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平成２９年度 第２回学校評議員会 議事録

１ 日 時 平成３０年２月２１日（水） 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 菅井 雅之 副校長 鈴木 尚

学校評議員 八木 直子 事務長 高橋 章

総務主任 山本 敬一

教務主任 佐々木 順一

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… 改めまして、みなさんこんにちは。当初、皆さん全員のご出席の予定でし

たが色々ご都合がありまして、お二人ご欠席ということでの会となりました。

本日は、年度末のお忙しいところ、第２回の学校評議員会にご出席いただき

まして本当にありがとうございます。

本日は、お手元の資料に沿って、年度当初にお示ししました本年度の学校

経営計画や方針等について、それらの実施にかかる報告、あるいは内部評価

等についてご説明を申し上げることにしております。来年度の本校の学校計

画の立案、ならびに課題にかかる本質的な解決のあり方について、評議員の

皆様からご指摘、ご意見、ご提言等をいただければと存じております。

お陰様をもちまして進学実績、部活動の実績等々、学校として、また生徒

・保護者の期待に応える満足度の高い高校として、他校とは一線を画す特色

のある学校として取り組んできているところです。ご承知の通り平成３１年

度から学級減ということで、学校再編計画が示されているところでございま

す。現在、今後の学習指導や進学指導の在り方や部活動の再編計画等々、具

体的な検討段階に入っているところです。さらには、新学習指導要領の導入

に伴う大学入試改革と高等学校の教育を取り巻く環境がこれから大きく変わ

ろうとしているところでございます。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いうのが本校の使命であると考えておるところでご

ざいます。改めまして本年一年間のご指導に感謝を申し上げ、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します。

【学校概況説明】
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◇総務課 … お手元の資料の２ページからとなります。資料は、今年度の全国大会

等への出場した部活動の一覧となります。そこに、教育後援会とあります。

これは、ＰＴＡに付随している組織となり、ここから全国大会へ出場した部

活動へ激励会費ということで補助をしております。今年度は１４の部活動が

それぞれ出場しまして、それぞれに激励費を補助させていただきました。こ

れからは、剣道部が新人大会で初優勝しまして愛知県での全国大会、音楽部

が３月に福島県で全国大会となっています。今年度は１５件にのぼります。

今年度も沢山の事業を行ってきました。先日２月１６日に第２回の理事会

を行いまして、３年生の理事の方々はここまでということになっております。

３つの委員会がありまして、それぞれ活発に活動いただきました。紙面には

掲載されていない細かな打合せや会議等も含め、実際は沢山やっていただい

ております。

その中で代表的なものとして、母親委員会では、１月１１日から１７日ま

で八重山交流事業が行われました。今年度は、９名の生徒と引率教員１名に

来校いただきました。１月１２日にはＰＴＡ主催による歓迎パーティーを志

高会館で行いました。今回の事業では、引率教員と交流生徒１名がインフル

エンザに罹りまして、３日ほど遅れて沖縄に帰られております。

広報委員会では、１０月発行のＰＴＡ会報が岩手県の代表ということで東

北地区のコンクールに選ばれたようです。過日、その結果報告の連絡が入り

ましたが、残念ながら全国への代表には選ばれなかったとのことです。

以上、ＰＴＡの皆様には、大変熱心に活動をいただいたところです。

◇教務課 … 教務課関係について報告いたします。教務は３点についてお話したいと思

います。一つめは、欠席、遅刻、早退などの出欠状況です。今年度の特徴と

して、長く休んでしまって結局は転退学という生徒の数は、非常に少なかっ

たことがあげられます。特に１年生は、非常に欠席が少なく、１０日以上欠

席した生徒はおらず、落ち着いた学校生活を送ってくれたものと思っており

ます。これは、担任の先生方と生徒とのコミュニケ－ションが上手くいった

成果なのかなと思っております。今後、担任等が変わっても続いてほしいも

のと思っております。

次に、互見授業について報告します。第１回の評議員会の折に説明しまし

たように、先生方の授業を気楽に見ましょう、そして、各自の授業に活かし

ましょうということで、今年度は２回実施いたしましたが、先生方も忙しく

しており、なかなかそのノルマを達成するには至っておりません。もう少し

気楽に見て頂き、その内容について、炉辺談話でかまわないので、意見交換

したりできたらいいのかなと思っているところです。また、そうす

ることで授業改善に活かせればいいのかなと思っております。

次に、観点別評価についてですが、導入して２年目になります。この評価

についても、どう評価すれば生徒の力を評価したことになるのか、といった

部分や、生徒自身が自己の伸びが実感できる授業について改めて研究してい

かなければならないなと思っているところです。従前の評価に比べて、明ら

かに授業時の評価、考査やテスト以外での評価もするようにしております。

この評価についても生徒に理解させながらという部分も必要なのかなと思っ

ているところです。

◇生徒指導… まずは、遅刻に関してです。先ほど教務課から説明がありましたように、

今年の１年生は、遅刻が非常に少なかったなと思っております。
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自転車事故について、昨年は８件、今年は年度当初に立て続けに発生しまし

