
平成 27 年度 第三回学校協議会議事録 

 

1. 日時   平成 28 年 2 月 12 日（金） 16 時～18 時 

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 

               高井 高槻市立奥坂小学校長、上道 高槻市立第八中学校長 

               宮本 本校 PTA 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 

古藤 （記録） 

 

4. 議事 

（１）開会宣言（教頭） 

 

（２）開会挨拶（校長）：本日の第 3 回学校協議会において、学校評価と授業評価について委員

の皆さまから忌憚のないご意見をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（３）会長挨拶（芝井会長）：受験生の姿を見るこの時期になると私も身の引き締まる思いにな

ります。本日は、学校側から説明される学校評価と授業評価について協議をし

たいと思っています。次年度に向けて学校に少しでも役に立てるように委員の

方々よりご意見をいただきたいと思っています。 

 

（４）本校の現状と課題 

  今年度の主な取組報告（宮城 教頭）    

  ＊ 今回も保護者からの要望書はありませんでした 

  １）教志コース４期生（現１年生）の選択者数について 

        ７１名と昨年から V 字回復 

  ２）１月３０日実施の校内外部模擬試験の参加人数について 

    １年・・・３９０名 （在籍者の 97.7％） 

    ２年・・・３２９名 （在籍者の 82.9％） 

    昨年度（1 年在籍者の 49％、2 年在籍者の 74.5％）から大幅な伸び 

  ３）今年度の数学検定参加者数と家庭科技術検定１級取得者について 

   ４）次年度から英語検定の校内実施をめざす 

  ５）今年度の生徒の学校生活の様子について 

    ① 遅刻者数について 

      大きく減少している 

    ② 文化部発表会について    （保護者の来校者数・・１１９名） 



  ６）地域連携の取組について 

    ① 別所保育園との交流、園児との茶道交流 

    ② 中学生の授業体験等について （高槻八中の生徒 187 名来校） 

  宮城 教頭：何かご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

  米澤 委員：校内外部模擬試験の参加者数が増えましたね。 

  宮城 教頭：進路指導部を中心に学校全体の取り組みを行った成果だと思います。学級担任

やクラブ顧問も協力をしていただきました。 

 

（５）第２回学校評価の結果について （安田首席より説明）   

   ・保護者の回収率・・・79.3％ （少しずつ高くなっている） 

①学校評価（生徒用）の各項目のグラフの説明 ＜別紙資料参照＞ 

 

