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  平成２９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 

  本校では、(1)知性の向上、(2)品性の向上、(3)信頼される学校づくりの３つの観点から重点目

標を設定し、学校経営に係る課題に取り組んだ。 

 

（１）知性の向上に関しては、学習の基礎・基本の定着及び生徒の自主的な学習力の向上を目指し

た。併せて教師の授業力向上の取り組みを進めた。この結果、前者では、教科や学科が行う小

テストや資格検定指導等がスモールステップで生徒の達成感や自信に繋がる点で有効だった。

また、その取組みを家庭学習時間の確保に繋げる生徒もみられた。しかし、家庭学習時間量は、

生徒を取りまく学習環境によって左右されやすく、主体的で継続的な学習習慣の確立が困難な

生徒には、「学び直し」の発想に立った地道な取り組みを継続した。また生徒が進路や自己の生

き方や在り方について考えていけるよう、専門学科と同様に普通科におけるキャリア教育にも

配慮して取り組んだ。一方後者では、教科内及び他教科の互研授業を活用し、授業の魅力化や

教科における「対話的で深い学び」の在り方について検討した。加えて、授業の魅力化を「学

習意義を説得することの必要性」に特化した校内研修を実施し、実践事例に対し講師から助言

を受けた。 

（２）品性の向上に関しては、基本的な生活習慣の確立と自律意識及び自己肯定感の育成を目指し

た。挨拶・服装・マナーに関する生徒の意識調査では、いずれも 9割以上の生徒が達成したと

自己評価をしている。また、校内から出るゴミの分別を重点項目に取り上げ、生徒総会や全校

集会時に保健委員長から分別の仕方について説明し徹底を呼びかけた。生徒への生徒による呼

びかけは、意識を高める上で効果が見られた。 

(３) 信頼される学校づくりに関しては、家庭や地域とのより良い連携の推進を目指した。例えば

「ＨＩＭＩ学」等の学習活動や学科の課題研究、部活動、ボランティア活動等を通して地域と

の連携を進めた。重点目標に設定した地域の交流活動等への参加者数は、生徒会執行部、学科、

学年、部活動を中心に活動し、毎年増加している。また、保護者には、ＰＴＡ活動への参加促

進などの情報発信に努めた。年間を通して保護者参加率が高かった学年は、低学年次の初期指

導から、参加の意義について説明に努めた学年であった。また、情報活用でも、教育情報メー

ルの保護者登録率は、1学年次の登録以降、年次進行では大きく推移することはなかった。この

ことからも低学年次における生徒及び保護者への登録意義についての説明等の初期指導が重要

と言えた。 

 

７ 次年度へ向けての課題と方策 

  本校では、各学科内で生徒の学力や進路希望の多様化が顕著に見られる。この状況に対して、

「わかりやすい授業」「学力を伸ばす授業」を念頭に置いた学習指導や、多様な進路希望を実現す

るために、キャリア教育を含めた進路指導の充実を今後一層心がけることが重要である。 

  また、生徒の人間的な成長を支援すると共に、クラス及び生徒会・各委員会には、集団及び組

織としての主体性をさらに高めさせたい。そのためには、例えば、地域連携として既に定着した

「さわやか運動」等で、生徒がお互いを高め合い、本校生としての誇りを持ち、社会と係わる学

びの体験となるような取り組みの工夫を図ることに取り組んでいきたい。 

 



（様式５） 

8．学校アクションプラン 

（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29年度 氷見高校アクションプラン －１－ 
  重点項目   学習活動（生徒の家庭学習習慣の定着と教師の授業力向上） 

  重点課題   自主的学習態度の育成と授業の改善 

  現  状 ・平日の家庭学習時間が２時間以上の生徒(H28年度 普通科) 

９月調査(第1週) 
(9/1～9/7) 

平日 １年 26％ ２年 19％ ３年 66％ 全学年 37％ 

休日 １年 63％ ２年 66％ ３年 80％ 全学年 69％ 

11月調査(期末考査直前) 
(11/23～11/29) 

