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                           令和２年２月 28 日 
富山県教育委員会教育長 殿 
 
                          富山県立滑川高等学校 
                           校長 柳原 英志 
 
 ２０１９年度学校総合評価を別紙（様式５）とともに提出します。 
 

２０１９ 年 度  学 校 総 合 評 価 
 
６ 今年度の重点目標に対する総合評価 
 
 今年度の本校教育活動のアクションプランとして６つの重点項目と、その各々に重点課題と２～４項目

の達成目標を設定した。 

 参加型授業の導入および学習指導方法の改善、家庭学習時間の確保、スマートフォン使用に関する自己

管理能力の育成、進路目標実現のための支援、生徒の自主的な特別活動を促す組織作り等を掲げて、目標

の達成に努めてきたところ、何点かは従来の状況に留まり、達成できないものがあったが、概ね評価基準

のＡ、Ｂに達したと思われる。その結果、生徒の進学状況、就職状況はともに良好であり、部活動も年間

を通じ活発で、団体・個人競技とも全国大会や北信越大会に出場して活躍する生徒が多かった。 

 学校評議員からは、本校の教育活動に関し、忌憚のない多くのご意見をいただくことができた。生徒の

学習時間のデータについて時間の平均値ばかりに注目するのではなく、一定の学習時間を達成できている

生徒が何人いるのかという頻度分布で分析することも重要なのではないかということ、安定した将来を勧

めるだけでなく、創業することにチャレンジする人材を育ててほしいということ、専門にかかわらず生徒

が多様な進路選択ができるような指導を行ってほしいということ、スマートフォンの使用３時間以内の生

徒を 70％以上にするという達成目標について３時間という時間設定が長すぎるので２時間以内に設定す

べきであるということ、運動部、文化部とも各種大会で優秀な成績を収めており高く評価したいというこ

となど、海洋高校との統合からちょうど 10 年の歳月を経ようとしている本校にとって、これからの進むべ

き道を示す指針となるご意見と思われ、今後の教育活動に生かしてまいりたい。 

 

７ 次年度へ向けての課題と方策 
 
・全般に、目標とする数値について、新たな分析方法を取り入れ、指導に役立つよう工夫する。 
・達成された数値目標または内容については、新しい視点を加えて、これを見直す。 

・達成が不十分であった数値目標または内容については、今年度の取り組みを分析し、原因を明らかにし

た上で具体策を講ずる等、次年度の教育活動に生かす。 
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８ 今年度の重点課題（学校アクションプラン）   
       １学習活動  ２学校生活  ３進路支援  ４特別活動  ５その他 

２０１９年度 滑川高等学校アクションプラン－１－ 

 重点項目  １学習活動 (２)学習指導 

 重点課題  教科指導の充実と学習習慣の定着 

 現  状 
 

・教科部会等で指導方法について話し合う時間の確保が難しいのが現状である。 
・家庭学習時間が少ない。 

 達成目標 
 
 
 
 

①生徒参加型の授業を取り入れ、指導方法 
の改善と充実を図る。学習意識調査にお 
いて、参加型授業を受けたことがあると 
答えた生徒の割合 

②主体的な学習態度や家庭学習習慣を定着さ 
せ、家庭学習時間の増加を図る。 

 
 

 
       70％以上 
 

 学習実態調査において、４月の家庭学習 

 時間より９月で 10％増加、１月で 20％増加。 
 方  策 
 
 
 

・互見授業強化週間や教育実習生研究授業
などの機会を活用したり、他校を視察し
たりして、授業研究をする。 

・教科部会などにおいて、評価方法等も含 
 め、よりよい授業のあり方を研究する。 
・年間指導計画の活用を工夫する。 

・学習実態調査、学習意識調査により、学習状
況の実態と意識を把握するとともに、学年及
び進路指導部と連携して、学習時間確保のた
めの対策を講ずる。 

・課題は、適切な内容・量とするため、精選す 
 る。 

達 成 度 
 
 

・他の教員の授業を参観できる機会が多 
 く、参観者の数も増加した。特に６月の 

互見授業強化週間においては、教員１人 
あたり約３回の授業参観をした。 

・アンケートより参加型授業を受けたと答 
えた生徒の数が増えた。 

  参加型授業を受けた生徒 
   65％（7 月）→ 70％（11 月）  

 学習実態調査結果（普通科、１日の学習時間） 
  
 
 

