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平成２９年度 第１回学校評議員会議録

１ 日 時 平成２９年６月１９日（月） １５時～１６時１５分

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 小田島 正明

学校評議員 葛西 康男 副校長 鈴木 尚

学校評議員 菅井 雅之 副校長 佐々木 佳史

学校評議員 八木 直子 事務長 高橋 章

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

進路指導主任 白澤 満

以上 １３名

４ 次 第 （１）開会のことば

（２）校長あいさつ

（３）自己紹介

（４）学校概況報告

①平成２９年度学校経営について

②平成２９年度重点課題について（各課より）

③その他

（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 … 本日は、お忙しい中、時間を割いてお集りいただきまして誠にありがとう

ございます。改めまして、お集りの皆様には評議員をお願いしたく思います。

再任、再々任という方がおりますけれども、まずは、１年間よろしくお願いし

ます。

学校の方は、高校総体、期末考査が終わり、そして、先週末には体育祭を終

えたということで、ここまで、大きな行事がひと段落したところでございます。

これからは、夏の高校野球が始まり、夏休みを迎えるという時期に入って参り

ます。今年度は、後ほど説明させていただきますが、「さわやかなあいさつが

飛び交う品格のある学校」を目指してスタート切っているところです。後ほど、

担当の方から縷々説明をいただきますが、何卒、ご忌憚のないご意見をいただ

きながらさらに改善を重ねてまいりたいと思っているところですので、よろし

くお願いいたします。

【自己紹介】（省略）

【学校経営について】

校長 … 本年度、盛岡四高の学校経営計画についてです。これは、学校そのものが

地域あるいは生徒、あるいは環境が大きく変わるものではございまいせんので、
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基本的には昨年度と同じような歩調でというスタンスで（作成して）ございま

す。ですが、年度が変わりましたので簡単に説明させていただきます。

まずは、四大綱領、これは建学精神であり、これを継承しながら地域・保護

者のニーズに応える学校経営をして参りたいと考えております。大きくは、現

状と将来展望をしっかりと把握していれば、具体的な課題はおのずと出てく

るものと考えております。

学校に対するニーズとしては、生徒諸君の進路目標の達成ということも非常

に大きな要素でございます。そのためには学力の向上は必須であろうと考えて

います。また、本校の特徴の一つとして、部活動にもしっかりと取り組める学

校ということで、部活動も学習も精一杯できる学校として、特にも部活動にお

いては人間的な成長という部分も求められていると考えております。さらには、

ボランティア、あるいは地域への貢献などの体験学習ということも必要な要素

と考えております。また、一番大きなものとして安心安全な学校生活について

は、絶対外せないところと考えております。

学校に影響を与える変化として、新学習指導要領がいずれ始まります。それ

に基づく教科指導や評価が求められることになります。そのことに対応した我

々教員集団の意識も授業力も変えていかなければなりません。もう一つ、大き

なところで大学入試改革というところがあります。報道でも変革の様子が見え

てきているところです。それにともなう、教育の質の保証というところもしっ

かりと伝えていかなければならないところと考えております。

ということで、これらをもとにして重点事項を整理してまとめたものが資料

となります。どれも大切であります。一つひとつは読み上げませんが、そうい

う部分を大切にしながら生徒には学校生活を送ってもらえるよう、我々教員も

努力して参る所存でございます。

具体的な推進事項についてですが、基本的にはそのベースになる部分から派

生してくる項目であると考えております。

最後に先ほど話した、「さわやかなあいさつが飛び交う、品格のある学校」

を載せております。やはり基本を大事にしなければならないだろうと思ってお

ります。挨拶はもちろんですが、清掃等、普段の学校生活の基本、部活動でも

そうだろうと思われますし、学習でもそうであろうと思われますが、やはり全

ての基本が大事にされていなければ大成しないのではないかという精神を我々

教員も共通認識をもって取り組んでいきたいものと考えているところです。

今後ともご指導ご指摘等々、ご意見をいただければと思います。

副校長 … 以上のところまでで、ご質問・ご意見等、ございませんでしょうか。

Ａ評議員 … 資料２ページに「学級減」とあるが、具体的に、スケジュール的なものと

かできているでしょうか？

校長 … 平成３１年度の入学生から１学級減じられ、６学級となる予定であります。

まだ、決定ではないけれども、県教委で示している案では、順次、年度ごとに

進められ、平成３３年度には１８学級となる予定となっております。

副校長 … その他、よろしいでしょうか。次に各課の説明に入ります。

【重点課題について（各課説明）】

◇総務主任… 総務の仕事は、ＰＴＡに関するものが多くなっております。今年も入学式

の際に新入生の保護者から新理事の選出を行ったところ、積極的に手を挙げて

いただき、すんなりと決まっています。概ね積極的に活動頂いております。５

月１１日にＰＴＡ等の総会を実施し、１１３名の参加でした。他校と比較して
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参加率は決して良い訳ではありません。５月２６日には、合同委員会（母親、

