
平成２９年度 学 校 総 合 評 価 

 

６ 今年度の重点課題に対する総合評価 

 

「社会の一員としての力量をもつ生徒の育成」「コミュニケーション能力の高い生徒の育成」「互いに支

援し合う生徒の育成」を３つの柱とし、次を重点課題とした。 

① 進路意識の高揚に向けて、基礎学力の定着とコミュニケーション能力の育成を図る。 

② 基本的生活習慣の確立を目指すとともに、互いに支え合う人間関係づくりを支援する。 

③ 地域社会と連携した教育活動を積極的に推進し、開かれた学校づくりに努める。 

この方向を踏まえ、各分掌・学年においてアクションプランを策定し、実施・評価した。 

 

「１．学習活動」では、個々の生徒についての状況調査と支援指導により学習の習慣化を目指した。毎

日の授業以外の学習時間が１時間以上の生徒の割合は、目標の 80％以上を下回った。特に１学年の学習

量は昨年度の１学年と比べ大幅に少なかった。また、互見授業週間を年２回設け教員の授業力向上に努

めたが、授業参観回数一人４回以上の目標には届かなかった。生徒の学習状況の把握と実態に即した指

導の工夫を一層図るとともに、わかる授業の実現をめざし，教員の授業に関する研修等を推進する必要

がある。 

 

「２.学校生活」においては、年間の遅刻生徒の割合は、84.8％となり、目標の 90％以上を下回った。

ピア・サポートトレーニングの実施回数は、保健委員会 2 回、１年総合的な学習の時間 8 回、研修会 3

回と目標を上回る回数を実施することができた。今後も、継続して基本的生活習慣の確立をめざすとと

もに、コミュニケーション能力の育成、互いが互いを思いやり支援できる学校風土作りに取組んでいき

たい。 

 

「３．進路支援」では、進学決定者の割合が 100％、就職決定者の割合が 100％であった。また、生徒

の満足度も進学者では 93.4％、就職者では 97.1％と目標を達成した。全教員による個別指導などが有効

に働いたものと考える。就職に関しては、先生方のキャリア教育的な取り組みが成果となって出てきて

おり、一層の充実が課題となっている。進学に関しては、生徒一人ひとりの能力や興味・関心に応じた

進路目標を早期に設定させ､目標に向かって努力する姿勢を育成する必要がある。 

 

「４．特別活動」では、生徒各種委員会や部活動の地域交流活動の回数は１５回と目標を大きく上回っ

た。従来の活動に加えて、各部活動が自主的にボランティアを企画・実施し、積極的に地域交流、地域

貢献に努めた。図書館便りの発行回数は６回と目標を上回った。図書館だよりで読書の重要性やお薦め

の本を紹介することで読書への関心を高めることにつながった。今後も一層内容を充実させたい。 

 

「５．その他」では、地域社会と連携した教育活動を推進してきた観光ビジネスコースでは、地域に出

掛け、四季に応じた魅力を探り、地域に情報を発信するなど体験的な学習活動を充実させることができ

た。今後においても指導のノウハウを積み上げていきさらなる充実を図りたい。ＰＴＡ総会・学年別懇

談会等への参加率は 37.3%となり、目標の 40%以上をほぼ達成できた。今後もＰＴＡ総会やＰＴＡ行事

等への参加者数増加に取り組み、活動の活性化を図っていきたい。 

 

７ 次年度へ向けての課題と方策 

 

・社会の一員としての力量をもつ生徒の育成を図るため、基本的な生活習慣や基礎学力を身に付け  

させる。また、学習に対する生徒の意識改革に努め、学習時間の増加を図るための具体的な方策を実

施する。 

・コミュニケーション能力の高い生徒の育成を図るため、ＨＲ等を使った具体的な取組みを行う。 

・互いに支援し合う生徒の育成を図るため、ピア・サポート研修の充実とその実践の機会をより多く設

定する。また、教員向けの研修の充実にも努める。 

・キャリア教育の充実を図るとともに、面接指導や小論文指導を組織的に実施する。 

・全校生徒が観光ビジネスコースの活動で得た成果を享受できる機会を拡大する。 

 