 ４月 ９月 １月   
 

 １年 
平日 2.3 1.6 1.7 

休日 3.0 2.2 2.8 

２年 
平日 1.8 2.0 2.0 

休日 2.7 2.8 2.5 

・１年生は９月より１月で平日６％、休日 13％増。

・２年生は４月より１月で平日 11％増。 
具体的な取
り組み状況 
 
 
 
 

・互見授業等をとおして、生徒が積極的に 
参加する授業について、学ぶことができ
た。しかし、参観後のフィードバックが
なかったり、教科の研修に結びつかなか
ったりすることもあった。 

・１、２年生には、積極的に学習する生徒がい
る一方で、十分な学習時間を確保せず課題等
への取り組みが不十分な生徒も見られる。各
学年、教科等において、課題の内容や提出期
限に幅を設けたり、個別に指導したりした結
果、生徒の課題等への取り組みについては意
欲的になってきている。 

評   価 
 
 
 
 
 

Ｂ 
 
 
 

・参加型授業に対する生徒の意識も高 
 まってきており、教員、生徒双方の 
 高め合いが一層期待できる。 
・時間の確保が難しい分、授業参観等 
の機会を有効に生かして、研鑽につ 
なげていきたい。 

Ｃ 
 
 
 

・学年・学科や他の分掌と協力・連携し、 
授業・課題の内容等についてだけでなく、
入学当初の学習意欲やきちんと取り組も
うという気持ちを持続させるとともに、
「希望進路を実現させたい」、「興味・
関心があるので学習したい」等の意識を
もたせ、自ら学習する姿勢をつけさせる
方策について検討を続けたい。 

学校評議員 
の意見 
 

・生徒の学習時間のデータに関して、時間の平均値ばかりに注目するのではなく、一定の 
学習時間を達成できている生徒が何人いるのかという頻度分布で分析することも重要な 
のではないか。 

・研究授業等の研修内容をフィードバックする教科部会の機会を設けることが難しかった 
 ということだが、ＳＮＳを活用し、会議を開かなくても情報共有ができると思う。 

次年度へ向
けての課題 

・教員研修の充実 
 

・主体的な学習態度及び学習習慣の定着 
 

  （評価基準   Ａ：達成した   Ｂ：ほぼ達成した  Ｃ：現状のまま   Ｄ：現状より悪くなった） 
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２０１９年度 滑川高等学校アクションプラン－２－ 

 重点項目  ２学校生活  (６)生徒指導 (７)保健指導  

 重点課題  スマホ依存の防止 ・ 環境美化 

 現  状 ・スマートフォン等の長時間の利用による生活習慣や学習習慣が乱れている生徒が多くみ
られる。また、ＳＮＳにおける個人情報の取り扱いや不適切な書き込みなどによるトラ
ブルが生じている。 

・環境整備に取り組む姿勢は全体的には良くなっているが、清掃活動に積極的に参加でき 
ない生徒もみられる。 

 達成目標 ・スマートフォン等の使用に関する自己管
理能力の育成とネット上のルールやマナ
ーの徹底を図る。 

・環境整備、美化活動を習慣化するための環 
境美化委員会を中心とした自主的な活動を 
図る。  

①帰宅後のスマートフォン等の１日の使用 
時間が３時間以内の生徒の割合 70％ 

②ＳＮＳ等に関わるトラブル件数の減少 
（前年比３割減） 

・年間８回 
（各学期の美化週間、５月、11 月の中庭花 
植え、７，８月除草や水遣り、８，12 月 
の長期休業中の部活動におけるトイレ・ 
更衣室の掃除など） 

 方  策 ・生徒の自発的な意識づけを行うために風
紀委員や生徒会による注意喚起を行う。 

・適切な利用について保護者と連携して、 
家庭でのルールづくりを徹底させる。 

・研修会等を開催し、ネットに関わるトラ 
ブルの発生を未然に防ぐ。 

・美化週間を学期に１回設定し、環境美化委 
員を中心として、外清掃を含む清掃活動の 
強化を図る｡（美化週間の習慣化） 

・日常的に清掃を中心とした環境美化におい
て全教職員でさらに粘り強く指導する。 

・花壇や中庭などの整備を行うことにより、 
 情操教育の一助とする。     

達 成 度 ①帰宅後のスマートフォン等の使用時間 
  ３時間以内 70.1％ 
②ネットパトロールからの報告件数 
  今年度４件 ※昨年度９件 
  前年比 56％減 

