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平成 27年度 第 2回学校協議会議事録 

 

平成 27年度学校協議委員 

氏名 所属等 備考 

並松 善秋 関西外国語大学外国語学部教授 会長 

北堂 薫 高槻市立第二中学校長 会長代理 

秋山 政英 (株)ベネッセコーポレーション高校事業部 大阪府担当  

小野 千鶴 芥川高等学校後援会副会長  

松岡 正人 芥川高等学校 PTA 会長  

山田 清美 芥川高等学校 PTA 副会長  

 

開催日：   平成 27年 11月 4日（水）15:30 ～ 17:00 

 

出席者：   並松会長、北堂委員、小野委員、松岡委員、山田委員 

       藤井校長、坂口教頭、原田事務長、大西首席、藤原首席、大島進路指導主事 

       （記録）藤田教諭、西村（蘭）教諭 

 

1． 校長挨拶 

 

2． 委員・事務局紹介 

 

３．協議 

(1) 第一回授業アンケート結果について 

今年度、第一回授業アンケートが終了し、前年度に比べて総合的な結果に変化はあまりない。 

 教材活用に関する調査結果（座学）は３つの教科において過去３年間で最も低く、１つの教科で

前年度を大きく上回っているという特徴を示している。 

また、授業満足度についても、教材活用に関する調査結果と相関関係にあると考えられる。 

＜質疑応答・意見＞ 

校長：専門的な見地から授業改善についてアドバイスをいただきたい。 

委員：授業の冒頭に写真を見せるだけでも、生徒の感じ方は違うのではないのか。 

大学でも教職課程でパワーポイントを使えるようにという指導を行っている。 

10年後に学校の各教室に ICT 設備がないというのは考えにくい。 

英語授業に関しては不必要な日本語を使うなという指導もしている。 

教科全体、学校全体で取り組んでいくことが必要である。 

英語科においては教科書の内容を自分たちの身近にあるようなものに例えていくと生徒 

たちも楽しいのではないか。各教科での工夫が必要になってくる。 

反転授業などの試みも良いのではないか。しかし全教員が行えばいいというものでもな 

く、現在の自分のスタイルを持ちつつも新しい授業方法を取り入れていくことが大切で 

ある。 

(2) 学校経営計画に基づく本年度の取り組みの進捗状況について 

①  学校経営計画主要指標の達成状況について 

【学力向上】 

学力向上のためには家庭での学習時間確保が重要であることから、独自の時間の使い方アン

ケートを行い、携帯電話の使用時間削減を促すキャンペーンを実施中。内容は①携帯スマホ使
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用時間は 1 日 1 時間以内に！②1 日 1 時間以上の勉強を！③寝る前 1 時間の携帯・スマホは

