
平成３０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２学年の学習

量は昨年度の２学年と比べ減少し中だるみ傾向がみられた。また、今年度は学習指導要領の改訂を受け、

アクティブラーニングに関する校内研修会を３回開催し、授業改善や授業力向上を目指した。今後、よ

り多くの研修に参加することで、教師の授業改善に努めたい。 

 

「２.学校生活」においては、年間の遅刻生徒の割合は、84.5％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４回、１年総合的な学習の時間９回、研修会２

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づくりに取組んでい

きたい。 

 

「３．進路支援」では、進学決定者の割合が 99.0％で、就職決定者の割合が 100％であった。生徒の進

路指導に対する満足度は進学者では 95.4％、就職者では 90.7％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、より早い段階で進路実現に向けたキャリア教育

の充実に努めていきたい。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 24 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。図書館だよりの発行回数は目標の５回であった。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。今後も指導のノウハウを積み上げ、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 29%となり、目標の 40%以上を下回った。参加者が増えるよう懇談内容や周知方法などを工夫し、

ＰＴＡ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、新学習指導要領の改訂を受け、教員自ら校内外の研修会に積極的に参加し学力向上に

つながる授業改善に努める。 

・コミュニケーション能力の育成や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。 

・より良い人間関係を築く力や社会性の育成を図るため、ＨＲ活動や委員会活動等を利用し具体的な取

組みを行う。 

・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３０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。 

達成度   

 

 

 

 

６月 外部講師を招聘し校内研修会を実施 

10月 入善高校と合同で研修会を実施 

講師：西川純上越教育大学教授 

11月 新たな学び創造事業 

本校で公開授業と協議会を実施 

具体的な取

り組み状況 

・週末課題の提出状況を常に把握するように努め、課題を全員が提出するために支援

が必要な生徒に対しては、放課後にも指導を行った。 

・普通教室の学習環境が整備されたので、ICT を活用した授業が昨年よりもなされて

いる。校外の研修会に参加し、授業力の向上を図った教員もいる。 

評価 Ｃ 

・１学年は、考査の前にはしっかり学習に

取り組んでいる様子が見られ、昨年の１

学年よりも学習量は多い。 

・２学年は、中だるみの傾向がみられた。 

・３学年は、各自進路を意識して取り組ん

でいた。 

Ａ 

研修会をきっかけに、学習指導要領改訂に

むけての、教師の授業改善が意識化された。 

 

学校関係者

の意見 

・1，2年生にとって進路選択はまだ先という意識がある。学年が上がるにつれて進路

への自覚が高まり、学習に取り組むようになるが、早い段階で将来を見据えた意識

をつけてほしい。 

・与えられた課題をこなすだけではなく、自主的に学習に取り組むような仕掛けをし

てほしい。 

次年度へ向

けての課題 

・生徒の学習状況を把握し、学習支援の強化を継続する。家庭との連携が不可欠なの

で、さらに連絡を密にする。 

・新学習指導要領や共通テストの実施に向け、継続的な研修会の実施や、授業力向上

の取り組みを増やす。 

 6 月 9 月 11 月 1 月 全体 

1年 66% 48% 85% 32% 58% 

2年 45% 40% 67% 43% 49% 

3年 78% 66% 79%  74% 

 



平成３０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 
84.5％ (1 学期 87.9％ ,２学期 72.3％  

３学期 93.1％）  

1年「総合的な学習の時間」9回 

保健委員会4回   研修会2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。 

・学期で遅刻が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。 

・遅刻回数は年間延べ329回（昨年273回、一昨年274回）であった。 

・互いに支援しあ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
設定した。 

・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、保健委員一人一人の個人テーマで、健康に関する研究・調査に取り
組んだ。その成果を発表した。 

・１年「総合的な学習の時間」では、生徒たち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・サポートトレーニングに学年全体で
取り組んだ。授業担当者の事前打合せで共通理解を図り授業に備えた。12月には校内で
生徒対象のピア・サポートトレーニング、11月には教員対象の研修を実施しともに好評
であった。１年のピアトレーニングは今年度から年間を通して実施した。 

・今年度は60時間スクールカウンセラーに来校していただき教育相談を実施した。 

評価  D 

・１学期、２学期の無遅刻生徒率が

大きく低下した。  

・延べ遅刻回数が大幅に増加した。  

Ａ  

ピア・サポートトレーニングは目標

回数を上回ることができた。  

学校関係者
の意見  

・無遅刻生徒率が低下し、遅刻回数も増加している。原因を分析し各学年と情
報を共有するとともに、しっかりとした対策を立ててほしい。  

・ピア・サポート活動については、学校行事や委員会活動など学年を超えた交
流で、先輩が後輩を指導したり、仲良くなったりする様子を知ることができ
た。今後も継続してもらいたい。  

次年度へ向

けての課題  

・昨年度に比べ、１学期における１学年・２学年の遅刻回数が大幅に増加（1学年11回→22

回、2学年25回→45回）しており、年度当初の生活習慣指導を強化する必要がある。 

・心身の条項が不安定な生徒に対するサポートをよりきめ細やかに行う必要がある。 

・ピア･サポーター養成のために、生徒会執行部員、希望者など保健委員以外の生徒にもピ
ア・サポートトレーニングへの参加を呼びかけ、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。 