  宮城 教頭：生徒用の結果について、ご意見・ご質問があればお願いします。 

  芝井 委員：平均勉強時間（A項目 3番）のグラフで、「ほとんどしていない」と回答してい

る１，2年生の数値が２０％超えていることが気になる。ちょっと残念である。

こういうことでは、「将来、本当にしんどくなる」と保護者に言っていいのでは

ないか。３年生はさすがに頑張っているが、この「していない」という数字に

対しては何か考えなければいけないのではないか。「自分の進路を自分でしっか

り考える」というメッセージもっと出すべきではないか。最初のとっかかりの

ところでネジが緩むと自覚的な取組が難しくなる。 

  上道 委員：小・中学校の場合も家庭学習習慣を身につけさせることが同じように大きな問

題となっている。全国学力状況調査結果において家庭での勉強時間が全国平均

を下回っており、校区の課題としてとりあげている。来年は啓発用のパンフレ

ットを作ることになっている。まずは保護者から巻き込もうと思っている。 

  芝井 委員：上から言うのではなく、本人が自らすることが重要である。そのために保護者

を巻き込んで、学校全体としての取組が必要。 

  上道 委員：通塾率が高いということが数字に表れているのかもしれない。 

  芝井 委員：１０％を切っていれば問題ないのだが。 

  真野 校長：今までにもやってきた。合格者に対して入学式前に行う「学習オリエンテーシ

ョン」という取組を来年度は、改めてきちんとしたメニューとして提供しよう

としている。自学自習力の動機づけねらい。復習と予習の重要性を新入生に対

して国語・数学・英語を中心に行う。予習復習をしてくれば、きっちり点数が

取れるという「達成感」につながるよう、確認テストを設定して行う予定。こ

れは学力向上にもつながると考えている。（２０％超えは）ご指摘どおり残念

な数字。 

  米津 委員：宿題があまりないのでは。１年生のときにきちんと自学自習の習慣を身につけ

させることが大事なので、高校のマネをして自学自習ノートを学生につけさせ



てみたら、非常に学力が向上したという経験がある。 

  梶田 首席：数学に関しては復習が重要なので、テストとテストの間の期間は問題集を与え

て宿題としている。 

  真野 校長：小テストもまめにやっておられる。宿題が少ないことはないと思います。 

  宮城 教頭：プリントで出されることが多く、その場合学校でちょこちょこと友達のものを

写してできてしまうこともある。プリントの宿題をファイリングせずになくし

てしまうと積み重ねになっていかないため、プリントではなく、きっちりノー

トを作らせている学校もある。 

  米津 委員：献血の項目がアンケートに入っているのは、何か意図があるのか。生徒は趣旨

を理解しているのか。 

  真野 校長：社会貢献の１つとして、文化祭のオープニングで献血のビデオを紹介し、学校

に献血車に来てもらって献血を実施する取組を継続的に行っている。あまり機

会がないことなので、賛同する生徒に体験してもらっている。 

  芝井 委員：B項目①「（土曜日に定期考査を実施）この土曜日の活用は学習や部活動などの

充実のために効果はあった」の数値をみると、これに対して問題はなかったの

か。 

  真野 校長：年度当初に、生徒に対して土曜日に定期考査を行うことと創立記念日も授業を

することをアナウンスした。学校側としてきちんと意図（文化祭準備や進路指

導のため）を説明したつもりだが、繰り返し伝えていかなくてはならないのだ

ろう。 

  芝井 委員：了解した。いろいろなことを考えた上での決定方針なので、揺れずにやられた

方が良いと思う。 

  宮城 教頭：では次の報告にいかせていただく。 

 

  ②学校評価（保護者用）の各項目のグラフの説明 

     ・土曜日活用（中間考査の実施）については、保護者に主旨が伝わったようである。 

  宮城 教頭：保護者の学校評価について何かご意見・ご質問があればお願いしたい。 

   

  宮本 委員：保護者側からすると、グラフの数値に関しては、何も心配していない。 

        後から出てくる自由記述の方に対処の必要があるように思う。 

  芝井 委員：項目 B５「保護者懇談の内容や資料は充実している」に関しては、クラス数が

増えたから数値が減ったという説明部分について確認したい。期待が高くなる

と不満も大きくなる。回答数が増えたからポイントの数字が減るということに

はならない。数字が下がったことに関しては、中長期で見るべきである。もう

少し様子をみて、ポイントがこのままであれば考えるべきである。クラス担任

を初めて持つ若手もいるだろう。懇談についての研修などはないのか。 

  宮城 教頭：若手の教員が増えてきたので、初めての担任をもつ方も増えてきている。懇談



の仕方で変わってくる場合もあり得る。 

  真野 校長：担任団の中で話し合われることはあるようだが、研修はない。 

  芝井 委員：担任を持った若手の先生は、ぶっつけ本番的に懇談にあたるといったところが

あるということ。事前の研修などはなく、On the Job Training という形にな

っている。 

  米津 委員：小中学校でも若手の教員が増えているので同じことがあるのでは。 

  高井 委員：若手のスキル育成には、各学年で取り組んでもらっている。例えば「今回はこ

の点を保護者の方と話そう」など。個人的指導はしていない。研修みたいなも

のはやっていない。 

  上道 委員：本校は、今年度バランスがとれている。若手の教員には、基本的に隣に座って

いる先輩の先生に相談するように言っている。 

  米津 委員：懇談のときに、教頭先生や分掌の長の先生が若い先生に学校の方針やポイント

をしっかり示した上で、保護者懇談をするように指導すると保護者からの信頼

等も得ることができる。具体的なことを保護者に伝えることが大事だと思う。 

 

米津 委員：進路説明会は、１年，２年、３年でどれくらいやっているのか？国公立へ生徒

がここの学校のレベルからすると少ないと感じるので。 

  大田 総合調整部長：１,２年生は、選択科目の決定のときに、同時に進路相談を三者で行う

などしている。 

  梶田 首席：３年生には年間多くの機会に説明を行っている。 

  宮城 教頭：PTA 総会のとき、進路指導部から毎年進学実績などの説明をしている。 

  米津 委員：全体的に数字をみると、本当に良い学校である。 

   ③ 授業評価について （安田首席より説明）    ＜別紙資料＞ 

     ・今年度は、座学系と実技系に分けてアンケートをとった。 

 

  宮城 教頭：報告してもらいました結果について、どんな観点からでもいいので、ご意見を

いただきたい。 

  芝井 委員：数字だけ見るのでは、なかなか何も課題は見つかってこない。クロス集計をす

ると課題は見つかってくると思うが。例えば、家庭学習の少ない生徒の授業評

価はどのようにしているのかというようなアンケートのとり方をすると見え

てくるかもしれない。あとは個別の記述式で回答してもらったもので対応して

いくしかない。 

  安田 首席：アンケートの片方は記述式で、もう一方は無記名の回答なので、クロス集計は

難しい。 

  宮城 教頭：今の集約の仕方では、平均の数値をみるしかない。本当はその数値の中味が大

事になってくると思う。 

  米津 委員：理系と文系の割合は。 



  宮城 教頭：理数系の割合は一定している。 

  芝井 委員：景気が上がると文系が増え、厳しくなると理数系が増える。 

  米津 委員：理数系が減ってきているのでは？ 

  芝井 委員：昔と比べて、理数系の幅は広まっている。 

  宮城 教頭：理数系の苦手な生徒が多いかもしれないが、教員側も引っ張り上げきれていな

いかもしれない。 

  米津 委員：家庭科の技術検定の三冠王について教えてほしい。 

  中島 指導教諭：家庭科の技術検定の３つの部門〔食物・被服（洋服）・被服（和服）〕で 

１級を取るということ。大阪では、高槻北高校の生徒だけ。 

  宮城 教頭：技能検定における単位認定によって、その生徒は、一般生徒と比べて、９単位

多くとって卒業する。 

 

