
（様式１） 

 

 

   平成３０年度富山県立氷見高等学校学校経営計画 

 

 

１ 学校教育目標 

・ 知性を磨き、社会の進展に対応できる力を育てる 

・  自他尊重の精神と情操豊かな心を育てる 

・ 健全な心身と未来を拓くたくましい力を育てる 

 

 

２ 学校の特色 

・ ５学科１学年６クラス、２・３学年７クラスの総合制高校として魅力ある教育活動が展開

できるよう、各学科の特性や生徒の実態等を踏まえ、一人ひとりの自己実現の達成をめざし

た教育活動を推進しています。 

・ 地域との結びつきがきわめて強い氷見市で唯一の高校です。生徒の気質は明るく素直で、

学習や部活動、生徒会活動をはじめ学校生活全般にわたって、ひたむきに一所懸命に取り組

む校風があります。 

・ 普通科では、ほとんどの生徒が国公立大学を主とした四年制大学への進学を目指しており、

２年次より文理探究コース、理系、文系の類型別授業を編成しています。基礎重視の授業と

個別面談をもとに、生徒個々の興味・関心や進路希望等に応じた学習活動の充実に取り組ん

でいます。 

・ 専門学科は、農業科学科(20 名)･海洋科学科(20 名)、ビジネス科(40 名)、生活福祉科(40

名)を３学級で構成しており、基礎学力の向上を重視するとともに、体験的学習や資格取得な

どを通して、進路実現に向けた知識・技術の習得にも取り組んでいます。 

・ 全学科をとおして、地域の自然や文化等に係る課題研究学習としての｢ＨＩＭＩ学｣の履修、

進路実現をサポートする「キャリア教育」の推進、学科の枠を越えて将来への広い視野のた

めに科目選択ができる「総合選択制」の実施など、特色ある教育活動を推進しています。 

 

 

３ 学校の現状と課題 

本校では『文武両道』の校風を大切にし、学習と部活動の両立に努めています。部活動では、

平成２９年度の選抜大会で全国制覇した男子ハンドボール部の活躍をはじめとして、自転車競

技部やその他多くの運動部、文化部が輝かしい成果を上げています。一方、生徒の学習意欲や

進路意識の多様化が進む中、学校全体として学習指導及び進路指導体制を明確にし、生徒の学

習意欲の向上を図ることが一層求められています。また、生活面においては、生徒の社会性や

規範意識を醸成し、家庭や地域との連携に根ざした信頼される学校づくりを進める必要があり

ます。 

以上のことを踏まえ、本校では、次の３つの観点から学校経営に係る様々な課題に取り組ん

でいきます。 

(1) 知性の向上 (生徒の活動として基礎・基本の定着と個々の自主的学習態度の育成) 

     （教員の活動として「主体的で対話的な深い学び」への準備と実践） 

  (2) 品性の向上 (基本的生活習慣の確立と自律意識及び自己有用感の育成) 

  (3) 信頼される学校づくり (家庭や地域とのよりよい連携の推進)  



（様式２）  

４  学校教育計画 

項 目 目標・方針及び計画            

(１) 

 

校務運営 

 

目標 

 

① 普通科(文理探究コースを含む)及び各専門学科の特性を生かして、

学科間相互の連携・協力による効果的な学校運営に努める。 

計画 

 

① 教職員を適材適所に配置し、分掌組織と業務内容を明確化すると

ともに、分掌間の連携を密にして教育計画の着実な実現を図る。 

(２) 

 

教育課程 

 

目標 

 

① 学科やコース・類型の特色を生かし、生徒個々の進路や適性に応

じた教育活動を展開する。 

② ３年間で段階を踏んだ系統的な指導ができる教育課程を編成する。 

計画 

 

 

 

① 進路志望状況や能力･適性を考慮した教育課程とし、生徒の全人的

な成長を支援するようバランスのとれた教育に努める。 

② 専門学科では専門的な知識・技術の定着を重視し、資格取得や体験

的な学習をとおして、多様な進路の実現に対応できるようにする｡ 

(３) 

