
平成２８年度 第３回学校協議会 議事録 

１．日時 平成２９年２月１０日（水） 16:00～18:00 

２．場所 本校校長室 

３．出席者 学校協議会委員：米津 大阪教育大学教授、本村 関西大学教授、高井 奥坂小学校長 

樽井 高槻第八中学校長、宮本 本校 PTA会長、柏原 北友会会長 

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

       大田 総合調整部長、相澤 教務部長、楠 生徒指導部副部長 

       浦久保 教諭（記録） 

４．議事 

（１）開会宣言（教頭） 

（２）開会挨拶（校長） 

（３）委員長挨拶 

（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） 

・４０周年記念事業の一貫として、４階１年生の教室に電子黒板が導入された。ICT 機器を用いた授業

の充実を図った。 

・本校教員の授業でのアクティブラーニングの指導力拡充するために、大阪府教育センターのパッケー

ジ研修と連携した校内研修を行った。 

・次年度（４１期生）より新教育課程を履行する。 

・授業力向上の成果が、学校評価で授業の満足度８０％達成という形で表れた。 

・学年末考査と入試選抜が滞りなく行われるように、準備している。 

 

進路指導部（小林教諭） 

・『第一希望の進路を実現する』を目標に掲げて生徒を指導・サポートしてきた。 

・スタディーサポート（ベネッセの学習到達度テスト）を４月当初に行って、生徒に自分の現在の学習

姿勢、今後の学習の力点を把握させる。来年度から、全学年が４月当初に受験するようにした。 

（１年生の取り組み） 

・７月にキャリアガイダンスを行った。 

・９月に大学見学会を行った。生徒にも保護者にも好評だった。 

・１月に外部模試を行った。１年生の９０％に当たる３４４人が受験した。模試の結果を受けて、３月

に課題発展として、講演会を行う。 

（２年生） 

・７月に分野別ガイダンスを行った。（３８分野から２つ選択） 

・１０月に外部講師による進路講演を行った。 

・１月には河合塾の外部模試を行った。２年生の９５％に当たる３８５人が受験した。 

・学年末試験の最終日に、専門学校・公務員試験の出願方法を具体的に指導する。 



（３年生の取り組み） 

・進路決定に対応する学力を身に付けるために、A講座を開講した。 

・奨学金の制度変更に伴い、説明会を充実。 

・看護系や教育系受験者に対応した面接指導を、延べ２００回行った。 

・公務員試験に３名合格した。 

（問題点） 

・入試形態の多様化に伴って、進路を（熟慮の上で）迷う生徒も多くなった。 

・進路部の取り組みが、保護者に十分に伝わっていないことが、アンケートなどから分かったので、今

後はメールマガジンやホームページなどを活用して発信に努めていきたい。 

 

生徒指導部（楠教諭） 

１）自転車マナーの向上 

・各部活の代表と教員が一緒になって下校指導を行うという取り組みをした。 

２）携帯電話に関する指導 

・全学年で授業の合間の 10分間休憩時の携帯電話の使用を禁止した。 

・10月に大きな地震があったときに、授業中に緊急地震速報が（生徒の携帯から）鳴ったことを受けて、

授業中の携帯の扱いついて見直す。緊急地震速報が鳴ったから危険回避行動が取れたという意見があ

ったので、「授業中は携帯の電源を切っておく」という指導から「授業中は（電源が入った状態で）サ

イレントモードにしておいてもよい」に変更した。 

 

保健部（山口教諭） 

・10月末の地震を受けて、防災避難訓練の見直しを検討。次年度は生徒に予告せずに避難訓練を行う。 

・LHR に「防災教育」を体育館に行う。防災 Q&A をクイズ形式で行う、集団下校を想定して中学校区

別に班に分かれる訓練を行う、などをした。 

・不登校生徒の増加が課題。人間関係がうまく築けない生徒が増えたのか。 

・本校で SNS関係のトラブルがあった。人権教育の充実が課題。 

・文化祭１日目に献血キャンペーン。今年度で６年目の取り組み。 

 