 

８ 学校アクションプラン 

平成２９年度 泊高等学校アクションプラン  －１－ 

重点項目 学習活動 

重点課題 
・学習習慣の確立と基礎学力の確実な定着 

・教員の授業力向上 

現  状 

・授業には真面目に取り組んでいるが、家庭学習時間が少なく、基礎学力が定着して

いない生徒が少なからずいる。 

・学習への意欲や関心が低い生徒がみられる。各教科から家庭学習につながる課題を

提示し、生徒の学習意欲を高める必要がある。 

達成目標 

①家庭学習の習慣が定着している生徒の

割合 

※毎日の授業以外の学習の時間が１時間以

上の生徒の割合 

②互見授業の参観回数 

  

 

 

８０%以上 ４回以上 

方  策 

・家庭学習時間調査を実施し、生徒の状況を踏まえ、より効果的な指導を行う。 

・課題を確実に提出させる。提出が芳しくない生徒には、課外での支援指導を実施す

る。 

・互見授業週間を年２回設定し、お互いの授業についての意見交換を行い、授業の改

善に努める。 

・生徒による授業評価を実施し、授業方法について研究を行う。 

達成度 

6月  9月  11月  1月  全体 

1年 55%   40%   77%   42%  54% 

2年 66%   41%   69%   40%  54% 

3年 71%   52%   76%        66% 

「互見授業週間」、「朝日中学校公開授 

業」、「校長によるアクティブラーニング

モデル授業」を合わせての参観回数 

教員一人平均３.４回 

具体的な取り

組み状況 

・学習時間が少ないことを危惧し、取り組みやすい週末課題の質と量を各学年で工夫

した。課題の提出状況を小まめにチェックし、生徒を指導した。 

・互見授業では、他教科の授業も参観し、各教員が授業方法の改善を図った。 

・校外の研修に参加し、授業力の向上を図った。 

・生徒による授業評価を実施し、その結果を共有した。 

評価 

 

 

Ｄ 

・現１学年は、昨年の１学年に比べ

学習量が大変少ないので、２年次

に向けてさらに指導方を工夫する

必要がある。 

・現２学年は、昨年の２学年とほぼ

同じ学習量であった。 

 

 