調査広報、進路対策）を実施し、参加４４名でした。本年度のそれぞれの委員

会の活動の骨子を決めたところです。６月１３日は母親委員会による「茶話会」

を実施し、校長との意見交換を行ったところです。県内でもあまり行われてい

ない行事ではありますが、そこでの内容も、これからの活動に活かせたらと考

えております。

今後は、８月志高祭、１０月八重山高校との交流、１１月職業講話（１年生

対象）等を実施して、事業の盛会に向けて取り組みたいと考えています。

副校長 … 八重山高校との交流事業は、本校の大きな特徴だと捉えております。ＰＴ

Ａの方からも多くの予算措置をしていただいている事業でもあります。

◇教務主任… 特徴的な部分を紹介したいと思います。本校は、４５分、７コマで時間割

を組んでいます。いわゆる進学をメインとする学校では、５０分７コマという

ところが多くなってきているが、本校では、その分、朝読書の時間を取り入れ

ております。今後、新学習指導要領等が出てくると見直し等が必要になるかも

しれませんが、本校の一つの特徴ととらえております。また、本校は４学期制

としております。先日、１学期の考査を終了したところです。

昨年度より「観点別学習状況の評価」を取り入れて評価を行っています。本

年度から県内の全ての公立高校で実施することになってます。よりバランス良

く普段の学習活動を評価して、保護者や生徒へどのような評価がなされている

か、今後どうしていけば良いのかなどを組み入れた評価となっております。今

後、より生徒の実態にあった評価方法を見いだしたいと考えています。

今年度の試みとして「互見授業週間」を２回取り入れたところです。この週

には、気軽にそれぞれ先生方の授業を見に行きましょうという、授業の参観週

間としております。自己の授業の反省材料として、授業力の向上へとつなげた

いという意図があります。分かる授業の構築への一助としたいと考えています。

◇生徒指導… 志高スタンダードから説明いたします。まずは、（生徒には）志高スタン

ダードの定着ということになります。生徒に呼びかけながら自分たちの生活を

律していこうというものです。本校は、自由な学校という風潮があるが、華美

にならないよう自発的に慎んでいきましょう、落ち着いた高校生活が送れるよ

うにしていきましょうというものです。

次に、交通安全についてです。今年は、交通事故現在４件ほど発生しており

ます。大きなものは、歩行者へ怪我を負わせたという事案があり心を痛めてい

るところです。また、外部の方からも交通安全についてご意見をいただいてい

るところです。その都度、全校集会を開くなどをして、それぞれの生徒に考え

てもらうなどの指導をしているところです。印象としては、１年生が多く、２

・３年生は落ち着いているのかなと捉えております。毎年、新入生を迎えてい

るわけですが、繰り返し繰り返し指導をしていく必要があると感じているとこ

ろです。今年も自転車安全モデル校に選定していただいているところです。

いじめについては、現在いじめの認知はありません。昨年度は、３件ありま

した。国の方からもいじめの定義に則って認知するようにという指導があった

ところです。いじめは絶対にない学校ということで、生徒に指導はしていると

ころです。特別活動の活性化については、先日、体育祭を終えたところです。

煩かったり、砂埃が舞ったりと周辺の住民の方にはご迷惑をおかけしていると

ころですが、今後もご理解をいただきながら行事等は進めていきたいと考えて

おります。
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副校長 … 生徒達は、真面目にやっていました。エキサイトしてトラブルが起きたり、

