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（様式４） 

                           令和３年２月 26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 

 

 令和２年度学校総合評価を別紙（様式５）とともに提出します。 

 

令 和 ２ 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２～５項目

の達成目標を設定した。 

 参加型授業の導入、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、

何点かは現状に留まり、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った。特別活動の部活動では、コロナ禍で３年生の大

会がほぼ中止となり、残念であったが、秋以降、１、２年生はコロナウイルスに感染しないように工夫を

凝らして練習に励むことで、運動部、文化部ともに好成績を収めることができた。 

 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。コロナ

禍の中、休校期間もあり、学校側も生徒も大変であったが、オンライン授業等に積極的に取り組んでもら

いたいこと。コロナ禍が収束した後は、生徒指導について、法令遵守や人権尊重の意識を高めるような講

演会等をまた開催して、生徒に考えさせる機会とすれば良いということ。進路支援の評価の観点が、教員

側のものと生徒側のものが混ざっているので、区別して評価できる形にした方が良いということ。今年は

コロナ禍で部活動の多くの大会が中止となった中で、開催された大会における生徒の成績が立派なのは誇

れるものであるということ。各専門学科が資格・検定試験を積極的に受験させ、その取得率もめざましい

ものがあり、指導される教員の皆さんのご苦労に敬意を表したいということ。学校のホームページの情報

発信力は大きいので、その充実については、担当の教員だけに任せるのではなく、専門家の意見も踏まえ

て学校全体で協議していくことが必要であるということ、などであった。 

海洋高校との統合から 10年の歳月を経た本校にとって、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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（様式５） 
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 

令和２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 
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。 

 

 
 
   ７５％以上 

・学習意識調査において、４月の家庭学習時間
より９月で 30％以上増加、１月で 50％以上増
加した普通科の生徒が 50％以上 

 方  策 

 

 

 

 

 

 

・互見授業週間や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。 

・教科部会や校内メール、科内回覧等を利
用して、よりよい授業のあり方等につい
て研究・情報共有に努める。 

・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
び進路指導部等と連携して、学習時間確保の
ための対策を講ずる。 

・個に応じた指導により、希望進路への意識や
自ら学ぼうという意欲を高めさせる。 

・課題は、適切な内容・量とするため、精選す 

 る。 

達 成 度 

 

・年度当初に休校期間があり、教員、生徒
ともに授業に対する焦り・不安があった
こと、また、教室内が「密」になること
を避けるということから、互見授業週間
を設定せず、研究授業も限られた教員の
みで行った。よりよい授業のあり方など
についても、時間的・精神的な余裕がな
く、研究や情報共有はほとんどできなか
った。 

・学習意識調査は生徒に自分の学習時間や方法
について改める考えさせることを目的に行っ
ているが、今年は生徒に落ち着いて自分のペ
ースで学習させた方がよいと判断し、実施し
なかった。そのかわりに、普通科で家庭学習
時間調査を実施した結果、１，２年生はそれ
ほどの増加がなかったが、３年生で６月から９
月で 30％以上増加、１月で 50％以上増加した
生徒が 40％であった。２学期に推薦等で進路決
定した生徒の数を考えると、最後まで頑張って
いる生徒が多いといえる。 

具体的な取
り組み状況 

 

 

 

 

・少ない授業の中で効率的・効果的な内容  

にしようという意識が高かったことに
加え、各教室にプロジェクターが設置さ
れたため、内容の濃い、質の高い、生徒
にとっては魅力的な授業になったので
はないかと考えられる。 

・２、３年生は元の高校生活に戻った感じがす
るが、１年生は入学して２か月間休校だった
とうことで、中学校での既習事項を忘れてし
まっていたり、高校での学習ペースがつかめ
ていなかったりする生徒が少なくない。自主
的に学習に取り組むように、学級担任による
面接や、教科担当者による補習等をより多く
行い、サポートしている。 

評  価 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

・参加型授業に対する生徒の意識はよ 

り高まってきていると思われるた
め、引き続き授業研究に取り組む必
要がある。 

・「密」を避けるため、ビデオ等によ 

 る授業見学等を取り入れることを 

検討すべきであった。 

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 

・コロナ禍の中、休校期間もあり、学校側も生徒も大変であったが、オンライン授業等に 

積極的に取り組んでいただきたい。 

・ＩＣＴ機器が教室に導入されるということで、これから活用すればよいと思う。 

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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１学習活動  ２学校生活  ３進路支援  ４特別活動  ５その他 
 

令和２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             

 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、清掃開始が遅れたり、清掃活
動に積極的に参加できなかったりする生徒も見られる。 

 達成目標 
 
 

① スマートフォン等の使用に関する自己
管理能力の育成とインターネット上の
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。 