 

学習活動 

 

 

 

重点１① 

  

  

重点１②③ 

  

 

 

重点２ 全 

目標 

 

 

 

① 生徒の学習意欲を高め、自主的に学習する態度を確立することに

より、生徒の学力の向上を図る。 

② 生徒の実態に応じた学習内容の準備や指導方法を工夫するために、

教員の実践的な教科指導力の向上を図る。 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

① 生徒の実態調査や面接等により家庭学習の実態把握に努め、家庭

学習時間を増やし、自主的な学習習慣の確立を図る。 

② 各学科の特色を生かした学習活動を推進し、小テスト等による計

画的･反復的な学習、資格取得による体験的･実践的な学習を重視

する 

③ 生徒の実態や学習内容を考慮したシラバスを作成し、「主体的で対

話的な深い学び」の実践をめざした授業の充実を図る。また平成

33年度大学入学者選抜の新たなルールへの対応を学校全体で進め

ていく。具体的には、各教科の研修体制を確立し、互研授業の実

施及び教科部会における研修、独自の試作教材の活用などを取り

入れることで授業の改善を図り、生徒の主体的な学習の取り組み

を支援する。 

(４) 進路支援 

 

 

重点３全 

目標 

 

 

① 自己の可能性を発見し、自己の能力と適性に応じた進路選択ができ

るよう支援する｡ 

② 自己の生き方を考え明確な職業観を踏まえた進路設計を立てさせる｡ 

計画 ① 学年間の連携を密にし、３年間を見通した継続的・計画的な進路指

導体制の確立を図る。また個人面接や進路に関するＨＲを充実させ、

生徒の進路意識が明確になるよう適切な進路指導を行う。 

② 推薦入試、大学入試センター試験等の対策を適切に進めるとともに、

教科担当者との連携を密にしながら、生徒一人ひとりの目標や学力に

合った進路選択を支援する。 

③ 就職指導については、２学年の専門学科が一斉に行うインターンシ

ップに取り組むとともに、３学年については、求人票に基づく企業

研究や会社訪問等を通して職業観や勤労意欲を持たせる。 



(５) 

 

生徒指導 

 

 重点４①  

 

目標 ① 基本的生活習慣を自主的に身に付けるとともに、社会的責任と役割

を自覚して、自律した行動ができる人間に育てる。 

計画 ① 県の｢さわやか運動｣や本校の｢氷高さわやかディ｣を通した挨拶の励行

や遅刻防止､交通・乗車マナーを守ることや適切な服装など基本的な生

活習慣を身に付けさせる。 

② 生徒会や校風委員による呼びかけや生徒相互のチェック機能により､

生徒自ら誇りを持った学校生活を送れるように働きかける。 

③ 各学年や保健厚生部と連携し、生徒との信頼関係に基づく教育相談

を推進する。 

(６) 

 

 

 

 

 

 

保健指導 

 

 

 重点４②  

 

 

 

目標 

 

 

① 心身の健康保持・増進に関する理解と関心を深め、自己有用感を持

って有意義な学校生活を営む能力を育成する。 

② 環境への配慮の意識や美化意識の向上を図り実践する態度を養う。 

計画 

 

 

 

① 生徒の心身不調の原因を早期に発見し、スクールカウンセラーや巡

回指導員等との相談及び各学年や保護者等とも適切に連携を図り対

応する。 

② 年間５回、保健委員を中心にゴミの分別徹底の働きかけを行い、生

徒が自ら校内美化活動を行うようにする。 

(７) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別活動 

 

 

 

 

 

重点５全 

 

 

 

目標 

 

 

 

① 学校行事、部活動、ボランティア活動等への積極的な参加を通して

自主性・積極性・思いやりの心を育てる。 

② 諸行事の企画や運営を通して集団の一員としての自覚を高め、たく

ましく生きる力と好ましい人間関係を備えた生徒を育てる。 

計画 

 

