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第 1 回学校協議会        

日時   平成 25 年７月６日（土）午後 4 時から 6 時     於 校長室 

参加者 学校協議会委員 

     芝井 敬司（関西大学文学部教授）【協議会会長】 

     竹内 啓三（関西大学教職支援センター教授） 

西村 かず子（高槻市立第八中学校校長） 

鎌田 ひとみ（高槻市立奥坂小学校校長） 

柏原 泰和（本校卒業生） 

宮本 剛（本校ＰＴＡ会長） 

    本校 

     長井 勘治（校長） 

     宮城 良明（教頭）【協議会事務局長】 

     古川 義文（事務長） 

     安田 正彦（首席・総合調整部・国語科） 

     原 龍太郎（生徒指導部・数学科） 

西門 智博（総合調整部・数学科）【書記】 

     小坂 直子（総合調整部・国語科）【書記】 

欠席  学校協議会委員 

     榊原 禎宏（京都教育大学教育学部教授）職員会議〈6 月 20 日〉を見学 

           意見は校長に連絡済み 

教頭：資料の確認 

   平成 25 年度第１回高槻北高等学校協議会実施要項 

   平成 25 年度学校協議委員一覧表  

学校案内のパンフレット 

平成 25 年度第１回学校評価（生徒用）第１回授業評価 

以上４部 

事前配布資料 

平成 24 年度学校経営計画及び自己評価 

   平成 25 年度学校経営計画及び自己評価 

校長：委員の方への委嘱状の授与 

教頭：開会宣言 

校長：開会挨拶 

   ○本格的に始動し始めた教志コースについて 

    ・ 本年度教志コースが 2 年目になり、現 2 年生（36 期生）89 名は「教志入門」

という科目では 25 の大学より来てくださる 40 名の先生方から講義を受け、「教

志体験」という科目では 41 の保・幼・小・中学校での実習に臨んでいる。 
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      「教志入門」では大学からの先生の確保を毎年確実にするために、次年度か

らは関西大学をはじめとして、幾つかの基幹大学を定め複数名の先生を派遣し

ていただくという方法も検討している。 

      また、「リーダー実践」「行事実践」「大学の各授業科目」という新しい科目を

設定している。 

    ・ 教志コース一年目としての報告書を作る予定。 

教育委員会、お世話になった各施設や講義を担当いただいた先生方等に、生

徒の一年間の状況を報告できれば、と考えている。 

   ○生徒会公募マスコット “キタルくん” について 

    ・ 生徒会が公募して、マスコット「キタルくん」を作成。 

    ・ 同窓会の協力で、「キタルくん」の着ぐるみが 6 月 3 日に完成。6 月 5 日に高

槻市の公式マスコットの「はにたん」をゲストに体育祭で披露。 

      着ぐるみの中はとても暑いので、中に入る人(生徒・教員)の安全性を考慮しつ

つ有意義に使って行きたい。 

    ・ 本校は高槻市に教志コースで多くの支援をいただいているので、喜んでもら

えるならば、保育所・幼稚園・小学校への派遣依頼にも今後応えていきたい。 

   ○学校協議会委員の委嘱および、昨年からの協議会への申し出について 

    ・ 昨年度途中より委嘱は校長からではなく、大阪府教育委員会からの任命制に

なっている。 

    ・ 学校のＨＰ等で保護者より協議会への意見を求め、ポストを玄関に設置、回

収し会議の俎上に乗せる意見を募集したが本日まで、投稿なし。 

     

教頭： 続きまして、学校協議会会長の芝井先生からご挨拶をいただきます。 

芝井： 9 月に教志コースで話をさせていただく準備中です。 

小中高、地域を含め学校に預けて終わりという時代は終わった。地域とともに全

てが一緒になって、これからの日本を支える世代の育成を行うべき。それには教員・

保護者の協議・支援が必要というのが時代の流れだ。 

    教志コースの生徒は高槻の 41 の校園所（保育園・幼稚園・小学校・中学校、以下

同じ）でフィールドワークを行うことになっているが、座業だけでは解らないこと

を、現場で体を動かして感得できるものは、生徒さんの現在と将来にわたって大き

な影響を残すものだろうから、大変とは思うが、頑張ってもらいたい。 

   教志コースの 89 名が得たものを教員集団が受け止めることが大切。何を学んだかを

確認することを手伝うことが大切である。 

〈出席者自己紹介〉 

教頭： 平成 25 年度と平成 24 年度の学校評価一覧表をお手元に事前に送らせていただき

ました。本校の現状認識のために、そちらを使わせていただきたいと思います。 
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校長： まずは平成 24 年度の学校評価ですが、最後の自己評価まで本校はＨＰに載せてい