・環境美化委員の活動は目標どおり、８回実
施することができた。中庭花壇の植栽によ
り、落ち着いた安心感のある学習環境を醸
し出すことができた。 

具体的な取
り組み状況 

①全校集会での生徒会長からの呼びかけ、 
ポスターのクラス掲示および生徒・保 
護者に向けての注意喚起を行った。 

②当初、予定していなかった２学年でも 
 ネットトラブル防止のための研修会を 
開催した。 

・各学期の美化週間活動により生徒に清掃、 
環境美化の意識定着を啓発した。 
 

・情操教育の一環として中庭花壇の植栽活動 
  を行った。 

評  価 ① Ａ 
 
 
② Ａ 

①学年が進むにつれて使用時間 
 が減っていく傾向がみられる。 

 
②共同アカウントによるＳＮＳ 

上での交流が今後ますます増 
加すると思われる。 

Ａ ・環境美化委員が中心となって活動 
している。学校の環境美化への取 
り組みは、落ち着いた学習環境の 
形成の一助になった。 

・清掃活動は、全校生徒が積極的に 
取り組んだ。 

学校評議員
の意見 

・現代では、高校生にとってもスマホは必要だとは思うが、３時間以内の使用時間の生徒 
を 70％以上にするという達成目標は、３時間という時間設定が長すぎないか。学習時間
がなくなるので、２時間以内に設定すべきである。 

・スマートフォンについては、問題は使用時間が長く、貴重な時間をつぶしているという
実態である。自分を高めたいことを子どもが得ることができるように、家庭で親が仕事
の話をしたり、講演会に連れていったりして、刺激を与えることが必要だと思われる。 

・環境美化は地味な活動だが、きわめて重要だと考えるので、ぜひ継続して取り組んでほ
しい。環境美化委員の活動は素晴らしいことだと思う。 

次年度へ向
けての課題 

・音楽や動画などの閲覧・ダウンロード、 
LINE などでのメッセージのやりとりに 
多く利用しており、流行の変化と共に更
なる自己管理能力の育成が求められる。 
 

・清掃の開始時間について教師・生徒が共通 
理解し速やかに取りかかれるように図る。 

・環境美化活動の更なる徹底と、落ち着いた 
安心感のある学習環境の向上を図る。 

   （評価基準   Ａ：達成した   Ｂ：ほぼ達成した  Ｃ：現状のまま   Ｄ：現状より悪くなった） 
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２０１９年度 滑川高等学校アクションプラン－３－ 

 重点項目  ３進路支援 (４)進路指導 

 重点課題 進路目標の早期設定と実現の支援 

本年度導入された学びの基礎診断を活用して、指導の工夫や学習改善を行う。 
 現  状 ・生徒たちは進路について考える必要性を自覚してはいるが、具体的に目標を決めてから