  宮城 教頭：次に、自由記述について、資料をお読みいただき、ご意見をいただきたい。最

初に、本日欠席されている榊原委員からのコメントをいただいているのでご紹

介する。 

① 第２回の学校協議会で検討された自由記述欄では、全般に辛口のコメントが多

いと思われる。ポイントを絞った上で意見交換を三者で行う機会を設ければ良

いのでは。 

② 教員の乱暴な言葉使いについては、問いかけ型の研修を計画してはどうか。 

③ 教員の世代交代に関しては、若手教員へのサポートをどうするかである。経験

豊かな先生のエピソードは参考になるのでは。 

      以上３点問題提起をしていただきました。このことを踏まえてご意見等をお願い

したい。 

   芝井 委員：結局は、どういう仕掛けをするかということである。出てきた意見に対して

何か手を打っていただく。２番目の事案に関しては、扱いを丁寧にしなけれ

ばならない。また、授業中の教員の言葉使いについては、一定の個別対応が

必要では。ここで少し話をした方がいいと思う。 

  真野 校長：その件に関しては、教職員の人権研修において、H２７はアサーション・トレー

ニングを導入した。また、個別指導も行った上で、始業式の全校集会で、事実

確認をした上で対応すると生徒に伝えた。また、授業見学も行った。 

  芝井 委員：校長先生がきっちり対応されているので安心した。 

  米津 委員：こういう問題は、外に出て行ったとき、やっかいな問題になることがある。危

機感を持っていない教員も中にはいるかもしれないので。 

  真野 校長：安全・安心アンケートも年２回実施しているが、記名式なのでなかなか書かな

いのが事実。 

  宮城 教頭：職員室での先生方の会話にも、少し問題があったのではないかと思っている。

もう少し会話の内容にも私が気を使わなければいけなかったと思っている。 



 

細かいところでもかまわないので、ご意見をお願いする。 

 

  高井 委員：朝、校門前で立っていると、高槻北高校生の爽やかな挨拶をしてもらう。本当

に気持ちがいい。北高生は、本当に挨拶がしっかりできる。 

先日、槻の木高校のマナー改善の取組を聞いてきた。指導するだけでなく学校

ができることは必ずやると報告しておられた。具体的には、駐輪場に暗いとこ

ろがあれば電気を設置し、自転車の雨合羽の指導するために、カッパを掛ける

場所を作ったということ。指導だけでなく、こちら側の体制も重要だというこ

と。 

       次に、先ほど説明していただいた数字をみると、「進路について話をしている」

という項目において、子どもと親のパーセントが同じである。これは学校側の

情報が保護者にもきちんといっているということであり、良い意味での驚き。 

       今後、高槻北高校独自色を出した取組を作っていくことができるのでは。ぜひ

やってみてほしい。 

  宮本 委員：自転車の乗り方については、保護者として気になる。自転車のヘルメット着用

は、高槻では努力義務だと聞いているが、講習会等を一度開いてみてもいいの

ではないかと思う。 

  芝井 委員：自転車講習会は、あったほうがいいのでは。保険についてはどうなっているの

か。 

  宮本 委員：全国 P 連で入っている保険は、一人３００円。それとは別に、大阪では個人で

自転車保険等に入る人も多い。 

  米津 委員：今までに大きな事故はあるか。 

  真野 校長：今までのところはない。ほんの少しコツンとあたった場合も含め、保険もある

のだから、決して逃げるな、マナーとしてきちんと謝罪するようにと言ってい

る。 

 

  宮城 教頭：本日は、今年度最後の学校協議会です。委員の皆さまに今年度を振り返って、

一言ずつお願いしたいと思います。 

 

  宮本 委員：自由記述による意見は、良い悪いは別にして、自分の意見を出している所はい 

い事ではないか、と思っている。 

  米津 委員：生徒や保護者の満足度が高いというのはよくわかった。それを広めていく方法 

を方を検討されてはいかがかなと思う。 

  上道 委員：高校生になると「厳しく見る目」が強くなってくる。保護者は「うちの子にと 

って」という視点で記述を書いてこられる。経験の少ない若い先生の指導はな 

かなか難しい点があると感じた。 



  高井 委員：高槻北高校のことがよくわかった。本当にこの協議会に参加できて良かった。 

経験の少ない若い教員に関しては、心配りをしながら個別指導していくのが良 

いと思う。 

  芝井 委員：今の高校生、今の高槻北高生の状況がよく分かって本当に良かった。朝の某テ 

レビドラマで、女性の主人公が「教育が一番大事です」と言っていた。私も本 

当にそう思う。 

  真野 校長：点検・評価をした上で、次の一手を考えていきたいと思っている。学校経営計 

画をしっかり浸透させていき、皆さまの期待に応えるように努力していきたい。 

 

 

（６）閉会宣言（教頭） 

 

 

 

 

 


