
平成 27 年度 第一回学校協議会 

 

1. 日時   平成 27 年７月３日（金） 16 時から 18 時まで 

2. 場所   本校校長室 

3. 出席者  学校協議会委員：芝井 関西大学教授、米津 大阪教育大学教授 

               榊原 京都教育大学教授、柏原 北友会会長 

          本校職員：真野 校長、宮城 教頭、田澤 事務長、安田 首席、梶田 首席 

               中島 指導教諭、大田 総合調整部長、平井 総合調整部副部長 

               相澤 教務部長、小林 進路指導部長、坂元 生徒指導部副部長 

               佐藤 養護教諭、上野 教諭（記録） 

 

4. 議事 

( 1 ) 開会宣言（教頭） 

  ( 2 ) 開会挨拶（校長） 

  ( 3 ) 会長挨拶 

  ( 4 ) 委員紹介 

 ( 5 ) 本校の現状と課題（各分掌から）と質疑応答 

   教務部（相澤 教諭） 

   ・教科教育力向上のため、教員間での相互見学を企画しており、教科ごとに研究授業を

行う予定である。（２教科は既に済んでいる。） 

   ・答案の紛失などが新聞で報道されており、本校でも体制を見直している。 

    

   教志コース（大田 教諭） 

・２年生で行う４単位の授業を、昨年度は「教志入門」と「教志体験」に分けていたが、 

今年度は「教志入門」１つにまとめた。その中で、講義の時間と体験の時間に分けて

授業を行っている。講義のノートもきっちりと書く生徒が増えてきている。 

・次年度、佛教大学から教志コースに指定校推薦の枠を一人追加してもらえることにな 

った。 

・平成 26 年度に卒業したコース１期生 94 名中 60 名以上が教育関係の大学へ進学した。 

  榊原 委員：中学ではどういった体験をしているのか。 

  大田 教諭：中学の場合は授業見学が主となる。その他教員の普段見えない仕事を一緒に行

ったりしている。 

  芝井 委員：教室で机の間を巡視して質問に答えたりはしていないのか。 

  大田 教諭：学校によって、また教員によっても内容は異なっている。 

  芝井 委員：サポートの仕方は多様にあるので、単純に見学だけではもったいない。受入先   

        にもっと直接的なアプローチができるようにお願いしてはどうか。 

  米津 委員：サポート内容のお願い等は出したりしないのか。  



  真野 校長：基本は先方にお任せしている。小学校長会や中学校長会で、これまでの実際に

やらしてもらった内容について紹介・説明をして、協力のお願いはさせてもら

っている。 

  米津 委員：教志コースも３年目。出来れば生徒がどんどんサポートに入り関わって、中学

生が北高に来てくれると説明会以上の効果になるのではないか。 

 

   進路部（小林 教諭） 

   北高スタンダードに基づいて 

    ・１年生７月にキャリアガイダンスを実施し、生徒は職業体験を聴くことで視野を広 

げる。９月に大学見学会を実施。１月には外部模試を実施。 

    ・２年生７月に分野別ガイダンスを実施。夏休みにサマーレポート（オープンキャン 

パスや調べ学習のレポート）。10 月進路ガイダンス・11 月進路模擬授業を実施。1 

月外部模試を実施。 

・スタディーサポートの結果を使って、学年ごとに傾向や推移を見て分析し対策を考

え、生徒に継続的な学力と精神力を身につけるために、集団として教員が取り組ん

でいる。 

 

  榊原 委員：キャリアガイダンスでの指導の方針、講師の人選の考え方をお聞きしたい。そ 

の道一筋で目指すのが大切といった内容か、それとも色々と考えて最終的に決 

めることが大切といった内容なのか。 

  小林 教諭：どちらもある。職種・年齢など多岐に渡る方が来られるので、講師によっても 

        様々である。 

  榊原 委員：考え方の幅を広げることのできるガイダンスができる人を呼べると良い。 

  芝井 委員：同じことを思う。色んな仕事があるが、教員のまなざしは安定志向で視野が狭 

くなりがちである。 

  米津 委員：スタディサポートの分析会は行っているか。また誰を対象に行っているのか。 

  小林 教諭：生徒向けと教員向けの両方を行っている。 

  安田 首席：各教科ごとの分析は冊子にしてそれぞれ教科へ渡している。 

  米津 委員：詳しい分析を指導全体の場で使うことによって、生徒の成績があがるなど効果 

が生まれる。ぜひうまく使って欲しい。 

 