総合調整部（大田教諭） 

・12月の第３回学校説明会で、中学生・保護者の参加が３００名超だった（例年２００名程度）。本校へ

の期待が高まっていることが表れたのではないか。 

・学校説明会では可能な限り多くの教員・生徒の動員を目指した。生徒は教志コース生を中心に、運営

にも携わらせた。教員は説明会参加率４０％以上を目標に参加を募った。 

・PTAも会長を中心に各委員会で非常に精力的な活動がなされた。 

 

質疑応答 

本村 委員：１年生の教室のみだが、電子黒板が導入された件について。アンケートに「見にくいのを

改善してほしい」という記述があったが、それは何故？ 



相澤 教諭：教室に遮光カーテンと黒板に貼るマグネットタイプのスクリーンが設置されたので（外の

光が入って投影機の画像が見にくいという状況は）かなり改善されたと思う。導入当初は

なかったので、そういう意見が出たのかもしれない。  

本村 委員：電子黒板の利用率は？ 

相澤 教諭：（授業中に教室を覗くと）１０クラス中５クラスは使っている。一度でも利用した先生は「こ

れは便利だ！」と言うので、利用者は増えつつある。 

本村 委員：自分は必ずしも（電子黒板を）使うべきだ！とは思わないが、効果的に使われるのなら、

使用に期待したい。 

真野 校長：高槻市の小中学校には全校で電子黒板が導入されているので、高校でもそれに見合うよう

に、導入を進めた。だからといって使用を強制するつもりはなく、教科によって有効活用

出来る場面もあると思うので、授業改善に役立ててもらいたい。 

宮本 委員：（緊急地震速報を受けるために授業中にスマホの電源を入れておいてよいという指導は）緊

急時に対する対応としては妥当だが、生徒はちゃんと理解しているか。自分の職場でもそ

ういう対応は必要かな、と思うので、参考にしたい。 

米津 委員：電子黒板をどれくらい活用しているかについて、府の調査はないのか？  

樽井 委員：高槻市では、中学校は全教室に電子黒板の導入が完了している。小学校ではまだ 100％で

はない(教室にモニターがあるから)。（市からは）せっかく入れたから有効活用しろという

指導も来るが、有効活用というのは難しい。例えば、（教員の）板書が疎かになる。使わな

くてもいい場面でわざわざ使うなど、有効活用とは言えないケースもある。実物をそのま

ま見せたらいいだろう、というところで（画面に映すなどして）使うなど。 

米津 委員：大阪府は（電子黒板に関する）詳細な調査をしているんだろうか。 

真野 校長：（本校に導入するときに）府にも重要性を訴えたが理解してもらえなかったので、同窓会の

援助を受けて取りあえず１年の１０クラスのみに設置した。府は（電子黒板の）実態をも

っと把握すべき。だが将来的には電子黒板導入が（高校でも）主流になるだろう。  

米津 委員：１年生の教室で導入した成果を（本校で）しっかり見ていく必要はあるだろう。高校の先

生には英語や数学は黒板で説明した方が力がつくんだ！という電子黒板反対という人も多

いが、実際に（ある高校に導入されたら）反対していた先生の方が積極的に授業で有効活

用するようになった、という例もあるので。そういう調査をしたら、より効果的に活用で