審判に暴言を吐いたりとか一切なく、本当に真面目に取り組んでいる姿に改め

て感動したところでした。

◇進路指導… 最初に、進路指導課のスタンスについて触れておきたいと思います。どの

ような考え方で、どのような指導をしているかについてです。本校では、進路

達成が大きな比重が占めている。生徒の進路選択を通じて、生徒達に将来像を

考えさせるような指導を基本としているところです。大学１年生で将来どうい

う職業に就こうかとか、大学で何を学ぼうかといった、目標を見いだせない学

生は、４年生になってもどうしていこうかなと考えがちな学生になるという話

を聞いたことがあります。いろいろな進路について学んだり、大学で勉学をす

ることで新たな道をということはあるとは思いますが、将来について真剣に考

えていないと、学生・生徒は考えが深まらないまま、大事な時代を過ごしてし

まうものと捉えています。（進路指導課としては）課外等の企画するのはもち

ろんのことではありますが、土日の課外は基本的に企画していません。長期休

業中の課外については、部活動に集中できるような体制も踏まえて日程を作っ

ています。部活動も大切な活動であると捉えております。大きな行事としては、

１年生対象に進路目標の設定ということで、７月末には、大学とはどういうと

こかということで、一つのモデルになるということで東北大学へのオープンキ

ャンパスを企画しています。３年前には、これをきっかけに進学へ切り替えた

生徒もいました。２年生では、１０月に学部・学科研究ということで、大学の

先生方を１０数名お招きして大学出前講義を企画しております。２年生はもう

すでに文理の選択はしているので、少し細かい部分での専門的な話をというこ

とで実施しているものです。大学の先生方には貴重な話をしていただいており

ます。

副校長 … 昨年の第２回の学校評価についての資料がありますので、これについて触

れてみたいと思います。

副校長 … 昨年度の第２回の学校評議員会におきまして、報告させていただいた内容

です。今年度の指標になる部分をかいつまんでお話したいと思います。まず、

学校生活全般としては、生徒・保護者ともに高い評価を得ていました。引き続

き、そういった評価を得られるようにしたいと考えています。

学習指導につきましては、生徒が「分かる授業」の充実を図る必要があると

いうことで、今年度スタートしております。特に、授業の改善、授業力の向上

ということで、今年度も引き続き、お互いの授業を参観しあう互見授業という

ことで、今年度６月と１０月に２回ほど計画しております。その中で、最近は、

アクティブラーニングという形態で、生徒間での対話を設けたり、生徒同士で

説明しあうなどの、工夫した授業展開等が試みられています。そういった授業

の展開から、授業の改善を試みているところです。いずれ、生徒達が分かる授

業の提供をしっかり図っていきたいものと考えております。

部活動については、学習との両立がうまく図れていないという結果が出てい

ます。このあたりは、指導にあたる顧問から両立に向けていろいろと話をして

いただいているところです。また、今年度から部活動において週１回の休養日

を設けるようにとの県からの指導もあり、その休養日の使い方も今後、指導を

して行かなければならないだろうと考えています。

自転車マナーについては、今年度、この３ｹ月足らずのところで、自転車に

よる衝突事故等が４件発生しています。再三、保護者を含め外部の方々からご
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指摘をうけているところですが、いずれ、自転車事故は命に関わる案件も生じ