② 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
％ 

③ ＳＮＳ等に関わるトラブル件数の減少 
（前年比３割減） 

  ・年間９回  
（各学期の美化週間、５月・１０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、インターネットに関
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 携帯電話に関する違反の件数、授業中の
違反８件（昨年度１０件）、授業以外で
の違反１１件（昨年度２５件） 

・環境美化委員の活動は、ほぼ目標通りに行
うことができた。 

・美化週間については、清掃重点箇所を環境
美会員が自ら決め、積極的に取り組んだ。 

・清掃活動も全教職員がていねいに指導する
ことで、生徒の美化意識も高まったと感じ
る。 

・中庭の花植えについては、コロナ禍のこと
を憂慮し、６月のみ行った。水遣りや除草
については、当番を決め取り組んだ。 

② 帰宅後のスマートフォン等の１日の使
用量が３時間以内の生徒の割合１学年
７２．５％、２学年６５．０％、３学年
５５．５％、全体６４．７％ 
（各学年より抽出したクラスで調査） 

③ ＳＮＳ等に関わるトラブル件数の減少
（昨年比３割減を目標） 
ＳＮＳによる誹謗中傷２件 (昨年度２
件)、個人情報の掲載３件(昨年度８件) 

具体的な取
り組み状況 
 
 

① ショートタイムやホームルームで各担
任に携帯電話の使用ルールの周知を呼
びかけてもらい、かつ、全教職員の協力
を得て、昼休みに校内巡視を実施した。 

・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。 ② ③ 

学期ごとに発行する「生徒指導通信」等
を利用して、折に触れて生徒の意識付け
を図った。 

評  価 
 
 

① Ｂ 
 
 

② Ｃ 
 
 

③ Ａ 
 
 

・授業以外の違反件数が、約６割
減となった。先生方の日常的な
声かけが功を奏した。 

・携帯を所持する生徒の全員がＳ
ＮＳを利用しているためと思
料される。 

・件数では半減し、目標を達成し
たが、個々の問題の深刻化も見
られるので今後も注意したい。 

  Ｂ ・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 

・コロナ禍が収束した後は、生徒指導について、法令遵守や人権尊重の意識を高めるよう
な講演会等をまた開催して、生徒に考えさせる機会とすれば良い。 

・環境美化委員の活動が落ち着いた学習環境の形成に寄与していることは素晴らしい。 
次年度へ向
けての課題 
 
 

① 今年度はコロナの影響で、ネットトラブ
ルに関する研修会が実施できなかった。
また家庭との連携も十分ではなかった
ので、次年度の課題としたい。 

②  ③ 
生徒の自発的なルール作りや、マナー
遵守に対し意識付けを行うため、生徒
会や風紀委員の活動を活発に行う。 

・感染症予防対策として、個人的なごみを家
に持ち帰り、教室等へは捨てないように呼
びかける。また、手洗いや消毒等の徹底を
図る。 

・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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１学習活動  ２学校生活  ３進路支援  ４特別活動  ５その他 

令和２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 

 

① ２年生の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 成績が伸びた生徒の割合（1，2年） 

④ 基礎学力の定着に向けた面談の実施率 

⑤ 希望する職種に就職が内定する生徒の割
合 

① ７０％以上 
② ５０％以上 

③ ６０％以上 

 

④ １００％ 

⑤ １００％ 

 

 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% 

② ４０．７% 
③ 模試のデータが揃わなかったため、 

評価できなかった。 
 

④ 行事の関係で面談週間は設定できなかっ
たが、担任は各々面談していた。 

⑤ １００％（一般企業 61 名、公務員 1 名） 

具体的な取
り組み状況 

 

・感染対策のため、進路学習や職場の先輩
と語るは、オンラインでの実施に変更し
た。オンラインでのメリットや可能性が
分かった。 

・休校が続いたために、模試や調査の時期
がずれたため、達成度の判断はできない
部分もあった。 

 

・出前授業や富山大学訪問を９月に変更し実
施することができた。 

・応募前職場見学に積極的に参加させた。 

評  価 

 

① Ｂ 
② Ｂ 
③ － 

・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。 

 

④ Ｂ 
⑤ Ａ 

・ 就職希望者は全員内定を得ることが
できた。 

  

学校評議員
の意見 

・目標①と④の評価はＢではなくＡでもいいと思われる。評価の観点が、教員側のものと 

 生徒側のものが混ざっているので、区別して評価できる形にした方が良い。 

・数年前は地元の商工会青年部が就職の面接練習の支援をしていたと聞いている。要望が 

あればまた支援していきたい。 

 

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。 

 

・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発信していきたい。 

 

   （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） 
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１学習活動  ２学校生活  ３進路支援  ４特別活動  ５その他 

令和２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をとることの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い。 