平日 １年 35％ ２年 42％ ３年 66％ 全学年 47％ 

休日 １年 73％ ２年 83％ ３年 78％ 全学年 78％ 

・１、２年生においては、日々の学習習慣の確立に、課題が残る状況である。一方で、定期試験に向けた学習時間さえ
も確保できていない生徒も多く、二極化の改善が課題である。また、平成２８年１２月実施の授業についてのアンケー
ト調査では、授業はまじめに取り組んでいると自己評価する生徒は９０％を超えるが、予習・復習を積極的に実施する
生徒は、５０％を割っている。 

・専門学科では、専門教科と普通教科の連携を図り、授業を基本とした課題の提出、小テストによる普通教科の計画的
かつ自主的な家庭学習習慣の定着に努めている。 

  達成目標 
  

① １週間の家庭学習時間(普通科対象) ② 互研授業の見学回数 
合計１５時間以上の生徒が 
1年50％以上  2年60％以上  3年70％以上 

１人年間３回以上 

③ 意欲的・主体的に学習に取り組めたと自覚する生徒
の割合(学習満足度調査、生徒自己評価) 

④ 互研授業に関する教科部会 

  70％以上 教科部会で検討１回以上(年間) 

  方  策 
 

・進路統一HR等を取り入れ早期に進路目標を立て、学習に取り
組むよう指導する。 

・学習計画表をもとに、丁寧な面接指導等を行う。 
･ 計画的に週末課題や小テストを実施し、家庭学習習慣を定着
させる。 

･ 読書を通して意欲や読解力の向上を喚起できるよう工夫する
。また 平成28年度試作のマスタリーラーニング教材の有効
的な活用を進める。 

・1、2学期に「互研授業週間」を設定し、授業研究を行
う。 

・｢互研授業週間｣終了後、教科部会で授業のあり方に
ついての検討を行うことで、学力観の共有と指導法
の改善を図り、その成果を報告する。 

・シラバスの作成を通して、評価規準及び指導計画の
改善を図る。 

達 成 度 ① 合計15時間以上の割合(9月→11月) 
1年:26％→80％ 2年:28％→80％ 3年:80％→88％ 

② 年間３回以上互研授業に取り組んだ割合 
            74％ 

③ 自己評価（生徒） 
学習充実度･･･72％  授業満足度･･･80％ 

④ 教科部会で検討を１回以上実施した割合 
100％ 

具体的な 
取組状況 

１週間の学習時間調査より 
９月調査(第１週) 

 １年 ２年 ３年 
15h以上 26％ 28％ 80％ 
25h以上 4％ 6％ 45％ 

１１月調査(第４週) 
 １年 ２年 ３年 

15h以上 80％ 80％ 88％ 
25h以上 33％ 28％ 73％ 

・１週間の合計で単純に比較すると、15時間以上学習する生徒
が大幅に増えたといえるが、１１月の調査週は、期末考査の
前週であった。 

・互研授業週を１学期に１回、2学期に1回、設けた。ま
た地域及び保護者に授業公開日を各学期に１回ず
つ設定した。 

・互研授業に関する教科部会の設定及び新任者の研
究授業の参観を活用するようにした。 

・互研授業後の教科部会は全教科が実施し、｢主体的
・対話的で深い学び｣の授業について話し合いを持
った。 

評価 ① Ｂ     ③ Ｂ      ② Ｂ     ④ Ｂ 
・各学年とも、１週間トータルの学習時間は増えているが、学習
習慣が定着した成果とは言い切れない。 

・授業についての生徒アンケート結果から、学習充実度・授業
満足度で目標を達成できた。 

互研授業の取り組みの意識や教科の枠を超えて参観
する意識が教師側に向上している。 

学校関係 
者の意見 

・互研授業後の教科部会での「主体的・対話的で深い学び」に関する話し合いでは、教科毎の具体的な視点を定めな
いと単なる掛け声・建前に終わり、改善にはつながらない。 

・全国学力調査では、平日2時間以上勉強（塾等も含む）している中３生徒の割合は、県(約25％)、国(約35％)である（土・
日は県・国とも約42～43％）。このことを勘案しながら資料を見ると、週15時間以上の割合が各学年とも11月は９月に
比べ上昇している。対策が功を奏していると考えられる。 