ます。教育活動は数字で表すことが難しいこともあるが、数値化することによって

足りないところが見えてくるのが良いと思う。 

〈24 年度〉 

○学力・進学保障 

  ・ 本校生の課題としては、平日の家庭での学習時間が短すぎることが挙げられる。 

   塾や予備校を含め、一年生で 3 時間ほどの家庭学習時間が必要と考えている。 

  ○学校生活 

  ・ 高校生活の満足度が 86％。 

  ・ 自転車の乗り方については、開校以来 36 年間の懸案である。 

近隣の自治会から「生徒がスピードを出しすぎて危険だ」との申し出があり、幹

線道路の信号までは下り坂を押して帰るように一定期間指導をした。その後も立ち

番を教員で行い、徐行するよう生徒に指導している。 

  ・ 生活環境の改善に今年も取り組む。 

○学校運営 

  ・ 実務提要を昨年度から作成し、今年から校内ＬＡＮで運用することができたが、

現在不都合なところの改訂を進めている。 

○学外連携 

  ・ 本校のＨＰの年間アクセス数は 50000 件を超えている。 

  ・ 運動部の生徒が行っている「北高スポーツ教室」は大変評判がよい。 

〈25 年度〉 

 ○教科教育力の向上強化年間 

  ・ 教科の教育目標を年度当初に立てる。 

  ・ 定期考査の問題作成ミスをなくすように、本年度から作成者と点検者を表にして

教務部に報告。事前にミスをなくす努力をする。起きたミスは内容と原因を教務部

に報告。ミスの共有により、同じようなミスを減らす。 

  ・ 相互授業見学。教科を超えて、授業を見学し相互見学率 100％を目指す。1 学期は

50％だった。授業の良かった点・助言を校内ＬＡＮの中に書き込むようにした。 

   本校での授業の在り方を考える糧となればよいと思っている。 

 ○学校運営 

  ・ これまでしてきたことについての完成・充実を目指す。 

  ・ 教志コースのレールを真っ直ぐに引いていく。 

  ・ 実務提要の電子データの整理。 

 ○学外連携 

  ・ 運動部が５年間にわたり 4 回（インフルエンザによる中止が一回あり）続けてき

た小学生に対する「スポーツ教室」を、文化部も参加する「アカデメイア」に今年
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から変更する。 

10 月に向けて参加するクラブを募集する。 

 

 ○昨年度の協議会提案に関する解答 

  ・ 多岐にわたり量の多い学校評価の報告書について、昨年度の委員からの提案に伴

い、簡素化を図る。 

Ａ３表裏印刷で１枚か 2 枚にし、保護者にも配布できるよう、現在フォーマット

を作成中。 

教頭： 校長の昨年度の説明に対する、質疑をお願いします。 

宮本： 奥坂小学校と八中のＰＴＡの会長をしていた時も、北高生の自転車に申し入れを

しようという話はあった。奥坂小学校のときには、実際に生徒さんと児童が接触し

たという話もあった。昨日の新聞に出ていた記事では、小学校五年生の保護者に賠

償額 9500 万円の命令がおりたということである。 

    私は北高の会長でもあるが、大阪府立高校のＰＴＡ全体の会長も務めており、六

月の末くらいに全国の会長を集めて総会があり、その時に同じような話があり、こ

れまで入っていなかった賠償責任保険に今年から入ることにしましたが、全国の会

長さんと話をすると、バイクの３ナイ運動は最近下火になってきており、都市部で

はバイクに興味のある生徒が尐なくなっている一方で、山間部ではバイクは通学手

段として定着しており、学校側と警察の連携がとれており、生徒の免許の取得状況

は完全に把握されており、交通安全指導も行き届いている。 

    山間部でも都市部でも、自転車の交通安全指導は遅れている。 

    私の家から駅までの１０分ぐらいでも何度も接触事故になりそうな場面をみます。

坂の上だから飛ばしたい気持ちもわかるが、その結果どうなるかを考えてほしい。 

高校生に限らず大人も含め、自転車の交通安全指導はできていない状態だ。例え

ば、スマートフォンをみながら、メールをうちながら乗る、スピードを出しすぎる

など。 

青尐年指導員をしていた経験から、話だけではなくきっちりした指導というのが

必要だと思うので、ホンダ技研が行っている無料の交通安全教室などを利用してみ

るのはいかがか。自転車のシュミレーターを持ってきてくれて、スクリーンを使っ

て説明してくれます。 

校長： 本校では、茨木ドライビングスクールを利用している。 

   ＤＶＤを借りてそれを学年集会で見せたり、年によって違うが、生徒指導部部長か

らの講話を行ったり、定期考査〈年５回〉の時には先生方が通学路に立ち、交通指

導を行っている。 

本校の生徒指導部長は大阪府の生徒指導研究会の幹事をしており、大阪府全体の

生徒指導の状況をよく判っている。 
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（研究会では）「北高ほど自転車指導を行っている学校はなかなかない」と言われ