実現に向けて努力する期間が短くなりがちな生徒が少なくない。 

 達成目標 
 

①２年３学期までに具体的な志望校、志望 
学部・学科を決める生徒の割合 

②第１志望大学への合格率（３年９月志望） 

③基礎学力の定着に向けた面談の実施率 
④希望する職種に就職が内定する生徒の割合 

①70％以上 
②50％以上 

③100％ 
④100％ 

 方  策 ・面接指導を通して進路目標を徐々に具体
化させる。 

・進路講話や出前授業、研修旅行、大学訪 
問などの行事を充実させ、進路について 
考えるきっかけとする。 

・校内テストや外部模試の結果を基に自分
の学力を把握させ、一層の努力を促す。 

・オープンキャンパスへの積極的参加を促 
すため、面接指導、保護者会等をとおし
て参加する重要性を周知・認識させる。 

・学校生活の様々な場面において礼儀やコミ 
ュニケーション能力が身に付くよう指導を 
行う。 

・生徒が自己の能力や適性を知り、どのよう 
な職種・企業でそれらを発揮できるのか考 
えることができる情報・機会を与える。 

・生徒の能力と適性に応じた個別指導を行う。 
・就職支援アドバイザーとの連絡を密にし、 
就職内定のための支援を行う。 

達 成 度 
 

①普通科  97.5% 薬業科 100% 
商業科  95%   海洋科 100% 

②40.7%（平成 30 年度） 

③100％ 
④100％（一般企業 70 名、公務員 3名） 

具体的な取
り組み状況 
 

・学びの基礎診断結果を元に面談を行い、
学習の仕方や進路目標の設定に向けて指
導した。 

・出前授業や富山大学訪問、研修旅行、Ｌ
Ｔの進路学習等をとおして進路について
考える機会を与えた。 

・具体的な進路決定のため、オープンキャ
ンパスに積極的に参加させた。 

・社会保険労務士による「求人票の読み解き
セミナー」は効果的であった。求人票の見
方を深め、企業研究に繋がった。 

・５月中旬に企業を訪問し、求人予定の確認
をした。 

・応募前職場見学に積極的に参加させた。 

評  価 
 

①Ａ 
②Ｃ 

・進路未定者は減ったが、具体的な
目標設定のために取り組みを継続
させたい。 

③Ａ 
④Ａ 

・全生徒に面談指導を行った。 
・就職希望者は全員内定した。 

学校評議員
の意見 

・生徒が学習に関する目標をもつきっかけとして、普通科でも、１年次から卒業生の体験 
談を聞くなどの機会があるのは良い。 

・安定した将来を勧めるだけの指導ではなく、自分の夢をかなえたり、創業したりすると 
いうことにチャレンジする人材を育ててほしい。 

次年度へ向
けての課題 
 

・社会が求める人材の視点を取り入れなが
ら、生徒の進路実現を支援する。また、
地域の要望に応じた人材育成に力を入れ
る。 

・生徒の段階に応じた適切な情報提供と面
接指導により、進路目標を具体化させる。 

 

・求人件数が多いため、企業研究の時間を十
分確保する。 

・本校の特色、各学科の取り組みや学習内容
を積極的に地域社会に周知する。 

 

   （評価基準   Ａ：達成した   Ｂ：ほぼ達成した  Ｃ：現状のまま   Ｄ：現状より悪くなった） 
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２０１９年度 滑川高等学校アクションプラン－４－ 

重点項目  ４特別活動 (５)特別活動 

重点課題  自主的な活動を促す組織作りと学業と部活動の両立 

現  状 ・指示を聞いて正しく行動できる生徒は増えたが、自らがリーダーとなって 責任を果たそ
うとする生徒が少なくなった。 

・学校行事に熱心に取り組む生徒は多い。しかし、与えられた活動に取組むだけで、自ら 改
善点を考えたり向上させようと工夫したりする生徒が少ない。 

・部活動は全員加入制で、高い目標を持って熱心に取り組んでいる。 
・学習と部活動の両立を図るための指導が十分といえない。 

達成目標 ①学校行事やホームルーム、生徒会活動等 
において役割や責任を持ち、積極的に関 
わることができたと感じた生徒の割合 

②学習との両立を目指して、部活動の内容や 
 時間を工夫し、充実感を持てた生徒割合  
 

 ・80％以上 ・80％以上 
方  策 

 
 
 

・各行事や各種取り組みにおいて、生徒が主
体的に活動できるよう動機付けをする。 

・組織や役割分担を明確にすることで、リー
ダーを育てると共に、互いに連携し支援し
合えるように指導する。 

・各クラスに学級長を配置し、生徒議会を通
してクラスの意見を吸い上げ、学校全体で
行事や生徒会活動に関わりあえる組織作
りを意識させる。 

・先を見通した HR 計画、また、テーマの設
定や討議資料の作成、事前研究などの準備 
をすすめ、その反省をする。 

・各部の目標を明確にし、その達成に向けて 
計画的に取り組む。 

・積極的に休養日を設け、活動にメリハリを 
付ける。 

・部活の開始前、終了後の指導を強化し、家 
庭学習への取り組みについても指導する。 

・部活動指導員やスポーツエキスパートを活用
し、教員の負担を軽減させながらも部活動の
活性化を図る。 

・生徒会・学級長や部活動代表者を集め携帯電
話のマナーや使用について、共通理解を深め
るように指導する。 

達 成 度 
 
 
 

・生徒アンケートの結果、「学校行事や生徒
会行事に積極的に参加した」は 69.8%で、
達成目標には達していないが、「学校行事
や生徒会行事に満足している」は 81.4%と
概ね満足度は達成できたといえる。 