やめよう！の 3 点である。アンケート調査結果の概要やキャンペーンの詳細については、保護

者の約 8割が登録しているメールマガジンに掲載し配信している。 

また、キャンペーン期間中に行われる成績懇談の際も調査結果やキャンペーンの内容につい

て担任から保護者に伝えるようにする。 

携帯電話の使用時間を減らして勉強時間を増やそうという計画を懇談で保護者にも伝える 

 【希望進路実現】 

廊下やピロティーに机と椅子を出し自学自習スペースを作った。試験前は稼働率が１００％

と活発である。 

また、PTA の支援によって赤本などの問題集を購入。リクルートの受験サプリを活用してい

る生徒もいる。 

 【国際交流活動充実】 

7月 22日～8月 1日、11人の生徒がオーストラリア・ミラニ高校で語学研修を実施。 

修学旅行においては、台北市立萬芳高級中学校、台湾大学、真理大学との交流を今年も行った。 

5月には、台北市立萬芳高級中学校が本校を訪問し交流行事を行った。 

 【人権教育・防災教育の充実】 

情報の授業で、SNS 上の差別発言をテーマにした DVD（関西大学大学院生作成）を利用し好

評だった。また、生徒に対しては LGBT に関する講演、被災者を招いての防災教育、教員に対

しては児童養護施設の職員を招いて研修、同和問題に関する研修を実施するとともにフィール

ドワークを実施した。 

 【部活動の振興】 

目標としていた、入部率８０％超えを達成した。 

【危機管理体制の充実】 

部活動事故発生時マニュアルを保健部が作成中、年度末に完成予定。 

【労働安全衛生活動の充実】 

8月以外のすべての月で安全衛生委員会を開催。課題を洗い出すとともに迅速に対応。協議内 

容はまとめて全教職員に配布した。 

 【若手教員の育成】 

府教委の育成支援チーム事業を活用し、5 年目以下の教員に対して進路指導・保護者対応など

の課題を取り上げて校内研修。その他、若手教員がテーマを決めて自主的かつ主体的に学び合

う研修も実施している。 

【広報活動の充実】 

ホームページをリニューアルし、スマホ対応にした。アクセス数は１日平均１５０件と激増。 

 

＜質疑応答・意見＞ 

委員：萬芳高級中学校との交流行事とはどのような内容か。 

校長：授業体験や部活動体験、日本文化体験（和太鼓、茶道、剣道、和菓子づくり）などの他、 

本校生徒と自由に交流する時間も設定した。 

② 学校新聞を用いて学校生活の様子等を説明 

  ２1４号：２年生を対象にサマーチャレンジを実施（夏休みに大学訪問・分野別ガイダンス等） 

オーストラリア語学研修、関西大学との連携、芸術鑑賞について等 

２1５号：文化祭に向けての状況、老人ホーム実習、部活動実績 

２1６号：文化祭特集号、来場者 1185名、後夜祭では教員の出し物も 
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＜質疑応答・意見＞ 

委員：文化祭の参加者は前年より多かったのか。 

首席：若干多かった。近隣の府立高校と日程を合わせているのでこれ以上多くなることはない 

だろうと思われる。 

委員：中学生の来場は多いか。 

首席：今年度は 285名の中学生が参加した。 

委員：他校と日程が重なっても来校する中学生は芥川高校に興味を持っているのではないか。 

首席：そう思う。和太鼓部の演奏を見に来る人も多い。 

 

③ 生徒指導の状況について 

本校では 1.遅刻、2.身だしなみ、3.携帯電話、4.交通安全が生徒指導の柱である。 

特に、遅刻は指導の成果が顕著にあらわれており、本年度は平成 25年度の半数に抑えるとい 

う目標を掲げて指導している。 

携帯電話の指導件数については昨年度激減したが本年度は増加傾向にある。携帯・スマホへの 

依存傾向が強まっているのではないかと懸念している。 

身だしなみについては、指導（頭髪・服装）をするとすぐに改善がみられる。 

また、交通安全指導として、入学後すぐに 1年生対象安全講習、1学期末には全校生徒を対象 

に自転車交通安全指導、春と秋に街頭交通安全指導を実施した。11月には高槻警察の協力を得 

て自転車の安全講習を実施予定である。 

 

＜質疑応答・意見＞ 

委員：自転車交通安全指導はどのような形で行っているのか。 

生徒指導主事：警察やドライビングスクールとも連携して行っている。 

委員：懲戒はあったのか。 

生徒指導主事：現在までのところ１件である。喫煙や暴力などの事案はない。 

委員：授業中に携帯やスマホを操作するのは特定の生徒か。操作してしまう理由はあるのか。 

生徒指導主事：特定の生徒ではない。操作してしまった理由は、バイブ鳴動や時刻の確認などで

あり、手に持った時点で指導の対象としている。 

委員：教科担当者が携帯電話を操作できるような隙や雰囲気をつくってはいないか。 

生徒指導主事：そのようなケースは確認されていない。 

委員：ある程度全体の規律が守られているのはよいが、教員の隙がないか確認したほうがよい。

教員側が緊張感をもたせるような工夫をする必要がある。 

委員：「時間の使い方アンケート」の結果を見ても携帯電話を触る時間とゲームの時間が連動して 

いるのではないか。 

生徒指導主事：それに関しては比較・分析していないのでわからないが、ゲーム以外にも SNSが 

影響していると考えられる。 

委員：好きではない、興味がない授業でつい携帯電話を触ってしまうのではないのか。 

原因追及を徹底する必要はないが、校長・教頭も授業見学をする際にそのような視点で見 

てはどうか。 

 