・２年生における９月調査は、19％と低下している。これは学校行事等の関係もあり、例年このような数値になるとのこと
だが、逆にこの数値をアップすることができれば、生徒や先生方の意識改革になると考えられる。 

・氷見高独自のマスタリーラーニング教材を活用し、正に「学び直し」の発想に立った地道な取組が大切である。①いつ
やるか（時間の確保）、②目標点をクリアしない場合はどのようにするか（補充指導の方法）、この２点に特化してやる
ことが肝要と考える。 

・学習満足度の生徒自己評価について、学習充実度と授業満足度とは何か、具体的な説明がほしい。 
次年度へ 
向けての 
課題 

・生徒の家庭学習時間の増加と教師の授業の質の向上を並行
させ、継続し粘り強く取り組みたい。 

・マスタリーラーニング教材の活用方法の工夫を図るとともに、
生徒相互による教え合いの仕掛けを工夫することを課題とし
ている。 

次年度も継続して取り組むとともに、実施率100％を目
指して実施方法の改善を図りたい。 
また、学習指導要領の改訂に向けて、教師一人ひとり
の授業力アップを図れるようにしたい。 



平成29年度 氷見高校アクションプラン －２－ 

  重点項目   学習活動（教科実践力の育成） 

  重点課題   実践的学習活動の定着 

  現  状  ・生徒の学力差が拡大していることや、計画的な学習の取り組みに対しても意識と行動に格差が生じてい
る。これらの二極化に対して、国語や英語、数学等の普通教科では、年間の学習計画を生徒に予め示す
ことで学習意欲を高めていく必要がある。 

・農業科･水産科･家庭科･商業科などの専門教科では、基礎学力の向上と専門内容の定着を図るため、クラ
ブ活動や地域と連携した実践活動及び様々な検定取得、補習や小テストの実施を通して、学習習慣の確
立と意欲の向上を目指している。 

  達成目標  ① 小テストの実施回数 

(国語科･英語科･理科) 

② スピードテストの実施回数 

(数学科) 

国・英：各年間10回以上 

理科：物･化･生：各年間10回以上 

年間50回以上 

③ 家庭科技術検定１級合格者数 

(生活福祉科) 

④ 1人当たり検定合格種目数 

(農業科学) 

  延べ50名以上 4種目(1年)､6種目(2年)､7種目(3年)ほか 

⑤ 地域交流活動への参加者数 

(海洋科学科) 

⑥ 全商検定試験１級合格者数 
(ビジネス科) 

 延べ100名以上  延べ100名以上 

  方  策 ・学期毎に、生徒に実施計画を示し、目標を持って学習に取り組ませる。 
・同じ単元を繰り返して取り組ませたり、誤りを確認させたりするなど、反復学習の習慣を身に付けさせ
る。また、目標達成の課題を設定し、学習計画を各自で作成させるなど、学習への意識を高めさせる。 

・年間を通じた計画的な指導により、自主的な学習を促すタイミングを逃さないようにする 

  達 成 度  ① 国語科:100％  英語科:100％ 

理科:100％ 

② 数学科：１年普55回 専56回， 

２年普61回 専40回，３年普53回 専0回 

③ 延べ88名：食物17、被服（洋）10（和）9 

保育(造形)11(音ﾘ)5,(言語)11,(家看)25  三冠
王4名、二種目8名、保育全種5名 

④ １学年   55％ 

２学年  100％ 

３学年  96％ 

⑤ 参加者延べ人数１１４名 ⑥ １３２名 

具体的な 

取組状況 

① 国語科：各学年・学科の状況に応じ、漢字テストや単語・文法テストを実施した。実施回数は、1年普
専25回、2年普30回、専29回、3年普24回、専27回。        
英語科：各学年・学科の状況に応じ、単語テストや文・語法テストを実施した。実施回数は、 
1年24回、2年27回、3年24回。 
理科：物理は1年5回・2年5回・3年5回の計15回実施。化学は、2年が年5回の定期考査前に各2回ずつで
計10回の実施。3年が年間12回実施。生物は1年3回・2年4回・3年10回の計17回実施。 