・リーダーとしての貢献度を感じる生徒の割
合は 47.7%に止まった。 

・生徒アンケートの結果、75.5%が「学習と部
活動を両立させるよう努力している」と答
え、昨年より伸びた。 

・78%以上が部活後に速やかに下校できている
と答え、「すき間時間」を利用して学習して
いると答えた生徒は 65.5%となった。 

具体的な取
り組み状況 
 
 
 

・各学科の成果を発表できる機会を設けた。 
・学校行事等において、生徒会が中心となっ

て準備を進めた。また、委員会や生徒議員
の役割を明確にすることで責任を持たせ、
クラス単位での活動機会を促した。 

・行事の見直しをしながらも、企画した行事
について充実を図った。 

・部の顧問、部長と連携しながら、部室の利用
などを見直し、けじめのある部活動の取り組
みを促した。 

・外部施設の利用により活動場所の不足を補
い、練習時間の効率化に繋げた。 

評   価 
 
 
 

Ｂ 
 

・自分が中心となって活動するよりも
受動的に行事などに参加して満足感
を感じる生徒が増えている。 

・小さな事でも役職を与え、実績を評
価していくことによって生徒の成長
につながった。 

・女子生徒がリーダーシップをとり、
行事の中心的役割を果たすようにな
った。 

 Ｂ 
 

・学習と部活動との両立について、努力
している生徒が多く、よい傾向である。 

・部活動では、県内大会で上位入賞し、
北信越大会や全国大会に多くの生徒が
出場し活躍した。 

学校評議員
の意見 

・文武両道の実現を目指すことは素晴らしいことだと思う。部活動全員加入制もこのまま継 
 続してほしい。自らがリーダーとなっていく人材を育ててほしい。 
・リーダー的な存在が減少しているのは、全国的な傾向と思われる。社会の閉塞感からか、 
 人格が小さくまとまるようになってきている。体育大会などの行事の様子を拝見すると、 
 女子の積極性が目に付く。また、運動部は各大会で優秀な成績を収めており、高く評価し 
たい。失敗を恐れない、たくましさを育ててほしい。 

次年度へ向
けての課題 
 
 
 
 

・多くの生徒が積極的に学校行事などに参加
できるように、行事の内容や運営方法の見
直しを取り組みたい。また、通年でのボラ
ンティア活動などで、生徒会執行部を中心
とした学校全体での取り組みをより充実
させる。 

・学年・学科で連携をとり、行事の活性化を
図る。 

・職員と生徒が力を合わせて、文武両道の実現
を目指していく。 

・活動方針、計画などを話し合い、自主的な部
活動運営となるよう指導する。 

 
 

   （評価基準   Ａ：達成した   Ｂ：ほぼ達成した  Ｃ：現状のまま   Ｄ：現状より悪くなった） 
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２０１９年度 滑川高等学校アクションプラン－５－ 

重点項目  １学習活動 ３進路支援 (８)(９)(10)専門学科指導 

 
＜ 薬 業 科 ＞ ＜ 商 業 科 ＞ ＜ 海 洋 科 ＞ 

重点課題 
 

 資格取得の充実 
 

全商簿記検定資格取得の充 
実 

水産関連等の資格･検定取得 
の推進  

現  状 
 
 
 

･資格取得が生徒の学習意欲 
を引き出している。 

･部活動と学業の両立を目指 
 している。 

･資格取得への関心は高い   
が、合格者数が伸び悩ん 
でいる。 

･基礎的な教科の学力不足    
･各種検定･資格試験の合格 
者数が伸び悩んでいる。 

･家庭学習時間の不足 
達成目標 

 
 
 
 
 
 
 
 

①・学年ごとの危険物乙種 
第 4類取得者、危険物 
乙種全類取得者の割合 

・危険物以外の資格検定取
り組むこと 

②全商簿記実技検定試験の   
合格者数 

 
 

③水産関連等の資格･検定取 
得数   

 
 

･危険物乙種第 4類 
  １学年 75％ ２学年 100％ 
･危険物乙種全類または甲種 
  ２学年 80％ ３学年 90％ 
・品質管理検定を受検する。 

･１級合格者数 60％（24 名） 
以上 

 
 
 