 

 

 

 

① 生徒が積極的に学校行事に参加できるよう生徒会が中心となって生 

徒や教職員の意見や要望を集約し、学校行事を充実させる。 

② 限られた時間を有効に活用し、休養日を含めたメリハリのある部活

動の取り組みを目指す。 

③ ホームルーム活動や生徒会活動、部活動で、互いに友情を深め、よ

りよい人間関係を形成しながら、自らを高める心を育てる。 

(８) 

 

家庭との

連携 

重点６①  

目標 

 

① 本校の様々な教育活動に対して保護者や地域の理解を得るように努

め、連携して生徒の育成を図る。  

計画 

 

① 地域と連携した活動への参加を積極的に進める一方で、ＰＴＡだよ

り等の充実を図り、保護者の学校への理解を深め、より多くの方々

の学校行事等への参加を目指す｡ 

(９) 

 

情報活用

重点６② 

目標 ① 適切な情報発信力の育成及び情報共有手段の活用 

計画 ① 情報機器の適切で安全な利用について、情報モラルの育成を図る。 

② 氷高ほっとメール(教育情報メール)によるリアルタイムの情報発信

を通して家庭に情報を伝え、協力体制の充実を図る。 

 

  



（様式３） 

平成30年度 氷見高校アクションプラン －１－ 

  重点項目   学習活動（生徒の授業に対する意欲および家庭学習への意欲の醸成） 

  重点課題   向学心や社会的実践力を高めるための授業の受け方や家庭学習のあり方 

  現  状 授業について １年普 ２年普 ３年普 １年専 ２年専 ３年専 

わかりやすい 122(76％) 122(76％) 125(80％) 69(58％) 87(73％) 93(78％) 

わかりにくい 34 27 25 25 19 24 

昨年、「授業がわかりやすいか」を生徒に尋ねた結果は、上の表（４段階で回答、うち

上位２項目と下位２項目の合計人数）のようであった。３年生では、普通科、専門学科

ともにほぼ80％の生徒が授業がわかりやすいと答えている。また、やる気がでる授業に

ついてその理由を尋ねたところ、下記の表の回答を得た。(９項目のうち３つ回答可能の

人数合計、及び最も多い項目と最も少ない項目の％) 

やる気が出る授業 １年普 ２年普 ３年普 １年専 ２年専 ３年専 

知的好奇心 35 33(22%) 36 24(21%) 30 24 

将来に有効 29(18%) 55 67 38 42(39%) 39 

達成感有り 89(56%) 65(43%) 68(44%) 61(53%) 38 60(50%) 

内容が深い 58 39 19(12%) 35 22(20%) 19(16%) 