・多様な生徒の心身の健康相談にも対応できるよう、教員対象の研修会の実施や専門家の
常駐など教育環境の整備が望まれる。 



平成３０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。 

・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。 

達成度 
 進学決定者割合     ９９．０% 

進路指導に関する満足度  ９５．４％ 

 就職決定者割合       １００% 

進路指導に関する満足度    ９０．７％ 

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。 

・２学年は、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。 

・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１３回） 

・放課後補習、長期休業中補習及び特別指導の実施。 ・応募前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 

今年度は進路目標の設定と取り組み

の開始時期を早める方向で動いたが、

うまくいかなかった。勉強に対する取

り組みは、例年よりも遅くなってしま

った。  

Ｃ 

就職に関しては、認識の甘い生徒もお

り心配したが、好調な求人状況に助け

られて全員内定をもらうことができ

た。  

学校関係者

の意見 

・卒業後の離職率のデータはとっていなようだが、地元企業に就職した卒業生の中で離職したとの

話は聞かない。自分で決めた職場だと思って頑張っているようだ。 

・地元の企業に就職する生徒が多く、地域経済を支える人材になってくれていることが嬉しく、あ

りがたく思う。 

次年度へ向

けての課題 

 

・進路目標の設定をもっと早く明確にして、早い段階から勉強に取り組ませる必要がある。「確かな

学力」の育成には時間がかかり、３年生になる前からの継続した学習習慣が必要である。 

・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。 

・生徒及び保護者には学費等に関する正確な認識をもたせる必要がある。 

・就職希望者に対しては、「働くことの意義」をしっかりと認識させて取り組ませる必要がある。 

・進路先が決定した後の生徒に対する指導を工夫する必要がある。 



平成３０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、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。 

達成度 ２４回        ５回 

具体的な取

り組み状況 

・生活委員会は計５回のさわやか運動に参加した。(朝日町３回、富山県２回) 

・主にボランティアサークルが地域行事への参加要請を受けて、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て活動し、舞台芸術部も地域行

事に参加して各方面との交流を図った。 

・ボランティアサークルと吹奏楽部の朝日町の有磯苑訪問(車いす清掃、慰問演奏)など、長年

継続している活動も少なくない。 

・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「ライブラリー」で先生や生徒のお薦め

の本を知らせたりし、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「ライブラリー」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ほんと向き合っている

生徒が多くみられる。また、図書だより「ラ

イブラリー」の発行により、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 

・地元のイベントにボランティアとして参加してくれた生徒が、献身的に協力してくれた

おかげで素晴らしいイベントになった。感謝したい。 

・老人施設での車椅子清掃や演奏会など、毎年実施してもらっている。高校生が来ると入

所者も元気になるので、今後も継続してほしい。 

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、生徒たちが地域社会で生きる力を養う貴

重な機会である。教職員・生徒に過重な負担とならないよう配慮した上で、今後も地

域諸行事への参加協力要請には積極的に応じていきたい。 

・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。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。 

・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」の発行を継続的に行う。 



 
 

 

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１８回であった。（全国植樹
祭ボランティア2回含む） 

・朝日町以外の生徒が多く、例年より総会やＰＴＡ進路説明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。 

達成度 １６回 ２９％ 

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、⑤⑥夏季宿泊研修（1泊2日） 
⑦朝日町ふるさと探検隊高校生ガイド、指導補助 
⑧小川・黒部川扇状地「秋の風景」写真撮影会 
⑨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）  
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」）…５回 
①舟川べり春の臨時便バスガイド体験 
②城山フィールドワーク ③バタバタ茶伝承館訪問  ④朝日町の川と鮭 
⑤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23％）であった。総会前に行った
進路説明会（進学・就職）には１０１名、２９％（前年度37％）の参加があった。時間設
定を昨年より１０分遅らせてみたが参加率は低くなった。ただ、進路説明会は参加者には
大変好評であり、アンケート結果からも保護者の関心は高い。 

・初めて「職業人（保護者）による講話」を２学年対象に12月行った。講師はＰＴＡ会長が
務め、働くことの苦労や喜び、職業の社会的な意義や役割などについて知り、生徒たちの
職業観を養うのに大いに役立つ講話となった。 

・さわやか運動（挨拶運動）や祭礼巡視、ＰＴＡ進路ツアーや持久走大会ボランティア係な
ど、平日に関わらず学校行事に積極的に参加・協力をいただいた。 

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 

参加率は総会・進路説明会のみが減少した
が、他の事業では昨年以上であった。また
県内外のＰＴＡ活動を参考に、新たな事業
を保護者と連携し行った。 

学校関係者
の意見 

・これまで観光ビジネスコースが取り組んできた朝日町での地域交流活動が、高校再編によ
り新高校が入善町に設置されることで、取り組みがなくなるのではと心配している。新高
校においても、これまでの交流を継続してほしい。 

・ＰＴＡ総会等には参加しないが、関心が高い学園祭や体育大会に参加する保護者は多い。
多くの保護者がＰＴＡ総会等に参加するよう何か工夫が必要である。 

・「職業人による講話」の講師に、生徒や地域のことをよく知るＰＴＡ会長を招いたことはよ
かったと思う。 

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。 

・各事業終了後の保護者アンケートで得た意見を役員・教職員と話し合いながら、次年度の
運営に十分活かせるよう努めたい。 

・来年度は最後の入学生となり、今後、会員数が減少していく。役員体制を３年後のことま
で考え、組織作りや活動内容、参加行事を精選していきたい。 