･生徒１人につき年間３件以 
上（３年間で９件以上） 

 
 
 

方  策 
 
 
 
 
 
 
 

･危険物乙種全類または甲種
の取得を目指し、学力 
補充を支援する。 

･品質管理検定に取り組む。 
 その他の資格（Ｐ検、英検、
漢検など）で基礎学力を充
実させるよう意識付けをす
る。 

･朝と放課後の補習授業を実 
施する。 

･生徒個々の学習状況を担当 
者が把握し、綿密な指導を 
実施する。 

･３年の課題研究に簿記検定 
試験コースを設け、指導の 
充実を図る。 

･家庭学習時間の増加 
･基礎学力の補充を充実し、 
苦手科目の克服を支援する。 

･資格への意欲を向上させ、 
取得を目指した個別対応を 
充実させる。 

 
 

達 成 度 
 
 
 
 
 
 
 
 

・乙４類の合格率 

１年 92.5% 

２年 100% 

・全類合格率 

２年 67.5% 

３年 92.3% 

 

・受検した 40 名中 30 名が 
 １級に合格。 
 目標にしていた 60％以上 
となった。 

・３年生の合計取得数は約 370
（見込：平均 9.3 件）。 

・９月の１年生の家庭学習時間
は、４月に比べ低下した。９
月の２、３年生は昨年に比べ
学習時間を増やした。 

・マリンマイスターは、プラ 
チナ４(5)名、ゴールド１２
(7)名、シルバー１６(20)名
（カッコ内は昨年度）。 
シルバーからゴールドへは
１５点分の資格数の底上げ
がなされたことになる。 

具体的な取
り組み状況 

 

・放課後補習や早朝補習な 
どにより指導している。 

・工場見学などの研修によ 
り、資格取得の重要性の 
意識付けと意欲向上を図 
っている。 

・放課後の個別指導 
・長期休業中の個別指導な 
  ど 
 

・危険物、潜水士では補習を 
実施した。 

・ＱＣ検定を導入し、意識の 
向上を図った。 

 
 

 評   価 
 
 
 

Ｂ 
 
 
 

・２年の全類合格率のみ 
 目標に達しなかったが 
 その他は、目標を上回る
結果となった。 

  

Ａ 
 
 
 
 

・40 名中 30 名が１級を 
 取得。75％の生徒が合 
 格した。 

Ａ 
 
 

・３年間で生徒１人につき
平均９件の目標は達成
し、マイスター取得者は
80％となり、資格取得へ
の意識は全体に底上げさ
れた。 

学校評議員
の意見 

・専門にかかわらず、生徒が多様な進路選択ができるような指導を行ってほしい。 
・何でもまんべんなくできる生徒を育てるだけでなく、得意分野を伸ばして特定の分野で 

のスペシャリストを育てるような教育を行ってほしい。 
・資格取得が好成績を収めているのは、先生方のご努力のおかげであり、評価したい。優秀 
 な生徒にはさらなる難関資格に挑戦してほしいし、それぞれの自己肯定感を高めてほし 

い。同時に、資格取得をバネに、基礎学力の底上げにつなげてほしい。 
次年度へ向
けての課題 

 
 

・危険物取扱者試験を科の重
点資格とし乙種全類合格 
を目指す。また、品質管理
検定、Ｐ検の上位級合格を
目指す。 

・出題内容の難易度が上が 
り、検定において求めら 
れる力も複雑になってい 
るので、指導内容を見直 
す必要がある。 

・基礎学力にあわせた資格取 
得や学習内容を検討する。 

・より高度なマリンマイスタ 
ー取得者数の増加を目指す。 

 
   （評価基準   Ａ：達成した   Ｂ：ほぼ達成した  Ｃ：現状のまま   Ｄ：現状より悪くなった） 
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令和元年度 滑川高等学校アクションプラン－６－ 

 重点項目  ５その他 (12)地域との連携・協力 

 重点課題 ＰＴＡ活動の活性化 
 現  状 ・校外活動として、春は「さわやか運動」（29 名）、秋は、「滑川あいさつの日」（24 名）、 

ふるさと龍宮まつり（5 名）、櫟原神社の祭礼巡回（7 名）とのべ 65 名が参加した。 
・ＰＴＡだよりを年３回発行している。 
・滑川高校ホームページやリアルタイム共有システムによる情報発信を行っている。ホー 