ているのに、結果が出ない。結局は接触事故が起こっている。 

    地元自治会の方との話し合いを奥坂小学校の先生にも入っていただいて行なった

が、お互いにとって前向きな話し合いにはなりにくい状況にある。 

地域の方々と共存していきたいと思うが、自治会の方との話し合いはまだ続いて

います。 

地域の方にご理解いただくために、一度、三叉路まで自転車を降りて押して行く

ということを行いました。生徒たちは見事にそれを守りました。生徒が生徒に降り

るように促していました。 

    急な坂道を上がってきている生徒に、「坂の下まで降りて押しなさい」では、自転

車の意味がないので、マナーを守り歩行者も本人も危険の無いように運転する、と

いう方向で、ＰＴＡと生徒会の協力も得たうえで、進めていきたい。 

教頭： 今の話題は、社会全体の大切な事柄ではございますが、まだまだ議題がございま

すので。 

芝井： ひとつ確認ですが、保険について現在入っている形になっているのですね。 

事務長： この７月から、（学校として）入っている。 

校長： 生徒個人の判断で、自転車保険に入っているのが現状です。入っていない生徒も

いると思う。 

芝井： ９千数百万円というすごい額の判決がでたとのことで、信じられないことだが、

これは社会的にきちんとした対応が求められているということであるから、生徒さ

ん本人も保護者もこの社会の中で、必要な交通手段として自転車を使用しているの

だという自覚を持って、だからこそルールをしっかり守るように指導していくこと

が必要と思われるし、そういう意味ではきちんと指導しておられると思います。 

教頭： 今の自転車の件でご意見ご質問等ありましたら。 

柏原： 多くの他府県では自転車で来る場合、レインコートを着用するよう指導している

と思いますが、大阪府の場合多くの大人が傘をさして、酷かったら子供を前後に乗

せて傘をさして子供を送っている実態がある中で、子供たちに合羽を着て来いと言

っても、多分僕が高校生であれば、「みんな傘をさしているのに何で俺らだけ？」と

言う現実があると思いますが、その辺はどうなっていますか。 

校長： レインコートですか。私の見た目では本校では半数以上または、もっと多くの生

徒がレインコートを着ている。 

柏原： 学校としての指導は、傘は駄目。レインコートですか？ 

校長： 携帯の件もそうですが、どこまでも駄目だと怒り続けるという指導はしていない

のですが、レインコートを着ている生徒は多いと思う。 

柏原： 今の高校生は 75～80％が傘です。僕が学生時代は逆でした。多くがレインコート

を着ており傘は一部でしたが、今は大人も含めてレインコートを着用する人がほと
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んどいません。 

校長： レインコート着用している生徒は多くなってきていますが、傘は本当は駄目なの

で、現状の指導を継続します。 

柏原： 素晴らしいことだとおもいます。 

教頭： また何かありましたら、後の協議の時間にお願いいたします。 

続きまして第一回の学校評価・授業評価・授業アンケートについて安田首席より説

明させていただきます。 

  

首席： 本年度の第 1 回学校評価・授業評価項目の説明（資料）  

  ・質問項目が授業評価が府で統一になったため、学校評価と授業評価それぞれに鑑文

（学校を良くするため）（学力向上、授業を良くするため）をつけ配布。（全 5 枚） 

  ・学校評価   

Ａ項目（経年）、Ｂ項目（単年・学期ごと）  ＡＢとも要望を聞くという立場 

  ・授業評価  9 項目 全ての教科担当者について行う。（生徒の授業への意識を含む） 

         50 分で実施 

  ・アンケート結果の活用・分析・改善は次回の学校協議会で報告 

教頭： 昨年度までは授業評価も学校評価の一部ということで、本校ではＣ項目として実

施していたが、本年度からは、授業アンケートは府下の一斉で生徒の記名で行うと

いうことになりましたので、このような鑑文をつけての実施ということになりまし

た。 

    この件に関しまして、質疑応答を行います。 

芝井： 昨年度までとの差、また府下全体でとる共通項目と、本校の独自項目との差はど

こにあるのか、丁寧な説明だったがもうひとつ良く分からない。 

   昨年度と項目自体はかなり大きく変わったのか、どうか。 

首席： 教育委員会は 9 項目。これは決まっている。 

芝井： 先程の説明の授業展開の項目について、具体的に例えば「先生は授業中の私語や

居眠りについて適切に注意をしてくれる」について、この項目をおこすのは北高で

なされているのか、それとも、こういう項目は聞けという形で共通項目として指示

されているのか。 

首席： ８・９はこの項目と決まっている。1 から 7 に関しては生徒理解などの趣旨に沿っ

て、例文を参考に本校生の実態に合った形の例文を本校で用意している。 

芝井： ８・９は決まっているとのことだが、その他の項目は例文をもとに本校の実情に

見合った形に作り直しているのか？ 

首席： そういった部分は括弧付けになっていたりします。 

芝井： 例えば、小テストやプリント、板書や話し方ということについて、生徒の誤解が

ないように、しているということですね。文言としては、ほぼ府下共通という認識
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でよろしいか。 