② 数学科：主に計算力を強化するため、スピードテストとして週２回実施している。職業科では学科行
事などのため，できない期間があった。 

③ 生活福祉科：小項目毎の確認テストや課題により繰り返し知識の定着を図り、実技は授業以外に放課
後や、休日に指導した。生徒自身が課題をみつけることで自主性が高まった。 

⑤ 海洋科学科：地域社会との交流を主として、販売実習の体験や漸く栽培に成功したサクラマスの養殖、
途中で間引かれる魚の商品開発、クルマエビの稚エビ放流等に取り組んだ。それらの活動を通し、生
徒は海洋環境への関心及び進路意識の向上や向学心を養うことができた。 

評価 ① 国  Ａ   英 Ａ   理 Ａ  ② 数 普通科 Ａ， 職業科 Ｂ  

③   Ａ ④  Ｂ 

⑤    Ａ ⑥  Ａ 

学校関係 

者の意見 

・学力差のある現状での指導は大変だと思う。小刻みの評価は大変だが、効果があると思う。 

・二極化という現状の中、小テストを活用しスモールステップで達成感を味わわせる方法、あるいは検定

合格者数の増加を指標に掲げる方法は、効果的であると考える。更なる効果を期待し、生徒個人の目標

と学級集団としての目標をリンクさせ、それぞれの「科」が切磋琢磨する体制の確立が求められる。 

・小テストの実施回数の物・化・生の評価がＡとなっているが、回数の記載が無い。（これを受けて本書は

回数を加筆した。） 

次年度へ 

向けての 

課題 

③ 資格取得者の達成感は高く、取り組む過程で実践力がつき自信となり進路実現にも有利なので、次年

度も検定合格レベルの向上や、合格者数の増加を目指す。 

⑤ 地域の水産に関する６次産業化に備え、より専門性を強く学べるように産官学で行う実験実習や、新

しい水産業を創造できる人間育成を目指す。 

（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 



（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29年度 氷見高校アクションプラン －３－ 

  重点項目   進路支援（進路支援力の向上） 

  重点課題  進路意識の高揚と進路目標の達成に向けての支援 

  現  状 

  

・毎年4月の進路希望調査で、国公立・私立の別、県内・県外の希望の別を集約している。調査結果に対し、
最終進路が違った生徒を調査すると、昨年は2～3割程度であった。また、１年生の結果では、進路未決定
の生徒が普通科25名（昨年18名）専門学科9名（昨年19名）で、普通科の生徒に進路未決定者が多い状況
にある。また、２年生においては、普通科及び専門学科の進路未決定者数はクラス平均約9％である。 

□第３学年の進路希望状況調査（概略）    (Ｈ29年４月調査) 

 大学 短期大学 専門学校 就職 未定 計 

普 通 科 １１０ １０ ２８ ６ ３ １５７ 

専門学科 ２３ １８ ４１ ３８ ０ １２０ 

昨年度 大学 短期大学 専門学校 就職 未定 計 

普 通 科 １０８ １１ ３１ ８ ０ １５８ 

専門学科 １６ １６ ３３ ５５ ０ １２０ 

３年生の進路希望調査の結果を昨年度で比較すると、特に目立つ項目として、次の点が挙げられる。 

・普通科では表の数値は、ほぼ昨年と変わらない。大学進学希望の内訳は、国公立大学志望者が昨年より15

名程度多く、私立大学希望者は15名程度少ない。 

・専門学科では就職希望者が少なく、大学と専門学校の希望者が多い。 

  達成目標 

  

① ３年４月進路希望調査に対して ② 進路に関する個人面接(第1学年) 

  普通科 ：第一志望達成率 50％ 

  専門学科：第一志望達成率 75％ 

早期(1・2学期)に計４回以上 

③ 進路意識の明確化(第2学年) ④ 進路希望の実現(第3学年) 

 ２学期末までにおける進路未決定者数の割合  

クラス：5％以内 

 （普通科・専門学科合算） 

進学希望者の国公立大合格35人以上 

就職希望者の就職内定率100％ 

  方  策 

 