・学校行事には熱心に取り組む生徒は多い。しかし、与えられた活動に乗るだけで、自ら 
改善点を考え、向上させようと関心を持つ生徒が少ない。 

・部活動は全員加入制を採用しており、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る生徒の割合 

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  

① ８０％以上 ② 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、生徒議会な 
ど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、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響から、学校行事に積
極的に参加した生徒は「学年スポーツ大
会」が 37.6％、「校内作品展」が 30％、
「生徒会・委員会・学級の仕事に積極的
に参加した生徒」は 36.5%と目標には達し
ていないが、91.4％の生徒が学校行事、
部活動の際に感染対策を行ったり意識し
たりして参加できた。 

・リーダーとしての貢献度を感じる生徒の
割合は 40.4%に止まった。 

・生徒アンケートの結果、79.8%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。 

・85.2%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 68.6%となった。 

具体的な取
り組み状況 
 
 
 

・生徒作品展、学校 PR 活動などを通して学
科、委員会、文化部等の成果を発表で 
きる機会を設けた。 

・スポーツ大会では、各学年実行委員会 
（生徒会、クラス役員、委員会等）の生徒
が中心となって準備を進めた。実行委員
を立ち上げたことで、生徒の意識も高ま
った。 

・感染防止対策など行事の内容を見直し、
企画した行事についての充実を図った。 

・新型コロナウイルス感染拡大の中での活動や
施設の利用については、部の顧問、部長と連
携しながら、部室や更衣室の利用方法や活動
方法を見直し、感染対策を十分講じた上でけ
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つなげた。 

 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。 

Ａ 
 

・学習と部活動との両立について、努力
している生徒が増えよい傾向である。 

・部活動では、新型コロナウイルス感染
拡大の影響から多くの大会・コンクー
ル等が中止となったが、代替大会や９
月以降に開催された新人大会、高文祭
など、少しずつ参加の機会が設けられ、
感染対策をするなど工夫して活動する
生徒が見受けられた。 

学校評議員
の意見 

・今年はコロナ禍で部活動の多くの大会が中止となった中で、部活動の成績をまとめた「滑 
 高タイムス」を読むと、開催された大会における生徒の成績が立派なのは誇れることだ。 

次年度へ向
けての課題 
 
 
 

・生徒が学校行事などに安心して参加でき
るよう、感染対策を十分行い、内容や運
営方法を工夫する。また、通年でのボラ
ンティア活動などで、生徒会を中心とし
た学校全体での取り組みを充実させる。 

・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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  １学習活動  ２学校生活  ３進路支援  ４特別活動  ５その他 

令和２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。 

･検定試験の難易度が高くな
っており、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 
者数の伸び悩み 
･甲種危険物取扱者資格試験や
ＱＣ検定３級、二級ボイラー
技士に挑戦する生徒の増加 
･家庭学習時間の不足 

達成目標 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 学年ごとの危険物取扱者
試験乙種第 4類取得者、
危険物乙種全類取得者、
危険物以外の資格検定に
取り組む。 

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   

④マリンマイスター申請者率 
 の向上（全体の底上げ） 
⑤甲種危険物取扱者試験合格  
 者１名以上の輩出 

･危険物乙種第 4類合格 
  １学年 75％ ２学年 95％ 
･危険物乙種全類または甲種 
 合格 
  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（全国平均 30％台） 

 
 
 

③生徒１人につき年間３件以 
上（３年間で９件以上） 

④申請率 80％、プラチナ・ゴ
ールドが申請者の 40％以上 

⑤合格者１名以上 
 

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）で基礎学力を充実さ
せるよう意識付けをする。 

･朝学習の効果的な活用。 
･放課後補習の実施。 
･生徒個々の学習状況を担当
者で把握。 
･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。 

･家庭学習時間を増加させる。 
･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学年 75.0％ 
２学年 97.5％ 

・危険物全類または甲種合格 
２学年 50.0％ 
３学年 85.0％ 

・甲種合格者６名 
・品質管理検定４級 
１、２学年受験者全員合格 

・３月に３級を希望者が受験
予定 

・２年生２７名合格のため、 
 目標は達成できた。 
・３年生は３名が新たに合格
し、計３５名が１級取得。 

 取得率約 90％。 

③３年生の合計取得数は約 350
（見込：平均 9.6 件）。 

④マリンマイスターは、申請率
が 77.8％（80％）であった。
内訳は、プラチナ３(4)名、
ゴールド１４(12)名、シルバ
ー１１(16)名となった。申請
者に占めるプラチナ・ゴール
ドの割合は、60.7％（50.0
％）へと上昇した。 
（カッコ内は昨年度の数値） 

⑤甲種危険物取扱者検定合格  
 者１名を輩出 

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。 

・企業で勤務している先輩 
から資格取得の重要性を
聞く。 

･放課後補習の実施。 
･生徒個々の学習状況を担当
者で把握。 
･３年の課題研究に簿記検 
定試験を取り入れる。 
 

・朝学習の充実 
・上級資格試験受験の奨励、積

極的な動機付け 
・個別指導の充実 
 

 評   価 
 
 
 