本校では、放課後に小テストを週２回実施し、また朝学習にも数学の小テストを組み

込む等、スモールステップを大切にし、生徒の基礎学力の育成を図ってきた。この成果

が「達成感がある」（全生徒のうちの45%回答）という回答に結びついている。 

一方で、授業中の発問や演習課題に自分で考える姿勢を示さない生徒もみられ、これ

らの生徒には、学習に対する粘りと思考力不足が感じられる。また、定期考査の答案に

は、読解力不足からの不自然な解答や安易で直感的な解答も少なくない。読解力不足は

学習時間不足と相関が高く、平日の学習時間が１時間に満たない生徒も現状では多く見

受けられる。その一方で学習習慣を確立し、平日３時間以上の家庭学習時間を確保し進

路の目標を定め努力している生徒もいる。また専門学科では、各種検定に意欲的に取り

組ませ、近年合格実績を向上させてきた。個々の生徒の能力に合わせ、目標を設定し、

検定直前対策に意欲的に取り組ませてきた成果であり、生徒の自信と達成感に繋がって

いる。 

  達成目標  ①  授業に対するアンケートで、「知的

好奇心」、「学習を将来に生かす」、

「学習に対する達成感」、「複雑な

問題に対する粘りの学習姿勢」の

項目について、１学期と２学期に、

学習時間と合わせて調査を行う。

特に「学習に対する達成感」60%以

上として生徒の意識の前向きな変

容を支援する。 

②  定期考査期間の学習時間調査に対し

1時間未満の生徒 

普通科5％未満､ 専門学科 30％未満 

3時間以上の生徒 

普通科35％以上､ 専門学科10％以上 

③  専門学科検定合格状況 

(農業科学科:卒業時一人当たり検定7種

目合格100%、ビジネス科:全商検定1級合

格者延べ100名以上、生活福祉科:家庭科

技術検定1級合格者延べ50名以上) 

  方  策 

 

・授業時間（授業回数や正味時間）を

確保し、適切な分量の課題やそれに

対する意欲付けを工夫する。 

・授業に取り組む姿勢や、学習に関す

る調査を定期的に実施し、学びの姿

勢を生徒自身が自己評価し振り返

る機会を設定する。 

・基礎・基本の定着を目的とした小テ

ストの取り組みは継続させる。 

・マスタリー教材の取り組みの意義を

説き、コメントをつけて返却する等

生徒の学習の意欲づけに繋げる。 

・考査に対する学習計画の立案、考査に

対する答案分析など、定期考査への計

画と評価を主体的に行えるように、計

画表と評価表を工夫する。 

・学習時間の記録や評価について、保護

者会でそのデータを保護者と共有し、

共通理解をはかる。 

・学習習慣を確立し、学習時間が向上し

ている生徒には、個別の添削指導や発

展的な学習を行うアドバンスクラブ

等も活用させ、高い志や進路目標等を

確認しながら支援する。 



（様式３） 

平成30年度 氷見高校アクションプラン －２－ 

  重点項目 教科実践（教員の活動） 

  重点課題   「新しい学び」への準備と実践 

  現  状 ・昨年度は各教科部会で、「主体的で対話的な深い学び」の実践について意見交換を行っ

た。「主体的な学び」とは、生徒の興味関心に裏打ちされるものであり、どのように生

徒の関心を高めるか、各教員が知恵を絞り工夫をしている状況を確認した。一方、「対

話的な学び」を「深い学び」とする手立てには、具体的なイメージがつかみにくい状

況があった。 

・他校では、タブレット端末の導入が進んでおり、本校への導入時期も近づいている。 

・新学習指導要領（平成34年4月施行）の移行期間が平成31年4月から始まるとの公示が

あり、カリキュラムマネジメントの必要性がいっそう高まっている。 

・今年度入学の１年生が受験する平成33年度大学入学者選抜は、英語４技能（「読む」 

「書く」「聞く」「話す」）の能力を計る民間テストの導入と併用したものとなる。 

・「平成33年度大学入学者選抜要項の見直しに係る予告について」（H29年7月）の中で、

調査書には「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度」を項目別に明記する等、具体的な変更内容が予告されており、こ

のような大きな変化への対応ができるよう準備する必要がある。 

  達成目標  ①  年度末までに、すべての教員が「主体的で対話的な深い学び」実現の授業改

善に取り組み、それに係る新たな知見を手に入れる。 

②  ICT活用への準備（タブレット端末を使う授業研究）ができる。 

③  新学習指導要領の教科・科目の内容変更への準備が進む。 

④  英語４技能の育成と資格取得への基盤整備が進む。 

⑤  （平成33年度大学入学者選抜の新たなルールへの対応準備）  

＊目標の達成度については、教員へのアンケート・意見集約等により評価する。 

  方  策 

 