・校内模試（課題テスト）や小テストを有効に活用するとともに、模擬試験を効果的に活用して、学力を
伸長させる。 

・１年間の進路行事やホームルーム活動でのキャリア教育を計画的に実施するよう働きかける。また、そ
のときに有効に使えるデータを進路指導部から学年に提供する。 

・進路に関する資料を整理し、面談では進路情報を活用して、内容の深化を図る。 
・各学年主任と連携し、３年間を見通した進路指導を行う。 

達 成 度 ① 進路 ４月の進路希望調査（第一志望）に対
する１月末での状況 

（普通科）志望通り 39名 志望以外 25名  
 未定 92名  
決定者の中での第一志望達成率 61％ 

（専門学科）志望通り 91名 志望以外 28名  
未定 1名 

決定者の中での第一志望達成率 76％ 

② （1年）どのクラスも、科目選択、進路選択等で目
標の４回の面接を達成した。 

③ （2年）各学科において、進路未決定者の割合は５
％以内となっている。 

④ （3年） 
平成30年3月22日現在では、推薦入試及び一般入試
による国公立大学進学内定者は36名 
就職希望者の就職内定率100％ 

具体的な 

取組状況 

３年生の進路決定者に対し、１学期からPTA研修
会、進路ガイダンス、推薦入試指導、センター入
試説明会、出願検討会等年間を通して指導を続け
てきた。また、就職については、３年間を通して
のキャリア教育の積み重ねの成果が出て、業種や
職種への意識が高く、就職内定率100％の目標をク
リアすることができた。 

１年では、進路講話、進路ガイダンス、ＰＴＡ研修会等
を通して、進路意識を高めるよう指導した。２年生では、
大学見学、研修旅行、専門学科ではキャリア教育の時間
を使いながら、志望先を決定するための支援をしてき
た。また、学年統一ホームルームを活用し、受験のしく
み等の理解を促した結果、４月調査に対し、未定の数が
減少した。 

評価 学科（普・専） 学年（1・2・3年） 

普通科 Ａ  専門学科 Ａ 
（ただし、１月中旬現在の集計結果） 

１年 Ａ  ２年 Ｂ  ３年 Ａ 

学校関係 

者の意見 

・進路指導の本来の目的を忘れずに、個々の生徒の特性や目的に応じた指導をお願いしたい。 
・次年度に向けての課題欄に、「本年の進路指導の過程を記録に残し、次年度に生かしたい」という一文が
あるが、進路に関する個人面接において、生徒のカルテを作り、面接の都度、生徒自身に面接を通して
感じたこと、考えたこと等を記述させ、自らの考え方の変容を自覚できるようにすることが大切である。
要は、生徒自身の自己決定する力を支援し、自覚を持たせることである。 

次年度へ 

向けての 

課題 

・本校が長年培ってきた、面接指導や教科指導、 
小論文指導、また専門学科のキャリア教育等に成
果が見られた。本年の進路指導の過程を記録に残
し、次年度に活かしたい。 

・大学入試改革に対する今後取り組むべき課題はま
だまだ多く計画的に準備をしたい。 

・進路行事として計画されていたものについては、 
模試や検定も含めて、ほぼ計画通りに実施することが
できた。しかしホームルームを有効に、計画的に活用
することができなかった。進路に関するキャリア教育
の充実が普通科で求められる。 



平成29年度 氷見高校アクションプラン －４－ 

  重点項目   学校生活（心身ともに健康で充実した高校生活） 

  重点課題  品性の向上と自律意識及び自己肯定感の育成 

  現  状 ・さわやかな挨拶を交し合える学校を目指して、生徒会やクラス単位で定期的に「あいさつ運動」を行って
いるが、挨拶を意識している生徒が９２％に留まっている。 

・心身不調を感じ自己肯定感を持つことができずにいる生徒が若干見られる。また、制服の着こなしやJR等
公共交通機関の乗降時や車内におけるマナーに関しても、一部には意識の低い生徒が見られる。 

・ペットボトル・空き缶・空き瓶と可燃ゴミの分別が完全ではない。また、容器の中の汚れも目立つ。分別
することの大切さも理解させながら、分別が徹底されるように生徒一人ひとりの意識を高めさせたい。 

  達成目標 

 