きるようになるのではないか。 

米津 委員：不登校の生徒が増えたという問題について。何日休めば原級留置になる等、規程はどうな

っているのか教えてほしい。 

山口 教諭：欠課時数が年間で出席する時数の３分の１を超えると単位未履修になり、進級できなくな

る。毎週１回開かれる保健部会で、各学年の不登校生徒の把握に努めている。担任を中心

に、学年団、教科担当、保健部の教員が集まって具体的にどういう支援や対応が必要かを

話し合う場を設けることもある。保護者とも密に連絡を取り、スクールカウンセラーや外

部の専門機関と連携して出来うる対策を練る場合もある。それでも長期の不登校に陥る生

徒は出てくる。（教育相談委員会などで）兆候をつかもうとしているが、なかなか見えない。

突然学校に来られなくなるというケースがほとんどで、それ以前に兆候があるはずだが。 



米津 委員：現在、どれくらいの生徒が不登校に陥っているのか。 

真野 校長：今年度はのべ１０名ほどが、３０日以上の欠席（長期欠席者）として報告されている。 

米津 委員：家庭訪問は行っているのか。 

山口 教諭：家庭訪問も、保護者との連携も、かなり密にしている。だが、ある日突然制服に着替えた

けど学校に行けない、学校まで来たけど教室に入れない、というケースがほとんどで、そ

こに至る前段階が見えない。LINE 上や人間関係のトラブルが一つの要因になっていると

いうケースも増えているが（それらが原因の全てというわけではないのが難しい）。 

樽井 委員：八中は不登校が多い方だと思う。不登校には心因性のものと、非行を伴うものがあるが、

八中の場合は前者のものがほとんど。きっかけとして、対人関係の不調が多いが、プライ

ドが高いから、生徒は自分から言わない。あと、学習面での不安がきっかけになることも

多く、テスト後に不登校が増える。八中では新規の不登校を増やさないという取り組みを

している。いかに集団の質を高めるか、つまり大人にしていくか。 

 この傾向は八中校区の特色ではないか。つまり、生徒が走るべきトラック（軌道）が一つ

しかない。学習という価値観のトラックのみで、そこから離脱したらもう駄目だ、と保護

者も考えてしまう。実力以上の行動をして失敗したときに、自尊感情が損なわれてしまう。

別の校区だと、学習以外のトラックもあり、勉強が駄目なら非行に走る、というケースが

見られることもある。 

米津 委員：（不登校に関しては）小―中―高の連携、課題の共有が必要だと思う。 

真野 校長：本校は高槻から来る生徒が多いので、小中高の連携がしやすいのはよい。原因がスマホだ

とか、人間関係だとか、課題が見えている生徒はむしろ対応しやすい。 

 

学校評価の報告（安田首席） 

・授業満足度 80.1％  学習時間 倍近くに増加 

・教員の ICT機器活用 50％ アクティブラーニング 50％ これが授業満足度に貢献したか。 

・自由記述「校内で英検を受験できるようにしてほしい」「考査を統一テストにしてほしい」 

・学校生活の満足度 85％ 学習，行事，部活動への積極的参加 

・設備面での要望 トイレの改修など 

 