・校内の互研授業において、学習内容と工夫している点などを事前に公

開し、他教科の授業実践から学ぶことを目標に、授業の参観を積極的

に推進する。 

・今年度の学校訪問時の指定・公開授業を通じて、「対話的な深い学び」

について試行してみる。教科別の部会等で指導主事の助言や、高教研

での他校との意見交換等からも、新たな知見を得る機会とする。また、

「新たな学びの創造事業」の拠点校と授業改善の研究を進める。 

・ICT活用は、他校で進んでおり、教科部会を通じて先行事例を集め、共

有化をはかる。先行事例集を企画部でまとめる。 

・新学習指導要領の説明会参加などを通して、教科ごとの変更を掴み、

教員全体で共有する機会を設ける。 

・英語４技能育成の重要性を、生徒・保護者・教員で共有し、普通科全

生徒と専門学科の大学進学希望者に資格取得の機会を確保する。英語

科を中心に４技能と入試制度の関係について情報を収集し、職員会議

や教育課程委員会等で教員の情報共有を図る。 

・１学年は、PTA研修会(10月)で、保護者に最新の情報や準備状況を伝え

る。（平成33年度大学入学者選抜に関する情報を収集し、進路指導部等

のマネジメントにより１学年生徒と保護者および全教員への周知を図

るように努める。） 

 

 

  



（様式３） 

平成30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 進路意識向上への方策の推進 

  現  状 ・入学試験や就職試験など、進路決定の方策に対する基礎的、基本的な知識が不足して

おり、それによって進路意識が高まらない実態が各学年で見受けられる。保護者への

進路情報の啓蒙にも力点を置く必要がある。 

・進路をより幅広い選択肢の中から選択できる可能性を持たせるための基本的学習習慣

の確立のために、進路指導部と各学年、各教科、各部との連携をより密にする必要が

ある。 

・進路情報を共有するシステムについて検討し、より系統的で、効率的な進路指導の仕

組みが求められる。またこれまで蓄積した進路指導のノウハウを蓄積できる体制の充

実を図る必要がある。 

  達成目標  ①  １，２年進路ホームルーム(年３回)、

各学年保護者会（進路情報）の充実 

②  進路に対する「個人面接」、「進路

講話」、「卒業生に聞く」等進路行

事の充実 

・生徒全体の進路ホームルームに対する

満足度及び学年保護者会での進路情報

に対する満足度 

 80％以上 

・生徒全体の個人面接の満足度 

           70％以上 

③  進路情報の共有システムの充実   ④  進路希望の実現（第３学年） 

・進路情報の共有システムの取り組みを

作成しその活用を促進する。        

・進学希望者の国公立大学合格 30人

以上 

・就職希望者の就職内定率 100％ 

  方  策 ・進路統一ホームルームを年３回実施し、指導内容の精選、指導法について検

討するとともに、より効果的な系統指導プログラムを作成して、学年全体で

指導体制の共有化を図り、個人面接に活用できるように工夫する。 

・進路に関する過去の行事内容の評価を行い、現行の取り組みに改善点を含め

て活かすように進路行事を企画する。校外から講師を招く際には、生徒の実

態やニーズに応じ、講師との事前打合せを十分に行い、内容の充実を図るよ

うにする。 

・進路指導部が中心となり、受験情報や指導方法等が教員間で共有できるよう

に、担任一人でかかえず定期的に情報交換する時間設定等に努める。 

・夏の休業期間中の学習生徒や就職希望の生徒に対して、早めに進路の目標を

持たせ、学校を活用した学習態勢が推進できるよう配慮して取り組む。 

・真面目に学習に取り組んでいるが、現状に満足し発展的な学習への意欲が不

足する生徒に対しては、自分の学習の深化や次の学習のステップを考えさせ

るように支援する。たとえば、小論文及び面接の指導においては、進路、第

３学年及び全教職員との協力体制を軸に、学校全体が一丸となっての指導体

制を継続する。 

 

  



