ほとんど休んでいない

のではないか。文武両道という話になったが、自分が四高にいた頃もおそら

くそれはあったのだろう。その頃も、出来ていた子はできていた。生徒本人

の気持ちの問題なのかなと思うので、本人のそのやる気をくすぐるような指

導をいただきたい。

【まとめとして（全体を通して）】

Ａ評議員… ホームページでも、シルバーリーフの風でも、それらは学校を知ってもら

う一つのツールだ。これからも出してほしい。同窓会のＨＰにも情報が載っ

ている。両輪で学校を伝える活動は続けてほしい。

Ｂ評議員… 学校評価を見ると、９０％の生徒が（自分の学校を）魅力ある学校として

見ていることがわかる。それは、授業参観していてもわかった。これからも

がんばってほしい。

Ｃ評議員… これまで評議員を務めて感じたこと。四高の生徒は、素直で優秀な生徒が

多くなったと感じている。いじめの話があったが、基本的には素直な生徒が
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多いと感じている。

校長より… 本来であれば５名の評議員の皆様に、いろんな角度から検証をということ

で年２回の開催を予定したところではあるが、それぞれご都合があるかと思

う。本日も３名の方々にご出席いただいた。もし、回数を多くして、という

要望があれば、名称を変えて実施する用意はある。本日は、ありがとうござ

いました。