① 挨拶･服装･交通マナー・乗車マナー等の生徒意
識の向上 

② ゴミの分別徹底の意識率の向上 

生徒意識調査における挨拶･服装に係る意識率の
向上  95％以上 

自転車の鍵かけ率   100％ 

（カギかけコンテスト） 

 生徒意識調査におけるゴミの分別に係わる意識率
の向上     95％以上 

  方  策 

 

 

・年２回の「さわやか運動」、毎月実施するクラス
毎の「さわやかディ」の取り組みにおいて、活動
場所や時間帯に工夫を加え実施する。 

・校風委員会及び交通委員会を中心に現状を把握
し、「挨拶の励行」「交通安全（自転車乗車マナー
等）」「JR等公共交通機関の乗車および乗降時のマ
ナー」など社会的マナーの向上に努める。 

・自転車の施錠率も低いので、中学・高校を対象と
する「自転車カギかけコンテスト」に参加する。 

・年間５回のクリーンアップディでゴミの分別を重点
項目に取り上げ、生徒の意識を喚起する。 

・定期的に保健委員が教室内のゴミの分別をクラスの
生徒に呼びかけたり、掲示物によって知らせたりす
る。 

・全校集会で、保健委員長からゴミの分別について全
体に注意を促す。 

達 成 度 生徒意識調査(挨拶)   90％ 
生徒意識調査(服装)   97％ 
生徒意識調査(ﾙｰﾙ･ﾏﾅｰ)  98％ 
カギかけコンテスト   98.7％ 

（優秀賞受賞） 

ゴミの分別に係わる生徒意識調査 

「ペットボトル・缶・ビンは専用のゴミ箱に捨てなけ
ればならないことを意識しているか」 
         

97％ 

具体的な 

取組状況 

・さわやか運動へのＰＴＡ・関係機関・小中学校の
協力体制がますます充実してきており、一体感の
ある有意義な活動となった。校風委員や交通委員
による自主的な働きかけや校内での呼びかけな
どが行われた。 

・交通安全教室の開催、氷見市交通安全大会参加や
昼の放送での乗車マナーの呼びかけを通して交
通安全意識や社会的マナーの向上がはかられた。 

・クリーンアップディ(保健委員による清掃点検)や行
事前の全校集会で、ゴミの分別について具体的に注
意を促した。 

・生徒への意識調査の中で、本校のゴミの分別ルール
の再確認を行った。 

・保健委員会で、ゴミの分別と、リサイクル、環境保
全の関係について調べ、氷高祭で展示することで、
生徒自身がゴミの分別の必要性を認識し、自主的に
分別を心がけるように意識の向上を図った。 

・さらに分別を徹底させるため、分別方法をわかりや
すく図示したフローチャート（掲示物）を作成途中
である。 

評価 Ｂ Ｂ 

・校外での挨拶の声が小さく、さわやか運動等では 
小中学生の見本となっているとはいいがたい。 

・分別状況はおおむね良好だが、時折分別されて 
いないこともあるので、問題点をピックアップし、
具体的に対策を講じている段階である。 

学校関係 

者の意見 

・挨拶や服装・マナーなど、いわば基本的な生活習慣を身につけさせるのは、自分たちの学校や氷見高生
としての誇りを持たせることから始めて欲しい。 

・あいさつ運動については、点から線、線から面へと運動が定着している。今後とも、駅周辺から氷見高
までの通学路を文教ゾーンと捉え、朝日丘小、南部中の生徒を巻き込んだ運動をしていただきたい。生
徒会や委員会に主体性を発揮させ、小・中学校に自分たちの企画を説明に行かせるなどの取組をさらに
推進していただきたい。 

・カギかけコンテストの優秀賞受賞はどのような内容か。 

次年度へ 

向けての 

課題 

・校舎内外において、「あいさつ運動」や「さわやか
ディ」など、活動週間だけでなく年間を通してマ
ナーＵＰ向上ができるよう、生徒の自律、自己肯
定感の向上を図ることが大切である。 