Ｂ 
 

 
 
 

・２、３月の資格検定を 
 受験する生徒もおり、評
価は暫定のものである。 

  

Ａ 
 
 
 
 

・２年生は 60％を超えた
ので、目標は達成した。 

 コロナ禍で授業時間の
確保が難しい中、好結果
だった。 

Ｂ 
 
 

・平均９件の目標は達成で
きた。マイスター申請率
は目標に届かなかったが
ゴールド以上の割合が大
幅に増加した。 

・甲種危険物取扱者試験合
格者の輩出は、滑川高校
海洋科10年間で初となっ
た。 
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・コロナ禍で検定・試験が
中止となったものがあっ
た中でよく健闘した。 

学校評議員
の意見 

・どの専門学科も資格・検定試験を積極的に受験させ、その取得率もめざましいものがある。 
 教員の皆さんのご苦労に敬意を表したい。そして、滑川高校の良き伝統として今後も継承 
していただきたい。 

・各学科を卒業後に就く職業の魅力や将来性などもしっかり伝えてほしい。 
 

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。品質管理検定、
Ｐ検の上位級合格を目指
す。英語検定など、他の資
格については、個別の進路
に応じた受験に対応する
ことを目指す。 

・現状に満足せず、一人でも 
 多くの生徒が目標を達成
できるように授業改善に
取り組む。 

・多様な選択科目の魅力を発信 
し、個々の資質・能力に応じ
た資格取得や学習内容を検討
する。 

・主体的に取り組める環境作り 
に努め、「深い学び」につな
がる指導を考案する。 
･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） 

 

 
１学習活動  ２学校生活  ３進路支援  ４特別活動  ５その他 

令和２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 
 
 
 

・役員会について、第 1 回 74%、第 2 回 71%、第 3 回 58%、第 4 回 38%の参加率であった。 
・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いる。 

 達成目標 
 
 

・役員会の参加率 ① ホームページの更新 
② リアルタイム共有システムへの登録 

・60 パーセント ① 迅速な情報発信、内容の充実に努める 
②  全学年保護者登録１００パーセント 

 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。 

・役員会の案内を早めに配布し、出欠確認
を行う。状況によっては、メールを利用
する。 

 

① 情報活用委員とも協力することで迅速に
学校行事等の情報発信に努め、保護者への
アンケート等も活用しながら内容の充実
に努める。 

② 行事予定や学年ごとの連絡等も送信する
ことで機動性をもたせ、未登録者への呼び
かけも随時行っていく。 

 達 成 度 
 
 

・第１回 100％、第２回 80％、第３回 79％ 
の参加率であった。 

・目標の 60％を上回った。 
 

・ホームページの更新： 
昨年度より分掌･学年･学科で担当者を決め
ての運用を行っているが１年を通して少し
ずつ作業方法が担当者に浸透しつつある。
ただまだ十分とは言えない。 

・リアルタイム情報共有システム： 

保護者の約 89％が登録し、昨年度よりも若干増
加している。ただし、そのうちの約 20 名は、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 
 
 

・コロナ禍で参加者を役職のある方に限定
した。 

・役員会の案内を早めに配布し、ホームペ
ージにも掲載した。 

・出欠確認の連絡封筒の返却の確認を念入
りに行った。 

 

・ホームページの更新： 
今年度は 1 学期の休校期間中に学年ごとのペー
ジを設けて担任からのメッセージをのせるなど
これまでとは異なる使用もできた。保護者へのア
ンケートについては実施できなかった。 

・リアルタイム情報共有システム： 

着信拒否が見られた約 20 名の保護者には紙面で
状況と対処法を送った。 
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評   価 
 
 

Ａ 
 

・役員会以外のＰＴＡ行事がほとんど
なかったので、学校の様子を知る機
会として、役員の参加意欲が高かっ
た。 

・連絡封筒の回収率が高く、担任を介
しての連絡が良好であった。 

 

Ｃ 
 

・Web ページは、本校を外部にＰＲする効果
的な手段であるが、まだまだ滑川高校の魅力
を発信できていない。他の教員との協力体制
も整えながら、発信し続けていくことが課題
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 

・ＰＴＡだよりは、記事の中心となる各種行事が中止、延期となり、少ないニュースソー  
 スでの編集が大変だったと思う。企画広報委員や担当の教員の皆さんのご苦労に感謝し 
たい。 

・学校のホームページの情報発信力は大きいので、その充実については、担当の教員だけ 
に任せるのではなく、専門家の意見も踏まえて学校全体で協議していくことが必要であ 
る。 
 

次年度へ向
けての課題 
 

・学校ＨＰ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）   
 