首席： そうですね。 

校長： 学校全体としては一昨年と去年もやっていますから、あまり大きく変わっていな

いように思われがちなのですが、ひとつ本年度大きく変わったところは、教員の評

価に反映されるところである。本校でも教員評価に反映はしていきます。 

芝井： 人事的なものも関連されていくということですね。 

校長： そうです。2 項目が 9 項目になり府下全ての学校で行うことになり、これまでは行

いたいが行えなかった学校も府下一斉に行うことになったことは、必要なことだっ

たと思っているし、良いことだと私は考えている。アンケート結果を校長がいかに

活用するか、学校経営に活かすかである。 

芝井： 現場からの反発はなかったか？ 

校長： 本校での実施に反発はなかった。これまでにしていたからだ。うちは 3 年前から

していますから。 

芝井： それは良かったですね。 

竹内： 第 2 回はいつしますか。 

首席： 12 月の上旪に行います。2 学期の期末の最終日を考えています。 

竹内： 12 月の 10 日前後になりますか。 

首席： その予定です。 

竹内： 文言が気になっているのだけど、「今年から、この内容は、毎年先生方の仕事につ

いて評価している校長先生に直接届けます。皆さんが回答した内容が、先生方に直

接知られることはありません」と書いてあるが、これ、府教委がこのまま入れよと

言ったのか。 

首席： 例文をそのまま使っております。 

竹内： そうですか。ここまで生徒に言わなあかんかな？と疑問に思うのだが。 

芝井： 後ろのほうの「先生方に直接知られることはありません」という部分が重要なの

では。 

竹内： 生徒の皆さんが、自分たちの考えをそのままいうことになるといいでしょうが、「先

生方の仕事について評価している校長先生に直接届けます」という部分だが、殊更

こういう言い方をするということによって、「では、今までは校長に届いていなかっ

たのか」ということにならないか。表現の方法としてもっと適切なものがないか。 

校長： うちは今年からではないし。 

竹内： 当然校長は当たり前として、皆さんの回答は、教職員全員で共有している。とい

う文面で良いのではと思いますが。校長による評価のために生徒の皆さんがやらさ

れているという印象をもたすのは、どうか。この文言では、生徒と教員の溝を生む

というような感じがする。生徒が教員の評価に深く関わっており、「この先生の評価

を上げたい・または下げたい」という変な意識が生徒たちに生まれ、変な意志が働
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くようなことになると、まったく意図とは反すこととなるので、この文言は必要な

いのではないか。 

人事評価に直接関係しているギラついた感が出る表現はいただけない。 

芝井： 尐し考えていただいて、やわらかい言葉になるように変えられたらと、思います。 

西村： 授業評価の 7 の「先生は、生徒の意見や要望を取り入れ、教え方（板書や話し方）

を改善しようという意欲を持っている」の「意欲」はどこで生徒は測るのか。 

首席： 府教委の表現をそのままつかいましたが、アクションを起こそうとする雰囲気を

感じられるかどうかということではないかと思われる。 

西村： 生徒は評価しにくいのでは。 

柏原： 校長など先生の指導者たる者が授業を見学して「意欲」を評価するならまだしも、

教えていただく側が「意欲を持って」先生が教えているか評価するのはおかしい。 

 言葉は「興味深い授業を努力していただいている」等ならよいのではないか。 

西村： 授業観察による授業評価でも、たまたまこの時は、ということが良くも悪くもあ

るし、一度の授業では評価できないので、複数回行かないといけないし。 

芝井： 「意欲」という言葉は気になって、それなら上の全部の文につけられるのではな

いか。違和感があるので表現としては（「意欲を持って」をとって）「しようとして

いる」だけで良いのではないか。 

    「改善しようとしている」について生徒は正しく把握できるのか？と言う若干の

疑問がある。 

校長： 私が書いた文章ではないので詳しく言えないが、自分が生徒の立場に立った時に

「この先生は下手やけど頑張ってはる」、というイメージは持てる、この言葉として

は。この先生の言うことはわかれへんけどこのままでいいんだと開き直るのではな

く、なんか頑張っているよなというイメージで読むんかなと思います。 

西村： では、常に高いレベルで授業しておられる先生に関してはどうなるのですか。 

校長： そういう先生の授業をこれでいったら、高い授業を維持するためには常に意欲を

持って努力をしておられるはずなので、多分良い評価になるんでしょうね。まあ、

逆に下手な先生は先程いいましたようにですが。 

芝井： そもそも、数字と言いながら、「よくあてはまる・あまりあてはまらない」という

その程度の数字なので全体は印象論ではある。ですから何点以上がすごくて、何点

以下が駄目だという統計ではないので、趣旨を生徒が理解できたら答えられること

だし、それで一定の結果が出るので、それで良いと思う。 

   機会があれば、府教委にこれはおかしいとちょっと一言言っていただければ。 

校長： どういう意図でこれは聞いているのか、ということは府教委に聞くことはできる

し、もうひとつは実際の評価結果を受けて、この設問ではおかしいのではないか。

と言える。 

芝井： 「改善しようとしている。」 
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校長： 「改善しようとしている、改善している。」 