（様式３） 

平成30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有用感の育成 

  現  状 ・さわやかな挨拶を交し合える学校を目指し、定期的に「あいさつ運動」を行っ

ているが、意識して挨拶をしている生徒は 90％に留まっている。 

・心身の不調を感じ自己有用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。挨拶やマナーを身につけるこ

とを通して自律・自己有用感を高め、充実した学校生活を送れるようにしたい。 

・ペットボトル、空き缶、空き瓶と、可燃ゴミの分別が完全に行われていない。

また、飲み残しがあるまま容器が出されていることもある。分別のルールを守

り、その大切さを理解させ、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

の規範意識の向上、他への思いやりの

育成 

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） 

・人間関係に関する悩みや問題行動を

早期に把握する。 

・生徒意識調査におけるゴミの分別に係る意識

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。 

・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。 

・生徒集会で「命の尊重」を訴え、人

間関係に関するアンケートを学期

ごとに実施する。 

・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。 

・定期的に保健委員会が教室内のゴミの分

別を全校生徒に呼びかける。 

・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）を作成し、各クラス

に掲示して知らせる。 

・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。 

 

  



（様式３） 

平成30年度 氷見高校アクションプラン －５－ 

  重点項目   特別活動 

  重点課題   学校行事・部活動・及び各主体による地域連携活動のさらなる活性化 

  現  状 ・学校行事は、前年度の課題を参考にし、改善案も取り入れて生徒会執行部を中

心に企画・運営を行っている。その中で、全校生徒の参加意識や達成感をより

高めていくために、生徒の意見を取り入れながら、生徒主体となるよう工夫し

て取り組んでいる。 

・部活動は、全校生徒の約90%近くが加入している。部活動の休養日2日制の導入

により、限られた時間の有効活用のために、明確な活動計画と集中した時間活

用の工夫が求められる。 

・ボランティア推進委員会を中心に家庭クラブやＪＲＣ部等とも連携し、地域の

ボランティア活動に積極的に取り組んでいる。校内ではエコキャップやコンタ

クトレンズの空ケースの回収を行っている。 

  達成目標  ①  各学校行事に対する生徒の満足度として80%以上の達成を目指す。 

②  部活動に積極的に取り組む意識や高い目標を持って参加する等、休養日を

含めたメリハリのある部活動の取り組みを行い、満足度80%以上の達成を目

指す。 

③  全校生徒がボランティア活動に１回以上は参加することを目指す。 

 方  策 

 

・各行事の前に各種委員会の開催や生徒会便りの発行を行い、行事につ

いての実施要項等を周知していく。また、行事後にアンケートを行い、

生徒の達成感が高まるよう改善点を加え、次年度に活かすよう工夫す

る。 

・３年生の引退時にアンケートを実施し、部活動に対する意識調査を行

い、各部顧問に知らせ、活動に生かす。 

・ボランティア推進委員会を中心にポスターの掲示や放送などを通し、

全校生徒にボランティア活動への積極的な参加を呼びかける。 

 

  



（様式３） 

平成30年度 氷見高校アクションプラン －６－ 

  重点項目   情報発信及び家庭との連携 

  重点課題  適切な情報発信及び保護者との情報共有の推進 

  現  状 ・家庭との連携を図るために、ＰＴＡ活動への積極的な参加を呼びかけている。

ＰＴＡ総会の参加者は、一昨年に、総会後の学年懇談会を実施して以来増えて

おり、平成29年度の保護者の参加率は、38%（４年前の2.17倍）となっている。 

・学校と保護者との情報共有手段として、「氷高ほっとメール」(教育情報メール)

の登録を毎年保護者に呼びかけている。保護者の「氷高ほっとメール」に対す

る理解は深まり、登録率も増加傾向にある。 

  達成目標  ①  ＰＴＡ活動への保護者の参加率の向上 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 

・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80％以上(第３学年) 

・90％以上 

  方  策 

 
・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。 

・行事の開催案内の配布、メールでの

情報配信を行うことで、ＰＴＡ活動

への参加を促す。 

・入学前の合格者説明会で、「氷高ほ

っとメール」の利用価値が大きいこ

とをしっかり伝え、保護者の登録を

促す。 

・入学以降は、特に1学期を登録推進

期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配信

することで、利用価値を高める。 

 

 

 