・保護者の送迎における交通マナーの向上を図る必
要がある。 

・分別の悪い場所（体育館、各職員室、部活動）に対
して、ゴミ箱の工夫や担当の先生方への説明など、
具体的に個別の対策を立てる必要がある。 

（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29年度 氷見高校アクションプラン －５－ 

  重点項目   家庭との連携（地域や家庭（ＰＴＡ）・同窓会との連携強化） 

  重点課題  地域や家庭（ＰＴＡ）・同窓会との結びつきを大切にする取り組みの推進 

  現  状 

  

・生徒の地域と連携した活動への参加を積極的に進めており、地域交流活動への参加者数はH23年度309名、

H24年度467名、H25年度1,249名、H26年度1,498名、H27年度967名、H28年度1,789名と数は増加してきてい

る。しかし、これらは延べ人数であり、特定の生徒が何回も参加しているようである。 

・昨年度のＰＴＡ総会後に学年懇談会を実施したところ、総会への参加人数が一昨年の1.26倍、３年前の2.05

倍と増加した。ＰＴＡ行事の運営を工夫することにより、より多くの保護者の参加を得ることができた。 

・新高校の同窓会として３年目の総会を迎える。新高校の卒業生が積極的に総会の運営に関わっていく体制

づくりを模索している。 

達成目標 

 

① 地域の交流活動等への参加者(年間) ② ＰＴＡ活動への保護者の参加率 

 延べ1,500名以上（生徒１人１回はボランティア

活動に参加する） 

  全学年ＰＴＡの40％以上 

  進路に関するＰＴＡ研修会への保護者の参加率70

％以上(第３学年) 

方  策 

 

・各クラスや生徒玄関の掲示板に活動案内や活動状

況、参加者の感想等を掲示し、生徒の参加意識を

高める。 

・生徒会ボランティア推進委員会やJRC部、また専門

学科の各クラブ活動にも、積極的な参加を働きか

ける。 

・保護者に関心が高いと思われる企画や情報を用意し

、総会や研修会・学年懇談会に参加したいという気

持ちを持ってもらえるように工夫する。  

・昨年度から実施している同窓会報を市内の各家庭に

配布したり、ホームページによる広報活動を工夫し

たりすることで、同窓会の情報を広く知らせ関心を

持ってもらう。 

達 成 度 ① 延べ人数1,736人 

 

② 全学年ＰＴＡの参加率 38％ 

進路に関するＰＴＡ研修会への保護者の参加率

（第３学年）81％ 

具体的な 

取組状況 

ボランティア活動参加者 学年別延べ人数 

１学年 473人 

２学年 980人 

３学年 283人      計 1,736人 

以上の生徒が地域の交流活動や清掃活動、エコキ

ャップ回収活動等のボランティア活動及び募金活

動に携わった。 

・特に３学年において、入学当初から毎年のＰＴＡ研

修会に参加してもらうよう保護者に呼び掛けてい

た。研修会の案内と重要性について、生徒を通じて

しっかりと保護者に伝えられていた。 

・同窓会総会の案内ポスターを増量し、市内の公共施

設や大型店舗などに掲示した。２月発行の同窓会会

報も、昨年同様、市内の全家庭に配布する予定であ

る。 

評価 Ａ Ｂ 

今年度はボランティア推進委員会が新たにコンタ

クトレンズケースの回収を始めるなど多くの生徒

が積極的にボランティア活動に参加している。 

・３学年のＰＴＡ研修会参加率が、例年を上回る高

い結果であった。 

・同窓会総会と懇親会の参加人数は、ほぼ例年通り

であったが、有磯高校卒業生と新高校卒業生の割

合が増えた。 

学校関係 

者の意見 

・卒業１年目の同窓会総会への参加を働きかけていただきたい。 

・学科によってボランティア活動への参加者に偏りはあるかもしれないが、市民に氷見高生の活躍する姿

を、今後とも周知されるよう、PTA活動や便り、HP等で効果的に広報していただきたい。 

・地域の交流活動等への参加者の達成目標が1,500人以上に対して、達成度は延べ人数1,151人であり、評

価がＡとなっているのはなぜか。（1,151人は1月現在の数字であり、本書では、2月現在1,736人に修正し

た。） 

次年度へ 

向けての 

課題 

ボランティア活動の目的や意義をボランティア推

進委員会を中心に広め、さらに参加者を増やす。 

・ＰＴＡ活動の活性化を図る。 

・新高校卒業生による同窓会運営の体制づくりを考え

る。 

・新高校創立10周年記念事業に取り組む。 

（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29年度 氷見高校アクションプラン －６－ 

  重点項目   情報活用 

  重点課題  適切な情報発信力の育成及び情報共有手段の活用 

  現  状 

  

