
                            

富 山 県 立 泊 高 等 学 校 

平成３０年度 学 校 経 営 計 画 

 

１ 学校教育目標 

「誠実礼譲 研学精励 自律協同」の校訓のもと、知・徳・体の調和のとれた全人教育を行い、国家社

会の形成者としての有為な人材を育成することを目指す。 

 

２ 学校の特色 

全日制課程普通科９クラスからなり、普通科の中に観光ビジネスコースが設けられている。初代校長が

唱えた”熱と意気と力”を合言葉とし「社会人としての力量をもち」「コミュニケーション能力が高く」「互いに

支え合う」生徒の育成を目指し、地域との繋がりを大切にしながら、活力ある学校づくりに取り組んでいる。 

教育課程は柔軟な選択履修が可能となるように理系、文系、観光ビジネスコースの類型及び多数の

選択科目により編成されている。また、よりきめ細やかな指導が可能となるように数学、英語では少人数

クラスにより授業を実施している。英語検定などの資格取得にも積極的である。県内唯一の新しいタイプ

のコースとして開設された観光ビジネスコースでの国際感覚と情報技術、地域社会を学ぶ学習活動は生

徒の確かな学力、豊かな人間性を着実に育んでいる。また、中高が連携しての取り組みも推進されてお

り、教師間の交流、部活動の交流、講演会が実施されている。 

人間関係形成・社会形成能力の育成に向けての教育活動を重視しており、全校をあげての計画的な

ピア・サポート活動、すべての生徒が体験する保育園でのインターンシップ、生徒会とボランティアサーク

ルが推進するボランティア活動を実施している。 

生徒の一日は、朝の１０分間読書から始まり、落ち着いた雰囲気の中で授業が行われている。放課後

の部活動への生徒の加入率は高い。アーチェリー部やバスケットボール部では、ヨーロッパやアジアの

大会で活躍する選手も輩出している。 

 

３ 学校の現状と課題 

生徒は素直であり、与えられた学習課題にはまじめに取り組むが、主体的とは言いがたい。基礎学力

を充実させ、知的好奇心や有能感を育てるとともに進んで学ぼうとする意欲を高めることが必要となって

いる。また、その基盤としての自己を統制する力の育成を図るため、学習はもとより教科外活動において

も指導上の工夫が必要である。その趣旨のもと「学習をはじめとする生活全般について、主体的な自己

啓発の意欲を喚起するには、どうすればよいか。」を学校課題として設定した。 

小規模校であり、個々の生徒に寄り添ってのきめ細やかな指導が可能である。その利点を活かしなが

ら、学校課題の解明に向けて、次の５点を重点課題として教育活動を推進させたい。 

① 主体的・協働的な学びを育む授業改善に努め、主体的に学習に取り組む態度の育成に努める。 

② 基本的生活習慣の確立と規範意識の高揚を目指すとともに、社会的責任感の涵養を図る。 

③ 生徒一人ひとりの進路意識を高め、基礎学力の向上と志望進路の達成に努める。 

④ ピア・サポート研修を通し支え合い協力し合う心を養うとともに、サポーターの育成に努める。 

⑤ 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。 



 ４ 学校教育計画 （平成３０年度） 

項   目 目標・方針及び計画 

(１) 
学習活動 
重点１①② 

目標 
○学習習慣の確立による学習時間の増加と基礎学力の向上 
○教師相互の学び合いによる授業力の強化 

計画 

○日々の学習調査により、家庭学習量を点検し、家庭学習の習慣化を図
る。 

○課題についての計画的な学習を促し、期限内の提出を常態化させる。 
○計画的に質問教室を実施し、学習内容の定着を図るとともに学習意欲
の向上を図る。 

○ 互見授業の実施や考査問題の共有化を図るとともに、主体的で深い学
びの実現に向けた授業改善のための校内研修会を実施することで、教
員同士の学び合いを進め、指導力の向上を図る。 