④ 進路状況等について 

3年生の状況は 314 名のうち 150名が大学もしくは短大を希望。 

1学期の間の自習室は稼働率が低かったが、文化祭後は利用する生徒が増加している。 

第 1回指定校説明会参加生徒は多かったが 2・3回目は少なくなった。 
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昨年度は指定校推薦応募者数が少し多かったが、今年度は例年通りの人数である。 

専門学校については AO入試利用が多く、指定校利用は少ない。 

就職は昨年の倍の希望者数。 

2年生はサマーチャレンジを実施。生徒も積極的に参加し感想も良かった。 

1年生は 11月に職業別ガイダンスを実施。多くの本校卒業生に来校していただく予定。 

 

＜質疑応答・意見＞ 

委員：多くの大学から指定校推薦枠をもらっているが、資料に載っているのがすべてなのか。 

進路指導主事：総数はもっと多い。 

委員：看護系の推薦枠もあるのか。 

進路指導主事：看護系もいただいている。情報も出しているが、今年に関しては指定校を利用す

る生徒はいない。今回の資料については決定したものだけを表にしている。 

委員：センター入試出願者数が増えているがどのような分析をしているのか。 

進路指導主事：一昨年とほぼ同じ人数。昨年は公募制推薦や指定校推薦を利用する生徒が多かっ

た。センター試験に太刀打ちできる勉強の仕方をする生徒が少なかったが、今年は

国公立を狙っている生徒も若干名いる。 

  

⑤ 時間の使い方に関するアンケート調査結果報告および今後の指導について 

学力到達度テストでも学習時間の調査があるが、今回は予告なしに３日間の過ごし方のアン 

ケート調査を実施した。 

結果を受け、保健部、特別活動指導部等と連携し、「緊急提言」を配布。生徒会執行部にはキ 

ャンペーンのポスターを作成してもらった。 

懇談でも話題にしてもらい保護者にも協力を求める。11月に再度アンケートを実施予定。 

先の調査結果とあわせて分析・考察し、教員、生徒及び保護者にフィードバックして指導に 

活用したい。 

 

＜質疑応答・意見＞ 

委員：今はスマホでニュース等を見ることができる。新聞を購読しなくても全部スマホで情報が

得られる。情報を得るという点で活用してほしい。LINE は息抜きにもなり、すべてが悪では

ない。 

委員：高槻市の中学生の家庭での学習時間についても課題が見られる。受け身の姿勢で勉強して

いる生徒は自宅で何を勉強したらよいかわかっていない。宿題は小学校だけでなく、中学で

も宿題を出されている。高校でも家庭から宿題をもっと出してほしいという声が出るかもし

れない。生徒の家庭での時間の使い方は全国的に課題である。 

校長：本校生徒は比較的真面目であり、宿題はしてくる。 

委員：家庭で言いすぎると家庭の中の親子間で大変なことが起こるのだろう。 

校長：メールマガジンでも保護者に現状を知らせている。 

委員：家庭にすべて期待するのは難しい。学校ができることとしては宿題を徹底させるべき。 

 委員：宿題を出すのは賛成である。 

委員：放課後にやらせてみてはどうか。 

生徒指導主事：部活動があるから難しい。 

委員：ガラケーの時はテレビで情報収集をしていたため携帯電話から離れる時間があった。スマ

ホになってからは依存している。 
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(3) 平成 2７年度 学校教育自己診断について 

年度ごとの比較をするために質問項目は例年どおり。 

生徒と保護者で質問は変えているが分野別で対応している。 

結果は次回の協議会で報告する予定。 

 