  生活指導部（坂元 教諭） 

  １年間の取組について 

  ・遅刻指導…月に３回遅刻した生徒には早朝登校をさせている。 

        昨年度は遅刻が約 4,000 件、１日平均 25 件あったが、今年度はそれを下回る 

        ペースである。しかし６月は天候のこともあってか数が増えている。 

        ちょっとした乱れが大きな乱れにつながるので、気をつけさせたい。 



  ・服装  …新しい制服になって５年目を迎え、乱れがなくなっている。（スカート・リボ 

        ン・ネクタイなど） 

  ・通学指導…９割以上の生徒が自転車通学である。１年次にマナー講座を行っている。 

        マナー週間には教員の立ち当番を配置し、テスト期間は下校指導を行ってい    

        る。カッパの着用もほぼ完璧にできている。 

  ・携帯の使用…休み時間も使わない方向で指導しているが、まだ徹底には至っていない。 

          今の１年生～３年生はどの学年も非常に落ち着いている雰囲気である。 

 

 

  保健部（佐藤 養護教諭） 

  ・清掃活動の徹底…保健委員の生徒に清掃場所のチェックを行ってもらう。またどうやっ 

たら綺麗になると思うか考えてもらう。２学期からより自主的に行う 

よう生徒を指導したい。 

  ・トイレの改善…従来から要望が多いが、お金をかけた改善を求めている。 

  ・職員の救急救命講習への全員参加…全員参加を目指して行っている。４月教員向けと７ 

月生徒向けを実施している。今年は三島救命救急センターの協力で、 

ナースも２名出向いて講習をしていただいた。 

  ・支援カードの活用…まだ導入されて２年目なので、活用に関しては試行錯誤している。 

            保護者の方に記入してもらうことで、「学校は一緒に考えてくれるん 

だな」という啓発につながっていると感じている。 

 

  総合調整部（大田 教諭） 

  ・学校説明会には 230 名強の生徒・保護者の参加があり、アンケートの意見も良かった。 

   昨年度よりも 100 名程参加者が減ったが、分析はできていない。土曜・日曜参観の中学 

校増えたのでは。あるいは、入試の情報が未発表であることが関係あるのではないかと 

考えている。 

  ・８月に部活体験週間を実施する。（７月１日～申込み受付）中学生にまだ余裕がある時期 

にしっかりと在校生と触れ合って本校へ進学したときのイメージを具体的にもってほし 

い。 

  ・昨年度は、部活動の HP 更新を担当教員に強く促し、ほとんどの部活動が更新を行った。

今年度も引き続き部活動の情報の更新を促していることと、各分掌の情報更新について

も働きかけている。常に新しい情報が載っている意味のある HP にしたい。 

 