竹内： 「している」（だけ）のほうが良いのでは？前の学習状況を把握してとか、工夫し

ているとか。ここだけ「意欲」という言葉が入っているからおかしい。「意欲」を外

せば良いのではないか。 

首席： すべて意欲の現れであることは違いないんですが。 

竹内： 教員がどれだけ良い授業をしようという意欲を持っているかということでしょう。

ここだけ意欲と入っているからおかしいのではないか。そもそも意欲ははかりよう

がないのではないかと思われる。ここは、しようとしているで、いいのではなか。 

首席： 検討させていただきます。 

教頭： ありがとうございます。本校からの報告は以上です。これ以外に、アドバイス・

助言があればお願いします。 

竹内： 教志コースの話を校長からいただいて、これからいい取り組みをしていかれると

いうことは十分理解をしていますが、一点だけ気になったのは事前指導の重要性で

す。 

生徒の体験がイベント的に終わることが、体験活動の一番の課題ではないか。い

ろいろな学校が取り組んでいるさまざまな職業体験であったりインターンシップで

あったり、布施北のデュアルコースの取り組みでもそうだが、それが生徒のイベン

トのようになってしまうと狙いや価値が半減してしまう。あまりにもイベント的に

なってしまうと生徒に何も残らないで終わってしまう。例えば、幼稚園や保育園で

砂場に熱湯をなぜ掛けるのかをきちんと理解することが重要なことで、なんかお湯

掛けて砂場を消毒していたみたいというのではいけない。きちんと学んだことが身

について帰ってくる。つまり、生徒に実習の中身が残るようにしなければ意味がな

くなってしまう。 

    そこで重要なことは、体験活動では事前・事後の指導を徹底することである。 

    教志コース委員会の先生方が中心に実際に現場でどのような実習が行われている

のか、これから集約されることと思います。まさにこの体験活動がメインとなって

いくでしょう。教職員が自覚して事前指導がどこまで徹底できるかということ。そ

して事後指導が、単なる感想文で終わるのではなくまさに「何を得たのか」「どうい

う思いをもって子供たちと接してきたのか」「現場の先生方の働きかたを見て何を学

んだか」までをきちんとフォローしていくことをしなければならない。 

単に行って面白かった、子供たちは可愛かったなどという感想で終わってはいけ

ない。 

校長： 今回、京都女子大の先生に、実習にあたっての授業をしていただいた。 

    また、小学校と中学校の校長先生の代表の先生に本校へ来ていただいて、事前指

導をしていただきました。加えて、本校の教員が事前指導をしました。それだけし

てもやっぱりだめで、実習先から生徒の態度についてのご指摘をいただいている。
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まだ足りない。もしくは、やり方を考え直さなくてはいけないようだ。 

我々も事前指導の重要性をかなり感じているので、今回 3 種類で、もうひとつは

養護教諭に授業をしていただいて、子供たちにどのように接するのが良いかを含め

ての授業を考えております。 

    これはキャリア教育の中で出てくる話で、私も学んだ話ですけど、マックジョブ

という、これは、マクドナルドで仕事している人たちは、別にサボっているわけで

はなく、一生懸命やっているのだけれども、厳しい部分は上司が担っている。本当

に厳しい部分について想像力を発揮していかに解決していくのかというところにす

ばらしさ、楽しさがあるし、そういうことがわかって初めて実習のよいところは出

てくるだろうし、将来の職業、キャリア教育にもつながっていくだろう。 

    当日生徒にはメモを必ず持っていくことを指導しています。実習が終わったら日

誌を書かせ、毎回提出をさせています。今回、前期分がやっと終わったところです。 

    実習の報告会があるので、その資料作りを生徒が独自でしているところです。実

はこれは関大のインターンシップで生徒が学んだことです。この報告会はまず、分

かれて発表させ、その中でいいものを次の授業で全体発表します。その中でどのよ

うな取り組みが良かったのか、勉強になったのか、何が悪かったのかをきちんと報

告させる中で振り返りをさせていきたい。しかし、その部分はまだできていない。 

    前期の実習の最終報告会の日に府教委からも聞きに来ます。 

    どのように生徒が言うか、いま楽しみにしているところです。 

芝井： これは、ＰＴＡをはじめ親御さんに見に来ていただくことはできますか？是非さ

れたらよいと思います。 

校長： 大学の先生方の講義には保護者の見学についてアンケートを取っています。ほと

んどの先生から、保護者の見学了解のお返事をいただいております。 

保護者には前期分の案内が終わっておりますが、この取り組みの案内はしていま

せんでした。 

芝井： 実際は難しいところがあると思いますが、やはり関心を持ってもらっていること

だとおもうので、実際に（生徒の報告を）聞けば、高槻北の教志コースがどのよう

な取り組みをしているのかがわかるのではないかと思う。 

校長： 保護者への報告会の案内を是非出させていただきたいと思います。 

西村： 教志コースについて、中学校の校長会のほうでもある一定の集約をしておりまし

て、一生懸命取り組む志の高い生徒もいる一方で、何のために来ているのかという

ような、例えば服装が乱れており、また言葉づかいも酷い、態度に問題のある生徒

も見受けられた。ですから、先生がおっしゃったように事前指導をしっかりしてい

ただきたい。 

教志コースを選んだという大きな目的意識だけでなく、1 日 1 日の学びの目的を決

めてほしいし、それに伴う振り返りの指導もしっかりとして欲しい。 
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    本校では後期に 2 人来ていただくので大変楽しみにしておりますが、お願いした