(２) 
学校生活 
重点２①② 

目標 
○時間を意識して行動する能力と社会の一員としての自覚の育成 
○心身ともにたくましく、互いに支援し合う生徒の育成 

計画 

○毎日の校門指導を通して、余裕のある通学を促し、朝の余裕が一日の
充実に繋がることに気づかせる。 

○諸活動において、ＰＴＡや地域の方とともに活動することで、社会の
一員としての自覚を育てる。 

○学校独自の交通安全指導計画で、通学路での安全指導を行うことによ
り、ルール遵守の意識を育てる。 

○１年の総合的な学習の時間で行う「ピア・サポート」のトレーニング
を通し、子どもたちの対人関係能力や自己表現能力等の改善を図る。 

○保健委員の生徒などでピア・サポート研修会を実施し、保健委員会活
動を通しピア・サポーターの養成を図る。 

○臨床心理士の助言をもとに定期的な教育相談会を図り、学校と家庭と
の連携を密に行う。 

(３) 
進路支援 
重点３①② 

目標 
○進路意識の早期啓発 
○希望進路の実現 

計画 

○外部講師による進路講演会、ガイダンス等を年３回以上、各学年で設
定する。 

○希望進路の実現・進路について考える時間と情報提供の場を多く設定して
１年次から進路についての関心をもたせるようにする。 

○ 早期（８月中）に個別進路指導（出願書類、面接指導や小論文指導）
計画を立て、全教員で３学年の個別進路指導を担う体制を構築する。 

(４) 
特別活動 
重点４①② 

目標 
○ホームルーム活動、生徒会活動、校外活動への積極的参加 
○読書の習慣化による基礎学力の向上 

計画 

○「年間ＨＲ計画」の作成により、クラス独自のホームルーム活動の立
案・準備・運営を促す。また、学校行事の企画においても事前アンケ
ートや意見集約を行い生徒の主体的な参加を促す。 

○ 掲示板や生徒会報を利用し、部活動や諸活動の結果、情報発信に努め
る。 

○生徒会執行部、各種委員会、部活動、ボランティアサークル等の活動
により活性化を図り地域貢献に努める。 

○１０分間の朝読書を実施することで、落ち着いた雰囲気で一日の学校 
 生活をスタートさせるとともに、読書を通して文章に親しみ、読解
力、思考力の向上を図る。 

○生徒図書委員会が、図書館だより「ライブラリー」の発行、推薦図書
や新着図書案内コーナー、簡易学級文庫の設置をする。 

○ ホームルーム活動や授業での図書館利用を促す。 

(５) 
その他 

重点５①② 

目標 
○地域社会と連携した教育活動の推進 
○開かれた学校づくりの推進 

計画 

○観光ビジネスコースにおいて地域社会との関わりを活かした体験的な
学習を充実させる。 

○家庭と地域との連携を深めるとともに、学校ＨＰやＰＴＡだより等に
よって積極的に情報を公開し、信頼される「開かれた学校づくり」を
推進する。 

○ さわやか運動や祭礼巡視など地域貢献活動への積極的な参加によって
地域と一体となり生徒の育成に努める。 

 



５ 今年度の重点課題（学校アクションプラン） 

平成３０年度 泊高等学校アクションプラン   －１－ 

重要項目 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アクティブラーニングに関する校内研

修会の開催 

 

 

８０%以上 ３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。 

・学習指導要領改訂を受け、アクティブラーニングに関する校内研修会を開催し、学

力向上につなげるための授業について学び、自らの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。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 

 

 

 

平成３０年度 泊高等学校アクションプラン   －２－ 

重要項目   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の割合は84.8%(平成28年度は86.3%)であった。遅刻回

数は273回(平成28年度は274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無遅刻生徒の割合 

※学期毎の無遅刻生徒の割合の年平均 

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。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 



平成３０年度 泊高等学校アクションプラン   －３－ 

重要項目 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。 

・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100%、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97.1%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 

進学決定者割合      100％    
進路指導に関する満足度 70％以上 

就職決定者割合       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。 

・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。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 

 

 

平成３０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

協力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が、読書習慣が身に

ついていない生徒が一部に見られる。これからも朝読書を通して生徒の教養を深

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、ホームルーム運営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において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。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 



平成３０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。 

・朝日町以外の生徒が多く、例年より総会やＰＴＡ進路講演会の開始時間を遅ら

せ、町外や休日勤務の保護者の方が参加しやすい時間設定に変更した。 

・さわやか運動や祭礼巡視の活動にはＰＴＡ役員の方々が積極的に参加され協

力いただいている。 

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。 

・学校ＨＰ・リアルタイムで情報を発信し、保護者に行事や本校教育活動内容の

周知を図る。行事の後にアンケートを実施し、保護者の意見を伺い今後の参考

にする。 

・学校とＰＴＡ会長及び役員との連絡がとりやすい環境を整備する。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 

 