（生活指導部・保健部・総合調整部についての質疑応答） 

  榊原 委員：生活指導面で２つ。１つは授業中はスマホ・携帯禁止ということだが、時代遅

れであるという考え方もある。使い方講座を行うなどして、むしろ積極的に活

用してみるのはどうか。もう１つはスカート等服装の面について、生徒は学校



に対して対抗しているのではなく、友達付き合いの側面もあるのではないかと

いうことを理解しておいて欲しい。 

  真野 校長：スマホの活用に関しては教員の意見がまとまっていない。また生徒たちは LINE

に流されがち。実は今年度の学校経営推進費事業に、タブレット端末を活用す

る企画でエントリーしたが、採択されなかったという動きもあった。使ってい

きたい教員もいれば、無理ではないかと考える教員もいる。スマホの活用ノウ

ハウについてもまだまだイメージできていない。 

  梶田 首席：スマホにはインターネットだけではなく、LINE・メールなどの通信機能やカ

メラもついている。授業で活用するには機能を制約する必要がある。 

  宮城 教頭：全員がスマホを持っているわけでもない。 

  真野 校長：スマホ・携帯に関して、今年度 1 年生が、昼休み以外の休み時間等は携帯を使

わないという「No ケータイム」という取組をしている。携帯でゲームなどを

しなくなったことにより、生徒間でのコミュニケーションが活発になっている

と聞いている。 

        規律ある学校生活の指導という点では、今年度メロディーチャイムを導入し、

早めに着席して授業準備をするという取組を行っている。これにより、これま

であまり全員に覚えられることのなかった校歌も生徒に広まるという効果も

生まれた。 

  芝井 委員：とても良い方法である。 

  榊原 委員：No マイカーデイや、No 残業デイのように、メリハリのある取組は良い。No

ケータイムを他学年にもメリハリをつけて導入されたらどうか。 

  米津 委員：タブレット活用の件は教委に認めてもらえるよう頑張ってもらいたい。生徒は

タブレットだと生き生きと検索する。すごく効果はあると感じる。 

  真野 校長：タブレット等を今活用できれば、教志コースの生徒が教員になった時にも役立

つ。 

  米津 委員：若い教員も増えているから、活用について考えてもらうと良い。 

  真野 校長：教科の研究授業等でも ICT の活用をやってもらえるだろう。80 台要求したが 

認められず残念。 

 

  第 1 回学校評価・授業評価について（安田 首席） 

  ・学校評価について 

   自学自習の時間についての項目など、昨年度のアンケート項目に若干の加除あり。自宅 

での使用時間も No ケータイムの効果が期待できるのではないか。 

   鑑の前文の表現を変更した。新：「鍛える」「見守る」「高める」 

教務的項目の部分について、今年６月から始めることとした保護者懇談の効果が出てく 

るにではないかと期待。 

   北高スタンダード完成に伴って、生徒の進路意識も向上につながっていくと期待。 



  ・授業評価について 

   今年度から座学系授業と実技系授業で質問の内容を分けた。（２項目のみ）どちらの授業

にあたるかは各教科に確認して実施する予定。 

 

  芝井 委員：アンケート項目での座学と実技を分けたことについて、「座学系」という言葉 

は生徒にとってすんなり理解できるものか。今回実施してみて、問題があれば 

改善をすること。生徒用Ｂの項目において、全員該当でないものは順序を下げ 

た方がよい。 

  榊原 委員：１人の生徒は何枚書くのか。 

  安田 首席：２～３枚。府立高校全てが同様に実施。評価育成システムの一環として、ア 

ンケートの数値を各評価の改善の取組につなげていくもの。 

  榊原 委員：せっかく生徒に記名させてアンケートを取るのだから、評価を使って生徒別で 

        色分けするなどして、フィードバックや活用していけるとよい。 

芝井 委員：クロス集計をかければ、分析して活用・プロファイリング分析できる。教科で 

      クロス集計されてはどうか。 

  榊原 委員：授業評価では低い評価をしている生徒を分析して、その後どう働きかけていく 

かなど、何かできるのではないか。きちんと分析すれば課題の発見につながる。 

  米津 委員：生徒にはどのようにしてフィードバックしているのか。 

  宮城 教頭：先生方で授業に役立ててもらっている。また教科では話し合って総括もしてい

る。 

  米津 委員：アンケートを取る際に記名させているが、校長しか見ないことは伝えているの 

か。 

  真野 校長：伝えている。集約の仕方や活用の仕方など、まだまだ学校評価・授業評価アン 

ケートには課題がたくさんある。 

 

  その他 

  柏原 委員：道路交通法改正に伴ってカッパ着用を義務化したのか。 

  真野 校長：もともとの指導で徹底してきたこと。継続して指導をしているうちに法改正と 

なった。これだけ徹底できている学校は珍しい。 

  柏原 委員：ぜひとも本校職員のみなさんにも徹底していただきたい。やはり大人がまずし 

         っかりしなくてはならない。 

  宮城 教頭：もちろんのこと。これからもしっかり指導していきたい。 

 

  ( 6 ) 閉会挨拶 

 

5. 次回について 

  第二回開催日は改めて担当より日程調整の連絡を行う。 