いことがあります。できましたら、校長会では長井先生から教志コースの概要説明

はあったが、こういうことをお願いしたいというような、実際の担当者が具体的に

何をさせたらよいのか、41 校園所あるので大変でしょうが、生徒に何を学ばせたい

のか、具体的な細かい内容を現場の先生に示してほしい。 

担当教員に各校の校長が全て説明をしなければならないということで、概論しか

聞いていない校長が説明しているのだから、聞いている教職員も実際に何をさせた

らよいのかが、良くわからない。 

大学生の教育実習とは違うので同じことはさせられない。どこまでさせればよい

のか、受け入れ現場としては迷うところではある。しかし、ただお手伝いだけとい

うのも、志高くして来てくれている生徒のことを思うと。 

芝井： 担当者を教育委員会で集めていただいて、校長先生からお話をしていただくとい

う機会を持つのは難しいですか？実際校長会では説明しているわけですから。 

西村： 教務主任とかですか。 

芝井： 教育委員会はまた仕事が増えることになりますが。 

竹内： ４１校園所は全て廻られましたか？ 

校長： 私が全て廻っているわけではありませんが、本校の担当教員は全ての校園所に伺

っています。 

竹内： それでは、それで大丈夫では？ 

西村： 体験の当日に視察に来られて写真を撮ったりされていますよね。それよりもその

前が大切だと私は思います。 

中学生が体験学習をお願いする時は、事前に必ずその事業所を訪ねますし、生徒

も電話で事前にアポをとって、「こんなことを学ばせてください」という事前の打ち

合わせをしています。そういう手順も必要なのかなと思います。 

当日生徒と一緒に来られても、何をさせるかという話にはなりませんよね。だか

ら、高槻の実習校全ての担当教員との事前打ち合わせが必要だと思うのですが。 

校長： 中学校に関しては、教頭会でも説明させていただきましたが、皆さん、大学生の

受け入れは慣れておられますが、高校生の受け入れはこれまでないことなので、そ

こに不安があると思われます。 

    私が全部回るのが良いかどうかは置いておいて、方法も考えるとして、私たちの

思いや願いをお伝えする機会は作っていかなければいけないと思っています。 

竹内： 高槻の保幼小中が高槻北の実習を受け入れることがある程度軌道に乗ればいいが、

初年度ということもあるので、実習校への対応はできるだけ丁寧にすることが将来

に繋がっていくことにもなる。 

長井先生は「俺はもう 5 年もやで」という気持ちがあるかもしれないけど（笑い）

これだけの協力体制ができていて、学校にとってはある意味迷惑な生徒の受け入れ
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をしてくれている、現場の小中学校も教育委員会も協力してくれる。地元の高槻北

高だからという思いで、協力をしてくれている訳だから、できるだけ丁寧な手当、

事前指導・事後指導が、現場の側からすれば必要でしょう。 

将来ともずっとこの教志コースが繋がるように、よりよいものにしていくために

も初年度はとても大切だと思います。 

校長： 産みの苦しみの中にいると思っています。今、どこへ行っても言っていることは、

「問題点は隠さずに言ってください。」ということです。よりよいものにしていかな

いと、継続性が確保できなくなってしまうから、是非ともどんどん言っていただき

たい。今日は、どうもありがとうございます。 

西村： 将来の先生を育てるわけだから、素晴らしい取り組みだと思うので、私たちも協

力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

鎌田： 奥坂小では今年、大学の教育実習（卒業生）・平安女子大のインターンシップ・学

生ボランティアが大学 2 校・大阪医科大学の看護師コースの養護教諭を目指す方の

実習や、入院をしている虚弱体質の子どもたちが通常学級でどのように勉強してい

るのかを学ぶコース・中学生の職場体験・異校種の先生（中学校や高校）・関大の情

報学部の方に協力していただいて授業を関わっていただいているというように、さ

まざまな校種の学生を受け入れています。 

    先程からのお話のように事前指導・事後指導はとても大切なのだが、それぞれの

目的が異なる中で、学校はどこまでの目標を持って指導をすれば良いのか、受け入

れたらいいのか。これだけ多くなってくると、本当に分からなくなっていて、今回

奥坂小は対象から外れたんですよね。 

西村： 後期に入っているのではないですか？ 

校長： 小学校は 40 校ほどありまして、12 校位を半期 3 回のローテーションを考えてお

られるようです。 

鎌田： 依頼が来なかったので、なんでかなと思いましたが、来たら来たでこれだけの受

け入れを既にしているので、辛くなるかなと思います。しかし、北高の教志コース

の取り組みがこれからどんな結果を出すのかを期待して待っております。 

    それから、別件で自転車についてですが、自治会の方が申し入れをなさるとのこ

とで、地域での話し合いにぜひ小学校の方からも参加してほしいということが管理

職の方に申し入れられたので、奥坂小からは教頭が出席しました。北高生徒たちが

押して下りるのは非常に気持ちよかったと地域のセーフティーボランティアの方た

ちに評判がよくて、校長先生に伝えてくださいということでしたので、いまお伝え

いたします。ずっと続けて欲しいとおっしゃっていました。 

校長： ありがとうございます。近隣の方に迷惑を掛けているので、それは一つの手とし

てあるが、結論をそこに落とす前にもう尐しできることがあるのではないか。最終

的にはそうなるかもしれないが、今尐し違う道を模索したいと思います。 
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    地域の方がそれを望んでおられることは承知しております。しかし、そうするこ