やすいものですので、今後も機会を捉えてはガイダンス等を行っていきたいと

考えているところです。

Ａ評議員 … 読書の時間をとりたいということで、４５分７コマの授業の展開というこ

とで、（読書は）大事なことではあると考えます。ちなみに、読書の時間以外

で自分からすすんで読書の時間をとっているものでしょうか。

教員側 … 授業の初めや、空き時間に本を開いている生徒がいます。読書をしている

姿をみることがあるので、自ら時間を作っている生徒もいると捉えています。

Ａ評議員 … そういう素地を育てて欲しいと考えます。大学生でも本を読む習慣がない

学生もいます。新聞を読む習慣も付けて欲しいです。読むだけではなく、それ

に対するコメント力も養って欲しいものです。大学生でも、いいコメントを言

う学生は、高校時代からやっていましたと答えます。

教員側 … 今年の２年生は、１年生の頃から新聞記事を切り取ってコメントをつける

ということ、新書を読む訓練を促したりしたりしています。また、学年会費の

方から支出して新聞を各クラスに配備しています。

Ａ評議員 … 大学生でも、自宅でとっていないというところもあります。スマホで見れ

るという時代です。いずれ、世の中の動きを目にさせて欲しいものです。

副校長 … では、こちらからですが、自転車通学について、地域の方から何か聞こえ

てきていないでしょうか。

Ｅ評議員 … 非常に評判が良いです。悪いことは聞こえてきていません。

副校長 … 近所での様子はいかがでしょうか。

Ｄ評議員 … あまり気になることは聞こえていません。前は、仙北町の地下道を通らな

いという生徒を見かけたが、最近は、（子どもが通わなくなったので）見る機

会が減ったのでなんとも言えませんが。

Ｂ評議員 … 学習と部活動の両立の難しさについて、どのように対応されているのでし

ょうか？。

学校側 … 特効薬はないと感じています。まずは、部活動の終了時刻を守らせること

と考えています。週 1 回は休ませましょうということで、この時間を学習時間
へと転換させたいと考えています。

校長 … 部活動顧問からの働きかけが大事なんだろうと思っています。学習の大切

さをきっちりと話せるのは外部指導者ではできないところだと考えていま

す。

副校長 … 休養日については、先日の茶話会でも話題になっていました。日曜日、部

活動が休みになって良かったという意見が出ていました。一方で、お金を使う

ようになったということも話されていました。

評議員 …お金をつかうということで、それも子供同士の付き合いなんだろうと思いま

す。部活動以外での付き合いも大事なことなんだろうと思います。いろいろな

例外があるんだろうと思います。

Ｂ評議員 … 週１回の休業日の設定について、先生方からの声は何か上がっているの

でしょうか。

校長 … 職員は、よく働いている。働きすぎといってもいいほど働いている。週 1
回の休養日ということで休みはできたものの、本当に先生方が休めているかど

うか。休めていないのが現状だろうと思う。週１回の休養日は、今年からスタ

ートさせたもので、今後、進化させていくものだろうと考えている。

評議員 … 週１回の休日設定は、どこの学校もやっているのでしょうか。
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学校側 … 基本的には、公立高校がやっています。私立の高校は別の形でやっている

と思われます。

評議員 … 中学校も同じようにやっています。これまでも中体連が中心となって休養

日の話は出て来ていましたが、文科省の先取りをふくめ、県教委はかなり強く

推し進めてきている感があります。先生方も多忙化で、疲れ切っているといい

指導ができないだろうということですすめているところもあるようです。ただ、

今までの流れもあるのでという部分もある。

評議員 … 休みって大事だなって思っています。気になるのは、「はめ外す」のが怖

い感じがする。休養日は、与えられたものではなく、今後育てていくものだろ

うと思っています。生じるリスクもあるのだろうとも感じます。その辺りは十

分指導しながらなんだろうとも思います。

副校長 … 最後に、各評議員の方々からご提言を頂戴したいと思います。

【提言】

Ａ評議員 … 学力向上とうことで、いい授業づくりが必要です。互見授業大事にしてい

ただきたいと思います。教師は学ぶ集団と感じています。自分自身を見つめ

直す機会として有効に使って欲しいと思います。これからの期待としては、

互見授業から、いろいろな成果が出てほしい。次回それを期待したいと思い

ます。

Ｂ評議員 … 授業が大事なんだろうと感じています。昨年度の記述から、生徒の評価と

教員側の評価の差が大きいと思います。その辺りはどういうことなんだろうか

といった分析の必要性を感じます。教員自身が振り返る時間が必要なんだろう

とも思います。生徒の評価数値が、教職員と同じに上がってくることが大事な

んだろうと考えます。

Ｃ評議員 … 母親としての立場で。長期的な欠席生徒の状況どうなんだろう。休みの日

の設定については、上手に使ってほしいものである。自転車事故等も十分気を

付けてほしい。

Ｄ評議員 … 正直な感想です。高校生は大変だ。なんでもかんでも求められているのだ

なと感じた。欲張りな時代の背景もあるのかなと思う。

Ｅ評議員 … 個人としては、地域のことももう少し知る機会があればいいのではないか。

四高のある地域がどのようになって栄えたのかなど、そういうことにも興味を

もって欲しいと思います。

校長 … では、最後にということで、今日は、長時間にわたり、貴重なご意見、ご提

言をいただきました。中にいると、見えないことがある。自己満足ではないのだ

が、一生懸命やってはいるんだけれど、我々は、改善すべき部分は改善するよう

にしていければと思っている。意識して取り組んでいく必要があると感じていま

す。

本日は、貴重な時間ありがとうございました。