Ｄ 

・教員数が少ない中での互見授業は、

マンネリ化する傾向がある。 

学校関係者の

意見 

・家庭学習の習慣が定着しない原因を追究して、具体的な対策をしてほしい。 

・夏休みや冬休み後の月で学習の習慣がくずれていますが、その後の指導で    

以前より達成度がｕｐしている。生徒と先生達の工夫と努力が見えた。 

・教室や図書館等で、放課後学校に残って勉強する生徒を育成してほしい。 

次年度へ向け

ての課題 

・学習時間調査を継続実施し、生徒の学習状況を把握し、学習支援を強化する。放課

後の個別指導の実施や家庭との連絡強化をする必要がある。 

・教員向けのアクティブラーニングの研修会を実施したり、校外の研修会への参加を

呼びかけ、今後教員が必要とされる授業力を理解し身に付ける機会を増やす。 



平成２９年度 泊高等学校アクションプラン  ― ２ ― 

重点項目   学校生活 

重点課題 ・基本的な生活習慣の確立 

・思いやりのある学校風土の醸成 

現  状   ・挨拶などの社会の一員としての行動規範がまだまだしっかりしていない。 

・一部に規範意識が希薄で安易な生活を送る生徒が見られる。 

・昨年度の各学期の無遅刻生徒数の割合は86.3%であった。遅刻回数は274回(平成27 

年度は243回)であった。 

・自分の伝えたいことがうまく伝えられない生徒が増加し、学級や部活動での人間

関係に極度の緊張とストレスを感じ、心身の不調を訴える生徒がいる。 

達成目標 ①無遅刻生徒数 

※学期毎の無遅刻生徒数の割合の年平均 

②生徒保健委員会等でのピア・サポートト

レーニングの実施回数 

９０％以上  ８回以上 

方  策 ・早く登校する意識を高めるため、毎朝の校門指導を行う。 

・定期的に生徒の遅刻の実態を把握し、早期の指導に努める。 

・学期ごとに遅刻が３回以上の生徒は面接指導及び家庭との連携を図る。５回以上の 

生徒は、朝早く登校する機会を与え、生活リズムの改善を図る。 

・１学年「総合的な学習の時間」でピア・サポート活動を展開する。また、生徒保

健委員会等の活動であるピア・サポートトレーニングを充実させ、ピア・サポー

ターの養成に努める。 

達成度 84.8％ (1 学期 90.9%,2 学期 77.8% 

3 学期 85.7%）  

保健委員会2回  

1年「総合的な学習の時間」8回と研修会3回 

具体的な 

取組状況 

・２学期終了後、各学年に数値を提示し、分析と対策を依頼した。 

・遅刻が学期で３回を超えた生徒には反省文を書かせ、自らの生活習慣を省みる機会と

した。保護者にも協力をお願いした。 

・遅刻回数は年間のべ273回（昨年274回、一昨年243回）であった。 

・生徒保健委員会では、ピア･サポート活動として、聴く・話すなどグループワークを中

心に実施した。また、｢高校生のセルフメディケーション｣のテーマで、健康に関する

研究・調査に取り組んだ。泊高祭でその成果を展示し発表した。 

・１年「総合的な学習の時間」では、生徒の対人関係能力や自己表現能力の改善を図る

ため、担任が中心になり、TTを組みながら、ピアートレーニングに学年全体で取り組

んだ。12月には校内で生徒対象のピア・サポートトレーニングと教員対象の研修を実

施しともに好評であった。 

・専門家の助言を得る機会を設けるため、定期的な教育相談を図った。 

評価  
Ｄ  

２学期と３学期の無遅刻生徒率

が大幅に低下した。  
Ａ  

ピア・サポート活動は、目標を大

きく上回ることができた。  

学校関係の

意見  

・目標に達せるよう生活習慣を省みる機会を保護者と協力するのもいい。 

・子ども同士では挨拶はあまりしないので、毎朝校門前に先生がいるのはよい。教員か

らの声かけが励みになることもある。今後も続けてほしい。 

・朝日町人材バンクにも様々な職業経験を持っている人がいるので、ピア・サポート研

修等で講師として協力してもらってはどうか。 

 

 

次年度へ向

けての課題  

評価基準 

・２学期は、心身の不調を訴える生徒の増加により、無遅刻生徒率が大幅に低下した。

今後も基本的生活習慣確立に向けた指導に粘り強く取り組む必要がある。また、健全

な学校生活を送れるように精神的なサポートも必要である。 

・ピア･サポーター養成のために、生徒会執行部員、希望者など他生徒にも呼びかけ保健

委員以外の生徒らにも、何回かトレーニングする機会を設け互いに支援し合う仲間作

りの手助けをする機会を設けたい。 

・コミュニケーション能力の育成、互いが互いを思いやり支援できるような生徒及び職

員のピア・サポート研修の充実とその実践の機会をより多く設定したい。今年度実施

した教員対象のピア・サポート研修会はとても好評であり、継続して実施したい。 

 