とが、うちの生徒の教育になるのかという疑問があります。そこで、もう尐し考え

させてください。 

教頭： どんな観点からでも結構ですので、何かご意見はございますか。 

芝井： 自習・家庭学習の時間について、なかなか伸びていないですが。 

どうすればよいかを教員間で議論したり話したりすることはありますか。    

この時間の短さは、問題だと思います。これぐらいでいいのではないかとか、やっ

ている子はやっているし、個人の問題だからというのではいけないと思うので。 

高校としてこれは大きな問題で、ある一つの教科だけで解決がつく問題ではない

し。でも教員の集団としては、生徒に対して本当にいい方法を、工夫をしながら、

押しつけるのではないけれども、あなた方は今何をしなければいけないかというこ

とを分かってもらうこと、その説得力です。方法として単純に宿題を出せば良いい

うことは思わないが、どういう形でいま目の前の教科に取り組むのかということが、

将来にとって必要なことなので、ある一定のプログラムを提示するとか、アドバイ

スをあげるとか。あるいは通常の学校の授業以外にこういう勉強をするために別に

時間を使わなければならないだとか、私がわからないような指導があるかもしれま

せんが、高校の先生としての手ごたえ・アイディアを持っておられると思います。

そこを教員同士の話し合いで取り込んでいくという必要があると思うのですが。 

    これは困るという共通認識を教員間で持つことからまずは始めなければ、と思う

のですが。特に問題として解決法でなくても話し合われたことはないのですか？ 

校長： 学校経営計画として書かせていただいているということは、学校として問題意識

をもって取り組んでいるということです。しかし、先生方によって、その受け止め

方は千差万別かと思われる。現状の本校の家庭学習の時間をどのように受け止めて

おられ、どう考えておられるか今ここにおられる先生方の意見を伺うということで、

どうですか。 

芝井： 校長先生、あえて逃げたな。（笑い） 

教頭： 今、始めて考えたことでも感想でもいいのでお願いします。 

原 ：家庭学習ですが、勉強が好きだという生徒はなかなか尐ないので、まず宿題から

させてと思います。ある程度時間をおいて点数があがる実感が持てれば、勉強が楽

しくなり宿題の時間だけでなく、家庭学習の総時間のアップを図れると思います。 

校長： もっと家庭学習はさせるべきですか。 

 原： まず、宿題からで、点数が上がる実感が必要と思います。 

教頭： 続けてどうぞ。 

西門： 数学の基礎の定着は反復練習なので、宿題をださせて、授業の最初に小テストを

毎時間することによって、満点を取った時の喜びを感じてもらい、何回も良い成績

を取れるようにどんどん宿題を出すことによって、宿題から学習の定着を図ってい
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ます。小テストで良い成績をとるためにも、宿題をきちんとすることが大切ですし、

それが家庭学習時間の増加にも繋がると思われます。 

校長： 小坂先生もどうぞ。 

小坂： 私は 3 年生の現代文を教えているが、担当している生徒にどのように時間を使っ

ているかを聞くと、実際に勉強する時間がないのです。 

    生活を聞くと、お風呂に入ったら髪を乾かさないといけないし、電話をしなけれ

ばならないし、漫画は外せませんとか、ネットのゲームに参加しなければならない

ので時間が限られるし、ということで、その間に「問題集をしませんか」とか、「も

う受験ですよね」とか言っても、塾の時間と塾の宿題はしても、学校のことまでは

手が回らないという生徒が多いようです。 

生徒が「外せない」と言っているものは「外せるでしょう」と言うのですが、そ

の辺の自覚が足りないというか、切羽詰まっていないのだと思います。 

最低 10 分 20 分でもいいから、毎日評論等を読むように指導していますが、まじ

めな生徒に、新聞の天声人語を読み始めましたという子が出てきたくらいの感じで

なかなか難しいです。 

校長： 私は授業をしていないので、同じ国語科の安田先生はいかがですか。 

首席： 今言われたように、生徒には忙しい感じはあると思います。プリント学習とかを

していまして、結果として小テストの勉強などは実際休み時間が多いのが実態だと

思う。生徒に宿題を出した時のプリントの提出率は悪くはない。ですから、我々が

要求した分の勉強はしているのです。 

    だが、自分たちで自主的に一週間単位ででも学習計画を立てられるかと言えば、

できない。それは、ほかにしたいことがあって忙しいからなのでしょう。 

    自分で目標を持って計画を立てるというところが弱いのですね。進路目標に向か

っていくという強さが足りない。我々も各教科がこまめに小テストや課題をそれぞ

れが出しているので、ひとつの曜日に重なるとパンクしてしまう生徒も出ています

ので、なかなか難しい現状がある。 

    多くの生徒は現状で与えられたことはできているのだが、その一歩先、二歩先に

進める生徒は尐ない事実がある。そのような話を職場ではなかなかできない状況、

設定できていないこともあるが、若い教員が中心となってきているので、そういう

話をできる場面をもっと作っていけたらと思います。 

芝井： 宿題を出して、そこから解る喜びを分かってもらうという話があり、それはよく

わかるのですが、私は宿題を出して欲しくなかった。それは、私が学生の時には、

自分の学習計画があるのに、宿題という変な形の負荷がかかることは、自分の学習

計画の邪魔になるので嫌なものだったということだ。逆に、先生が手を出すなとい

う感じだった。それも、始めたのは高校 2 年のからだが、決まった時間の中で、合

格するまでの時間でこれだけのことをこなさなければいけないというゴールが見え
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ている訳だから、いつまでにどの教科の何をしなければいけないというスケジュー