た。例年、４月にガイダンスをしているわけですが、その前に大きな事案が

発生しましたので、ガイダンスの時期をもう少し早めなければと思っている

ところです。いずれ、命に関わるところですのでゼロに近づけたいものと考

えております。

次に、校舎破損についてですが、室内練習場のガラス破損が起きておりま

す。問題行動については、１件発生しています。いじめについては１件で、

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）上でいじめにあたる言葉を載せていたという内容です。

現在は落ち着いております。また、いじめと思われる事案については１件で、

注意喚起しているところです。これも、年度初めのガイダンスにおいて、し

っかりと指導していきたいと考えているところです。また、金銭盗難が２件

起きています。未然予防に努めたいと考えています。生徒会活動について、

節度あるところで楽しんでくれたのかなと思っています。また、先ほど総務

から説明がありましたように１５の団体が全国大会へということで、生徒は

頑張っているのかなと思っているところです。

部活動再編については、生徒、職員からアンケートをとり意見聴取を行った

ところです。今後は、それらをもとに資料提供をしながら、再編を進めてい

きたいと考えているところです。

◇進路指導… 第１回の評議員会後の事業から報告いたします。１０月には２学年で大学

の先生方をお招きしての模擬講義を実施しました。

次に、今年度の３年生の入試の状況、国公立大学につきましては推薦入試

の合格状況と個別試験の出願状況についてまとめております。推薦入試の状

況ですが、昨年度と比較すると出願数は多めとなっております。トピックと

しまして、昨年度は出願しておりませんが、今年は、ＡＯ推薦で東北大学へ

２名の合格が出ております。大学のアドミッション・ポリシー、つまり、入

学の選抜方針は、スポーツや文化活動を重視するのではなく、入学後、学力

面でのリーダーになれる者となっておりますので、そういった生徒が上手く

育ってくれたものと思っております。私立大学につていは、今年度も多数出

願しております。多くの合格者が出てくるものと捉えております。しかしな

がら、文部科学省の指導で私立大学は、入学者定員の厳格化に伴って合格者

数の水増しがなくなるだろうということで、そぞれの大学が難化するのでは

ないかと言われています。そのほか、短大、専門学校等の出願データとなっ

ています。

今年のセンター試験、５教科７科目の全国の平均点は、昨年度並みとなっ

ているようです。本校もほぼ昨年度並みとなっております。業者データによ

ると本校のデータは、昨年度より若干偏差値があがっているようです。

以上、報告いたします。

【質疑応答】

評議員Ｂ … 特別な支援を要する生徒、いろいろなケアが必要な生徒が増えているのか

どうか。また、四高での対応はどのようにしているのか。

副校長 … 数名いるが、増加傾向にはない。昨年度になるが、地域のエリアコーディ

ネーターの方をおよびして研修の機会を設けた。また、どこの高校でもやっ

ているとは思うが、高校入試の合格者の発表の後、中学校訪問を行い、それ

ぞれの生徒の引継ぎを行っている。

評議員Ａ … 自転車事故の対応について、生徒・保護者、そして被害者を含めて、どの
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ような対応をされたのか。