平成２９年度 泊高等学校アクションプラン  －３－ 

重点項目 進路支援 

重点課題 
・進路意識の早期啓発 

・生徒一人ひとりの進路目標の達成 

現  状 

・将来の目標が明確でないため、進路決定が遅くなりがちである。自己の進路目標をできる

だけ早い時期に確定させ、落ち着いて学習に取り組ませることが肝要である。 

・四大の合格者数（特に国公立大学）が増えた。 

・看護･医療系の上級学校を志望する生徒が、年々増加している。 

・昨年度の３月末での進学決定者数は98.9%、指導について満足であったとする生徒の割合は

95.2%であった。また、就職希望者については、今年も全員が内定し、指導について満足で

あったとする生徒の割合は100%であった。 

達成目標 

①進学決定者の割合 及び 満足度 ②就職決定者の割合 及び 満足度 

進学決定者数       100％    

進路指導に関する満足度 70％以上 

就職決定者数       100％    

進路指導に関する満足度  70％以上 

方  策 

・社会的・職業的自立に向けて必要な能力等を育てる活動の充実を図る。 

・１年次から上級学校や入試のしくみ等への理解を深めさせ進学への意識を高める。 

・１年次から学力の向上に努め、志望校に合格できるようにする。 

・県内の産業界で活躍する人物や若い卒業生を招聘した進路支援講座を開き、企業の実態や

望ましい人材について知らせ、勤労観や職業観の育成に役立たせる。 

・希望する企業について、応募前に十分に企業研究をさせ、職場見学会や企業説明会などへ

の参加を推奨する。 

・個別の面接を頻回にし、面接練習等に早期から取り組ませて個別指導を充実させる。 

達成度 
進学決定者数     100％ 

進路指導に関する満足度 93.4％ 

 就職決定数      100％ 

進路指導に関する満足度 97.1％ 

具体的な取り

組み状況 

【１・２学年】 

・進路ガイダンスや講演会等の実施。  ・年３回の模試の実施。 

・夏季休業期間に東京方面の１泊２日の研修旅行（大学・企業見学）を実施。（２年） 

・卒業生と語る会（受験報告会）の実施。 

【３学年】 

・進学模試、看護医療系模試及び就職模試の実施。（合計年15回程度） 

・放課後補習、長期休業中補習及び特別指導の実施。 ・職場見学への参加の奨励。 

・３学年と連携しての進路関係の説明会の実施。 ・企業訪問の実施。 

評価 

 

 
C 

・進学指導において、個別の面

接指導や小論文対策を充実さ

せることで四大や短大、看護医

療系専門学校への合格者を

出すことができた。 

 

 

Ａ 

・就職指導において、面接や学力試験

対策を実施したが、一般企業の第 1

次の試験で数名が不合格となった。 

学校関係者の

意見 

・１年次から確かな学力や進路意識の向上を図ることが、後の満足度につながる。 

・就職決定者数100％は心強い。 

・実際に働いてみないとわからないこともあるので、自分のやりたい事、できる事を前

もってしっかり考えて決める事が大事である。 

次年度へ向け

ての課題 

 