ムページの更新がやや停滞しており、今後の課題である。 
 達成目標 
 

①校外巡視の参加者 ②ホームページの更新 
③リアルタイム共有システムへの登録 

・前年度比学級数１減の現状を踏まえ、 
６０名以上の参加者数を目指す。 

②古い情報を更新し、新しい情報を適宜提 
 供する。 
③保護者全員の登録を目指す。 

 方  策 
 

・ＰＴＡだよりなどを通して、ＰＴＡ活動
への関心を高め、参加を促す。 

・ＰＴＡ活動がさらに活発になるよう、会
員同士の積極的な声かけなどを行う。 

②特活部･進路指導部･総務部･専門学科のほ 
か、ＰＴＡや同窓会との連絡を密にして、 
ホームページの内容充実を図る。 

③行事予定なども送信しながら、リアルタ 
 イムの有用性を保護者に広めていく。 

達 成 度 
 
 

・校外巡視の参加者は、 
春の「さわやか運動」（27 名） 
秋の「さわやか運動」（25 名）   
ふるさと龍宮まつり （ 6 名） 
櫟原神社の祭礼巡回 （ 4 名） 

のべ 62 名の参加があり、目標の 60 名 
以上となった。 
 

 

・ホームページの更新： 
 昨年度末に、各分掌･学年･学科で担当者を１名ず

つ決めて、作成に取り組むことを決定した。今年
度から試行している。 

・リアルタイム情報共有システム： 
  保護者の約 87％が登録し、昨年度よりも若干増

加している。ただし、そのうちの 30 名ほどは、
現在も着信拒否が設定されていて、メールが届い
ていない。 

具体的な取
り組み状況 
 
 

・総会や役員会を通して、保護者への呼び
かけを行った。特に、役員の方には、出
欠確認の連絡封筒の返却の確認を念入り
にした。「さわやか運動」には、役員以
外の保護者の参加も見られた。 

 

・ホームページの更新： 
 今年度から各分掌･学年･学科で担当者を決めて

試行してみた。しかしながら、積極的にホームペ
ージ更新に取り組めた担当者が少なかった。 

・リアルタイム情報共有システム： 
  １学期末には 35 名ほどに着信拒否が見られたた

め、保護者会を利用して該当者には紙面で状況と
対処法を連絡した。ただし、現在も 30 名ほどが
まだ着信拒否のままである。 

評   価 
 
 

Ａ ・「保護者のための進路研修」には、
昨年より多い 38 名の保護者が参加さ
れた。参加者の満足度は高く、今後
も継続していきたい。 

・保護者の方々が、お互い声掛けをし
ておられ、意欲的に行事に参加され
ている。 

Ｃ 
 

・Web ページは、本校を外部にＰＲする効果
的な手段であり、複数年にわたって各部署
にその意義を呼びかけてきた。ホームペー
ジの効果は全員に伝わっていると思われる
が、行動するまでに至っていないところが
今後の課題である。 

・リアルタイム共有システムだけでは、全員
に情報が伝わることは不可能と思われる。 

学校評議員
の意見 

・地域との連携・協力のために、交流の場を設けてはどうか。ＰＴＡ活動については、参 
 加状況はまずまずだが、発展、進化はないと思う。 
・学校ホームページは極めて重要な広報手段である。生徒主体で良いものを作ってほしい。 
・さわやか運動で促される「あいさつ」は社会に出てからの基本中の基本である。どこで 
 もあいさつがしっかりできる生徒になるように指導してほしい。 

次年度へ向
けての課題 
 

・学校ホームページを活用し、ＰＴＡ活動
の予定や活動状況を会員に知らせ、参加
者がさらに増加するよう努めたい。 

・保護者の要望を活かしていきたいので、
役員会の日程やアンケート内容を検討し
ていきたい。 

・ホームページ更新に向けての協力体制は、まだ始
まったばかりである。多忙化解消も踏まえて、し
っかりとした体制を整えていきたい。 

・リアルタイム共有システムに全員が加入するよ
う、引き続き呼び掛けていくとともに、学校ホー
ムページとの併用で情報が全員に伝わるよう進
めたい。 

   （評価基準   Ａ：達成した   Ｂ：ほぼ達成した  Ｃ：現状のまま   Ｄ：現状より悪くなった） 
 