副校長 … 年度当初の大きな事故については、被害にあわれた方は、入院となりまし

た（股関節骨折）。すぐに、本人と保護者がかけつけて謝罪をいたしました

し、その後、学校側でも謝罪にうかがいました。けがをした自分よりも、事

故を起こした生徒さんの方が心を痛めていると思うのでケアをしてほしいと

いうことを話してくれました。むしろ心優しい対応に救われたところです。

評議員Ａ … その生徒さんのその後はどうなっているのか。

副校長 … 事故を起こしたあとは、学校を休むことなく、登校しておりました。

評議員Ａ … 事故を起こした際の保障についてはどうなっているのか。

総務課 … 毎年、任意で高Ｐ連の保障制度に加入いただいているところです。校内外

での事故の保障がされている。全員が加入している保険もあります。今回も

それらの保険で補償をいただいたところです。

【学校評価の報告】

副校長 … 第２回の報告をさせていただきます。まず、学校満足度昨年度並み。全体

的には充実した学校生活を送っているようであり、好意的に見ていただいて

いるようである。

学習指導については、 授業に工夫や改善をしているか、教職員と生徒の

間には意識の差がみられる結果となっていました。同様に、十分な学力を身

につけているかにおいても差がみられました。課題の量が多いのでは、とい

う意見がある一方で、親は、もっと出してくれという意見もありました。

アクティブ・ラーニングの導入など、子どもによって苦痛に感ずる子も中に

はいるようです。

部活動、生活指導についてですが、いじめの対応に関する質問については、

生徒・保護者ともに高い評価をいただきました。学習と部活動の両立につい

ては、まだうまくいっていないという結果になってます。今年度、週１回の

休養日を土・日どちらかにというところですが、練習試合等により平日に

休みを入れているという結果になってます。昨年度に比べると、休養日の設

定は徹底さてれているものと思っています。

進路指導については、進路情報の提供については上昇傾向がみられました。

今回は、課外授業についての意見が目立ちました。今後も検討したいと思っ

ています。

【質疑応答】

評議員Ｂ … 学校生活についてのところで、体育祭や学校行事に参加していないという

生徒がいるようなのだがどうなのか。学校行事が優先されないのか。

生徒課 … 大会などはすでに日程が確定しています。地区予選、あるい県予選を勝ち

抜くとその後の上位大会へ参加することになります。したがいまして、学校

行事へ参加できないということは仕方のない状況ということになります。

【授業改善について】

副校長 … 第１回の評議員会の際に、互見授業の取り組みの様子とその成果について

お知らせいただければということがありましたので、ここで報告します。

今年度は、互見授業を２回実施しました。その際、先生方からとったアンケ

ートから、他の先生方の授業に参観して、学びになった、きずきになったと

いった内容が寄せられています。また、授業改善については、さまざまな研

修会に参加していただき、その内容や様子につていも報告していただき、先

生方には、蓄積いただいております。先生方によっては、県外へ出かけて研



- 5 -

修を行っております。特に、英語科の先生方がいろいろな研修会に積極的に

参加しているところです。

【質疑応答】

評議員Ａ … 互見授業は、すごく良い取り組みであると思います。お互いの授業をみた

いという意見が出ていたり、良い研修の機会になっていることがわかりまし

た。また、四高の先生方が授業に参観し、その後の取り組みについてアンケ

ートで報告したりと一生懸命取り組んでいる様子がわかりました。

【意見の聴取・ご提言】

評議員Ａ … 高校の先生方に期待するのは、より専門的な学びをとおして質の高い知を

身につけてほしいことである。その際に、自分の教科の縛りがあるやに聞い

たことがある。教科は違えど、子供たちに学ばせていくその思いは共通だと

思います。だからこそ、他の教科からも、生き生きと学ぶ子どもたちの様子

を見たりすることは意義のあることだと思います。

次に、「十分な学力を身につけていますか」のところで、保護者の方は、

どのような姿を目にしたときに、自分の子どもが十分な学力を身につけたと

判断するのだろうか。そこを聞いてみたいと思っている。そのような話題と

かでたことはないのか。

副校長 … 今後、三者面談で話題にしてみたい。

評議員Ｂ … 先生方について、働き方改革について、土日の部活動をふくめて改善して

いかなければ。高校はもっと大変なんだろうと思っています。さらに、リフ

レッシュできるようすすめていただければと思います。

校長 … 現実的には先生方は時間をつくるのが大変なんだろうたと思います。

評議員Ｃ … 学校から離れてしばらくたつので、自分の娘が高校のときはどうだったの

かなと思いながら今日は話を聞いていました。現在、看護の学生さんと繋が

りをもつ機会があります。学校では授業や講義を受けてしっかりと学んでは

いるのだろうけれど、現場にいくと学びとつながっていないということを感

じることがある。どうすれば、学びとつながるのだろうと考えることがあり

ます。経験を学びとつなげるということを意識させたいと考えているところ

です。そのあたりを分かって卒業してほしいなと思っております。気になっ

たところとして、加湿器について手入れはどうなっているのか。

事務長 … 保護者の方から理解をうけて、教室の加湿器は全て更新したところです。

それぞれの教室にはマニュアルおいて、手入れもそれぞれでということにし

ています。

副校長 … 今年度、中村様と八木様は３年となりましたので評議員をご退任となりま

す。３年間ありがとうございました。

以上をもちまして、第２回学校評議員会を終わります。