・進路目標の設定をもっと早くにするべきである。目標が決定しても実現に向けての取りかかり

が遅いため十分に対応できない生徒がいる。また、国公立大学や看護上級学校への進学を

目指すためには「確かな学力」が必要であり、１・２学年のうちから粘り強く学習を続けていく必

要がある。 

・推薦やAOによる出願が多いため、内容の充実した社会観や学問観がないと小論文や面接に

的確に対応できない。早くからの対策が必要である。 

・生徒及び保護者に学費等に関する正確な認識をもたせる必要がある。 

・安定した求人数を確保するために、早期から会社訪問に行くことが大切である。 

・進路先が決定した後の指導を工夫する必要がある。 



平成２９年度 泊高等学校アクションプラン  －４－ 

重点項目 特別活動 

重点課題   ・生徒会活動や校外活動の活性化 

現  状 

・よりよい学校生活、社会生活を築こうとする自主的、実践的な態度に課題があり協調性に欠け

る生徒もいる。 

・朝読書に取り組むことで学校全体に落ち着きがでてきている。これからも朝読書を通して読書

習慣を身につけさせ、生徒の教養を深め、表現力の向上や豊かな人間性の構築につなげる必要

がある。 

達成目標 

① 生徒会各種委員会、部活動による地

域交流活動の回数 

②生徒図書委員会図書館だより「ライブラリ

ー」の発行回数 

８回以上 ５回以上 

方  策 

・生徒会執行部の活動を幅広くし、各種委員会や部活動による地域連携ができるような取り組み

を数多く企画し、多くの生徒に参加を呼びかける。 

・年間を通し、ホームルーム計画委員とクラス会長が中心になり、各クラス独自のホームルーム

活動の立案・準備・運営にあたらせる。 

・体育大会、泊高文祭、球技大会等の学校行事で広く生徒の意見を集約し活性化を図る。 

・教室での朝の１０分間読書を継続する。 

・学習での利用を含め、利用促進のために開館時間を確保する。 

・生徒が図書館に行きたくなる本の選定や環境を整備する。 

・読書の意義や重要性について広く知らせるとともに、多くの良書との出会いの機会を提供でき

るよう「ライブラリー」の発行を行う。 

達成度 １５回 ６回 

具体的な取

り組み状況 

・生活委員会ではさわやか運動を２回実施した。 

・ボランティアサークルが地域行事の要請を受け、運営に携わった。また、吹奏楽部やホームメ

イド部が自主的にボランティア活動を企画し、活動した。舞台芸術部においても地域に活動発

表を行い、交流を図った。 

・例年行っている地域交流活動の一貫として、ボランティアサークルと吹奏楽部が朝日町の有磯

苑を訪問し、車いすの清掃や演奏を行った。 

・よりよい学校生活に向け、意見箱を設置して意見集約を行い、各委員会などと連携しながら進

めている。 

・図書室前での新入荷図書を提示したり、図書だよりで先生や生徒のお薦めの本を知らせたり、

本に興味・関心を持つ動機付けにした。また、図書委員には図書だよりの発行自体が本に触れ

る契機となっている。 

評価 
Ａ 

 

地域からの参加協力要請や生徒会執行

部の呼びかけなど、自主的な行動の中

で生徒がそれぞれの立場で様々な活動

に意欲的に取り組む姿勢が見られた。 

Ａ 

 

朝読書の時間は静かに本と向き合っている生

徒が多い。また、図書だよりでの本の紹介と併

せて、本との出会いの機会となっている。 

学校関係者

の意見 

・子どもたちが校外へ出て活動するのは、社会へ出てからも役に立つ。 

・朝日町図書館との連携を図り、他校生や地域の方にお薦めの本を紹介してもらい、「ライ

ブラリー」に載せるのもいい。 

次年度へ向

けての課題 

 

・校外活動は地域貢献への重要な機会であり、生徒たちにとっても力を発揮するよい

機会であると考えている。来年度も地域諸行事への参加協力要請に積極的に応じて

いきたい。 

・文化部の生徒を中心に自主的にボランティアを企画し地域との交流を図りたい。 

・手軽に情報を手に入れることができるモバイル機器の発達に伴い、生徒が本に親しむ機会

は確実に減少している。電子書籍で雑誌を読むこともできる時代だが、紙の書籍の良さや

意義を、実際に本を手に取ることで知ることのできる機会を設けていきたい。 

 



 

平成２９年度 泊高等学校アクションプラン  －５－ 

重点項目 その他 

重点課題 
・ふるさとの魅力を探究し発信できる生徒の育成 
・保護者と連携した教育活動の推進 

現  状 

・昨年度の観光ビジネスコースの校外での体験的な学習の機会は１５回であった。 
・ＰＴＡ総会への保護者の出席率が約20％と低い。 
・「さわやか運動」や「祭礼巡視」の活動にはＰＴＡ役員の方々に積極的に協力をして
いただいた。 