ルが明確だからできたことだと思う。そして、そういう発想が持ってもらえるかど

うかということだと思う。 

そもそも勉強を好きにならなければ駄目だということもあるでしょう。 

だけど、自分でコントロールをして学習計画が立てられるようにしなければいけな

いのではないか。高３で髪を乾かす時間や対戦ゲームの時間を取ろうというのは、

信じられないのですが。 

小坂：でも、そういう生徒も大学には行きたいと思っているようです。 

   それで、何を勉強すればよいかは聞きに来ます。そこで問題集をしなさいと言うと、

「考えたら時間がないわ」ということになるようです。 

校長： 自分で今の生徒は問題集や参考書などを買っていない？ 

小坂： 買うのは買うみたいです。 

校長： 平均学習時間に、宿題の時間等は入っていないのだろうか。いれたらねえ。 

   今の話では、かなりの時間を宿題に当てていると思われるが。 

首席： 宿題も塾も入っていないと思います。 

西村： 授業を入れないというのなら、塾も入れないのでしょうね。 

校長： 学校以外でどれだけ勉強しているかを知りたいのか、自分でどれだけ勉強してい

るかを知りたいのか。 

西村： 朝すごく早く勉強しに来ている生徒もいるではありませんか？それは、授業以外

ですよね？ 

小坂： 学校でしているから多分入れていないのでしょう。 

西村： 朝早くから、テスト前などは土日を含め、よく学校にきていますよねえ。それな

のになんで？と思いますね。 

教頭： 「家で」と書いてあるので学校に来てしている勉強時間は入れていないのだと思

います。聞き方に問題があることが分かったので、今後工夫していきたいと思います。 

  是非、聞いておきたい、考えて欲しいということがありましたらお願いします。 

竹内： 教志コースが立ちあがって、学校としての取り組みも先ずは教志コースというこ

とで、教志コースを強化していると思われるが、教志コースを選ばなかった生徒の

フォローはどうなっているのか。「北高は教志コースだ。では我々はなんなのだ」と

いうような思いにさせないために、教志コース以外の生徒のフォローも教職員がし

っかりとして欲しい。北高にきて良かったという生徒の数値が現在高く、生徒も楽

しく過ごしているのだとは思いますが、くれぐれも配慮をよろしくお願いします。 

教頭： ありがとうございます。 

柏原： 学校評議会とは若干趣旨は違いますが、高槻市で「放課後子ども教室」というの

をやっています。学校が現在小 4 以上を対象に平安女学院の生徒さんに宿題等を見

てくれる教室を開いていますが、夏休みになると学校の先生も手薄で、保護者には
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仕事があり、保護者も教員も目が届かない場面が出てくると思います。できる、で

きないは別にして、高槻市の学童の延長としてある「放課後子ども教室」の運営委

員を私はしていますが、北高の生徒で、「夏休みに宿題をする」とか、「ボール遊び

をする」とか、子どもの相手をする時間の取れる教志コース生徒はいますか。 

    午前中の何曜日の何時間を、とか時間割とカリキュラム的なものを立ててもらっ

て、教志コースの生徒のメリットにもなる形で協力してもらうことは可能ですか？ 

   もしメリットがあるなら、そういうことにも前向きにとり組んでいきたいと思って

います。 

芝井： 教志コースの事前指導・事後指導に加えて、来年からの上年次の生徒が来年から

はできてくるので、新しい学年とのパイプを作れるようにすると、よりスムースに

育っていくのかなと思います。学校の中で、つなぎを考えていくこと。例えば、実

習校についての情報を申し送りすることなど、前年の経験を生かせるようにシステ

ム化をしていけばどうか。 

教頭： では、校長からまとめていただきます。 

校長： 御助言、ありがとうございます。 

    竹内先生に言っていただいたようにコース生以外の生徒も一緒にそれぞれが校内

で頑張れるようにするという話も出ています。 

竹内： 学科になれば入試から異なるので問題はないが、コース制で途中から選択できる

状態なのに、学校の主体がそちらに大きく傾くことと、また、それを選ばなかった

生徒の疎外感を心配しているので、配慮をお願いした次第です。 

校長： 教志コース委員会以外の先生方に伝えることの重要性と、土壌づくりを考えてい

る。柏原さんの話の件ですが、奥坂小には学童があるので、「本校教志コースからそ

の学童へ行かせてくれないか。」と市役所に言ったのだが、断られました。学童には

ボランティアは入れていないということでした。 

柏原： 「放課後子ども教室」運営委員会というのがありまして、 私はそこの協議委員長

をしておりまして、行政から、「もともとは分科会の延長で、高槻には学童があるか

らそのようなことはしない」と言われましたが、子どもの居場所を作ろうというこ

とで認められ、年間 50 時間の運営をしております。 

本年度の予算は既にあげているので駄目ですが、学校にとっても夏休みは課題だ

と思います。親にも学校の先生にも時間制限があるので、登録された児童が対象に

なりますが、もし、学校で検討いただいて、協力出来るということならば持って帰

り、行政の中でも課が違いますのでそこでＯＫになれば面白い取り組みになるかも

知れません。 

校長： 実際に保育所・幼稚園からオファーをいただきまして、というか、お願い文と、

実施要項と依頼書の三点セットを作っているところです。教志コース委員会からの

最終的な確定版はまだ出ていないのですが、参考として本日書類を見ていただきま
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して、ご検討ください。本校としては、ありがたいお話だと伺いました。 

    36 期生（教志コース１期）から 37 期生へとうまくパイプが繋がるように頑張って

いきたい。 

    榊原先生は本日ご用事で欠席なさっていますが、６月 20 日の職員会議を傍聴して

いただきました。オープンな学校経営ということが実践できてよかった。また、榊

原先生からはのちほどご意見をいただけると思います。 

7 月 13 日に地区のＰＴＡ協議会が関西大学千里キャンパスで行われます。16 校

150 名が参加の予定で、竹内先生に講演をしていただきます。 

学校協議会は今年度、あと 2 回あります。次回は 11 月を予定しておりますが、入

試が 3 学期に 2 回入る都合から、日程が決まり次第ご連絡差し上げます 

どのようなご意見でも、より良い学校を作っていくためにも、いつでも言ってい

ただけたらと思います。ありがとうございました。 

教頭： 本日は長時間ありがとうございました。 