 

・スマートフォンの普及により、本校生徒のほとんどがＳＮＳを利用し、手軽に様々な情報を発信している。

しかし、安易な書き込みがトラブルに発展したり、不適切な情報を発信してしまう事例が心配される。 

・毎年、情報共有手段として、氷高ほっとメール（教育情報メール）の登録を保護者に呼びかけている。

しかし、学年によって、保護者の登録意識に差が見られる。 

達成目標 

 

① 情報機器の適切で安全な利用等に係る標語作成及

びコンクール等への生徒の応募総数 

② 氷高ほっとメール(教育情報メール)の保護

者登録率の向上 

 400通   90％以上(第1学年) 

現状の保護者登録率の向上（2,3学年） 

方  策 ・単にスマートフォンやパソコンを利用するだけで

はなく、受け手の状況を踏まえて情報の発信や伝

達をするように授業や講演会等を通じて啓発す

る。 

・学期ごとに、情報機器の適切な使用について生徒

自身が標語にまとめ、発表する機会を設ける。 

・入学前の合格者説明会で保護者の登録を促し、利用

価値が大きいことをしっかりと伝える。 

・入学以降は、特に１学期を登録推進月間として引き

続き保護者に登録を勧める。 

・全体への一斉メール以外に、学年や学科に特化した

必要な情報も、精選して配信するように努める。 

達 成 度 ① おおむね達成できた ② 70％ 

具体的な 

取組状況 

・１年普通科「社会と情報」に加えて、生活福祉科

やビジネス科の情報関連科目内での情報セキュ

リティに関する単元内でもＳＮＳを利用した情

報発信の危険性や留意点など実情を加えながら

指導を進めた。 

・本年度はKDDI社が行っている「スマホ・ケータイ

安全教室」を１年生対象に行い、スマートフォン

やＳＮＳ利用の危険性や留意点について学んだ。 

・新入生説明会や入学式など年度初めの保護者が来

校される機会を利用し、登録についてお願いをし

た。 

<登録状況（登録された生徒の割合）> 

 H28年度 H29年度 

全体 69.0% 79.3% 

１年 85.3% 88.2% 

２年 60.6% 85.0% 

３年 60.9% 64.9% 
 

評価 Ｂ Ｃ 

スマートフォンやＳＮＳを利用した事件や事故は

発生せず、成果を上げていると思われる。ただし、

ネットパトロールから指摘を受ける事例もあり、標

語作成の機会をセキュリティ意識の向上につなげ

るよう指導に努めていきたい。 

新入生の保護者の登録率は高いものの、２・３年生の

登録率を伸ばすことができなかった。低学年次におけ

る保護者への説明や登録依頼が大変重要である。 

学校関係 

者の意見 

・スマートフォンの安全な利用について徹底していただきたい。 

・今後ともスマートフォンを使う時間や留意点などについて、折りに触れて生徒へ啓発を行っていただき

たい。その意味で「スマホ・ケータイ安全教室」などは効果的な取組だと考えられる。 

次年度へ 

向けての 

課題 

・スマートフォンを初めて持ち、ＳＮＳを利用し始

めた１年生を中心に取り組みを進めている。２・

３年生に対しても学年や生徒指導部と連携をと

りながら継続的に指導できる体制作りが必要で

ある。 

・登録申請者のうち、初期設定（パソコンからのメー

ルを受け付けない設定）により不着の割合が６％ほ

どとなっている。より確実に届くように対策を立て

ていきたい。 

・発信内容の充実に心がけたい。 

（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 


	H29学校総合評価
	６　今年度の重点目標に対する総合評価
	７　次年度に向けての課題と方策
	アクションプラン１
	アクションプラン２
	アクションプラン３
	アクションプラン４
	アクションプラン５
	アクションプラン６