達成目標 

①観光ビジネスコースの校外での体験
的な学習の機会 

②ＰＴＡ総会・学年別懇談会等への参加率 

１２回以上 ４０％以上 

方  策 

 
 

・観光ビジネスコースの継続すべき校外学習の機会のあり方を見直し、学習成果を地域に直に

発信する活動を充実させる。 
・リアルタイムやＨＰの活用により、保護者に本校教育活動内容や行事を知ってもらい、学校
への一層の関心を持ってもらう。 

・年１回の総会にたくさんの保護者の方に参加していただくため、例年より開始時間を遅らせ
る。休日勤務や町外の保護者の方が参加しやすいような時間設定の変更を行う。 

達成度 １８回（全員参加は１３回） ３７．３％ 

具体的な取り

組み状況 

・観光ビジネスコースにおいて取り組んだ校外での学習機会は次のとおりであった。 

２学年（科目「観光基礎」「総合的な学習の時間」ほか）…１１回 
①舟川べり「春の風景」写真撮影会、②③朝日町ガイド研修下見（２回） 
④朝日町ガイド研修、⑤朝日町ふるさと探検隊高校生ガイド、指導補助 

⑥小川・黒部川扇状地「秋の風景」写真撮影会 
⑦中高連携事業「教育講演会」前の活動報告（観ビプロジェクト）  
⑧⑨朝日町こころの旅関連（取材同行と当日ガイド ２回）⑩台湾研修旅行 

⑪実践発表会（３月） 
３学年（科目「エリアスタディ」）…７回 
①舟川べり春の臨時便バスガイド体験 

②③全国植樹祭魅力発信ボランティア（ガイド原稿作成、当日添乗） 
④城山フィールドワーク ⑤バタバタ茶伝承館訪問  ⑥朝日町の川と鮭 
⑦宇奈月フィールドワーク ※実践発表会にも参加 

・ＰＴＡ総会（５月）の保護者参加率は約23％（前年度22％）であった。総会前に行った進路
説明会（進学・就職）には130名、約37％（前年度26％）のたくさんの参加があった。時間設
定を例年よりさらに遅らせたことや進路説明会が２年目＜２回目＞となり、関心（とくに就

職）を持っていただいたことが大きいと考える。 
・ＰＴＡ進路ツアー（10月）には１８名（前年度11名）の参加があった。進路委員会活動とし
て保護者アンケートを行ったことや開催時期を10月に変更したことが参加者拡充につながっ

たと考える。 

評価 Ａ 

地域の四季に応じて計画した、体験的
な学習が実施できている。少人数なが
ら地域団体の要望にも最低限応えるこ
とができた。 

Ｂ 

わずかに数値目標には届いていないもの
の、各行事・活動に参加人数が昨年度より
増えた。 

学校関係者の
意見 

・ふるさとの魅力を探し、伝えようとする姿勢に町民として心が動かされる。 

・ガイドボランティアとして泊高ＯＢ・ＯＧがガイドを担当できればいい。 

・ＰＴＡ活動への参加者が少ないのが課題だ。１度も参加していない人が参加するように
何かしら工夫し、少しでも参加人数が増えるようにしてほしい。 

次年度へ向け
ての課題 

・コース所属の２年間における、育成プログラムの検討、研究を続けたい。 
・２年次の夏季宿泊研修及び観ビプロジェクトでは、毎年、大学関係者の指導を受けさせ
たい。 

・近隣地域にフィールドワークに出る際の交通手段の確保に努めたい。 
・参加率増が一時的にならないよう教育・安全情報システムやＨＰ、アンケート結果の報
告などを活用し、保護者に本校教育活動内容や行事の周知を図り、学校への関心を持っ
てもらう。 

・ここ数年来課題であったことが少しずつ良くなっている。さらに子供たちの豊かな成長
のため、活動内容を吟味し、ＰＴＡ活動を通して学校・家庭・地域を繋ぐ取り組みの充
実を図りたい。 