＜質疑応答・意見＞ 

委員：質問項目は府教委が提示しているものを使用しているのか。 

首席：府教委のひな形をベースに本校独自の項目も入れている。 

委員：生徒用の質問項目に時間の使い方やスマホの使用時間についての項目があってもよい。生徒

が自主的に好奇心をもってやっていることはあるかなど自己点検する機会になるようなア

ンケートになればいい。 

首席：保護者用のアンケートには子どもの時間活用の様子という項目で加えることができる。 

委員：保護者にも協力してもらうアンケートになるといい。可能であれば質問項目の追加を検討し 

てみてはどうか。 

生徒指導主事：インターネットで回答できるようにした年は保護者の回答率が高かった。 

委員：私（保護者）としては紙の方が楽だった。 

委員：紙とインターネットの両方でやったらよい。 

生徒指導主事：4年前から両方で行っている。その結果驚くほど保護者の回答率が増加した。 

教頭：保護者の８０％が利用しているメールマガジンにリンクさせることを考えている。 

委員：携帯電話だと質問の全体数がスクロールしないと見られないので、質問が多いと面倒だ。 

委員：プリントをもらっていないという保護者も多かった。 

委員：メールマガジンにこういうプリントをいつまでに提出してほしいという発信があると嬉しい。 

生徒指導主事：今までメルマガにリンクしたことがないので今後検討したい。 

委員：3点質問したい。①１８歳選挙権についてどのような取り組みをしているか、②中学校では

アクティブラーニングが提唱されている。教員に求められる授業が変わってきている中、高

校としてこれからどう取り組むのか。授業アンケートに反映されるのか、③高校入試制度が

変わり、アドミッションポリシーが示されたが、入学後その生徒たちへの指導はどうするの

か。 

校長：①学校としては特段行っていない。生徒会が役員選挙の方法等で試行している程度。②11

月は授業公開月間で、初任者を中心に、ベテラン教員の授業見学を促し、授業改善に努めて

いる。ぜひ委員の方にも見に来ていただきたい。アクティブラーニングや ICT に関しては市

内の中学校の方が進んでいるため、中学校の先生からもアドバイスをいただきたい。アンケ

ートに関しては感想を書く自由記述欄を活用したい。③入試制度が変わっても学校としての

基本的なスタンスは変わらない。アドミッションポリシーを読んで、高校生活により前向き

に取り組む意欲を持った生徒がたくさん受験してくれたらうれしい。 

教頭：ICT機器を活用する先生が増えてきている。授業アンケートは質問が決まっているので、そ

れ以外の内容が知りたい先生は独自でアンケートを実施している。 

委員：アンケートは学校全体としてこんな授業を目指している、取り組んでいるというアピールに

なってよい。新しい入試制度によって今までとは違う意識をもった生徒が入学するだろう。

生徒会を巻き込んで時間の使い方のキャンペーンをする方法は中学校でも参考にしたい。 

社会科教員：選挙権年齢引き下げに対応した指導は教科内で検討している。 

生徒指導主事：後期生徒会選挙が対立選挙になったので、これまでは印字している候補者名に○を 

付す形から、実際の選挙と同じように候補者名を記入する方法に変えた。 

併せて、名前をちゃんと書かないと無効になり、自分の意志が反映されないことを 
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指導した。開票の結果、無効票はほとんどなかった。 

委員：入学者選抜で提出する自己申告書はＡ４両面でかなりの量を書かなければならない。読むの 

が大変だと思うがどうか？ 

校長：今回の入試制度はボーダーゾーンの受験生のうちアドミッションポリシーにきわめて合致し

ていたら合格させることになっている。自己申告票は、受験生が書くものだが、初めてのこ

となので、中学校の先生の指導の大変さは予測を超えるレベルだと思う。 

 委員：生徒がなぜ芥川高校に行きたいのか、そこで何がしたいのか熟考するのにはよい機会。教員

の負担は増えるかもしれないが生徒自身がまず書いてみるという点で緊張感があってよい。 

委員：書く力・思考する力は、入試のための準備だけでなく、将来的に必要なものだ。 

 

5. 報告 

・平成 28年度使用教科書採択について 

  前回提示した各教科からの選定に基づいて採択された旨報告された。 

・保護者からの意見書について 

   今回も提出はなかった。 

 

7. 連絡 

・次回予定 

   １月下旬～２月上旬に開催予定。 

・議事録の公開について 

   委員の皆さんに確認いただいた後にホームページで公開する。 