米津 委員：シビアに言わせてもらうと、報告に深みが感じられない。例えば、英検の学校受験は英語

科で可能なのか。満足度 80％というのは、何に満足しているのか。もっと具体的に説明を

してもらえると、委員の先生方も議論がしやすいだろう。 

安田 首席：例えば、国語科が主体になって漢検を学校で受験させているので、そういうノウハウを英

語科に伝えれば英検も可能だろうかと。 

本村 委員：大学入試でも、外部のテスト（TOEIC など）を使うので（ニーズは高まっていると思う） 

宮本 委員：学校で英検が受験できるとメリットがあるのか。 

真野 校長：受験料が安く済む。 

安田 首席：学校で受けるのは、見ず知らずの会場で受けるより、ハードルが低いというのもある。 

樽井 委員：中学校では学校で英検をやっている。平日の夕方３～６時にかけて。学校は会場を提供し、



教員も少し手伝うが、英検協会から人が来る。主導する英語科の先生には若干負担だが、

生徒は受けやすい。高校受験でも英検や TOEICが使えるようになるので。 

柏原 委員：（統一テストについて）先生が違ったら教え方も違うので、テストを統一にするのは難しい

のは分かる。だが、本来は先生同士で指導内容を話し合うなどして統一試験にすべきだ。（試

験の成績は）内申にも関わってくるので、保護者としては、統一テストでないのは不安に

感じるだろう。 

真野 校長：科目によっては共通問題でやっている。教え方は教員によって個性はあるかもしれないが、

教える内容は変わらないはずなので。今年度は、教科特性があるのは分かるが、少なくと

も５割は共通問題でやってくれというふうにした。来年度はその割合を上げていくように

したい。 

      英検に関しては、（利用が）国の施策としてそうなりつつある。ただ、英語科だけに負担が

かかるのは避け、学校全体で取り組むようにしたいと考えている。 

米津 委員：では、英検，数検，漢検などは、教科の負担にならぬよう、学校全体で取り組んでいくと

いうことで。選択問題に関しては、５割は共通問題、あとの５割は選択問題にした、とい

う経験があるので、それを参考にしてもらいたい。 

宮本 委員：アンケートの自由記述が気になる。生徒の記述を見ると、思ったままを書いているので、

真逆の意見が両立している。例えば「頭髪の染色を厳しく取り締まってほしい」という意

見もあれば、「髪の色を自由にさせてほしい」という意見もあったり。保護者の記述の中に

も「授業中静かにさせてほしい」というものがあるが、保護者がまず、子どもに指導する

べきではないか。生徒からも「授業中静かにしよう」という意見が出るべき。 

      「トイレの改修をしてほしい」という記述についても、自分は学校がどうしようもないこ

とは分かっているので、（保護者の立場から）学校に不満を言って申し訳ないな、と思う。 

米津 委員：これらの意見を全て受け止めることは、もちろん出来ないだろうが、どのように返答して

いるのか。 

安田 首席：様々な機会を通じて、生徒に返答して問題意識を持ってもらおうとしている。例えば、ト

イレのことなどは、「保健だより」などの学校通信を通じて発信するなど。 

米津 委員：アンケートへのレスポンスはこの報告書になるのか。 

真野 校長：結果をこのまま返すのは不足なので、各分掌や学年に回答をまとめてもらっている。トイ

レの改修などについては校長から生徒に「すぐには要望には応えられない」と直接返答し

たこともある。 

樽井 委員：この記述を見ると、生徒や保護者は要望を言うだけで、ずいぶん受身だな、と思う。消費

者のようにサービスを受けるだけでなく、この中には学校で生徒保護者教員一丸となって

取り組んでいくべき課題もたくさんあるのに、人任せで「～してくれ」というものが多い。

生徒らには「自分達で努力していこう」というふうに返信できないものか。保護者にも当

事者意識を持ってもらって、一緒に取り組んでいけないものか。 

真野 校長：確かに、厳しいご意見が多くて驚いた。 

高井 委員：（奥坂小では）「学校をよりよくする意見をください」という訊き方をしている。（奥坂小で

は）アクティブラーニングで「きく・はなす」という取り組みをしているので、低学年の



児童も「～した方がいいと思います」ときちんと書いてくれる。「なんでも書いて下さい」

という訊き方ではなく、質問の仕方を変えてみたらどうか。それでも確かに、批判的な意

見が来ることもあるが。 

高井 委員：（アンケートに）アクティブラーニングの項目が盛り込まれていたのは、この評議会で以前

話題に出たことなので、よかったと思う。教育課程の改善がこの評価まとめに盛り込まれ

ておらず、アピールが弱いのが残念。また、満足度 80％だが、不満足だと応えている 20％

の詳細な内容が知りたい。 

安田 首席：授業評価の項目３～７が授業に関係するところなので、その中の評価が低いところを各教

科ごとに返し、その点について回答をするように依頼している。 

高井 委員：授業の満足度ではなく、高校生活への満足度については。満足していないと応えた 16％の

生徒は何に満足していないのかが気になる。いじめか？将来の目標がないことか？その辺

りのことはどのように把握して、どのようにフォローしてくのか。部活に打ち込んでいる

華やかでキラキラした生徒だけでなく、こういう生徒達にも目を向けてもらいたい。 

真野 校長：まさにその 16％の中に、先ほどの不登校に陥る生徒が含まれているのだと思う。本校では

年２回「安全安心アンケート」というものをやって、生徒が不安を感じていることを書い

てもらっている。そこに全てが出てくることはないかもしれないが、出てきた問題はすぐ

にフォローしている。 

柏原 委員：記述の中の「他人のことを他人事だと割り切りすぎる人が多い」という意見が気になる。

小さい頃から子どもにスマホを与える親も増えてきており、それが発達障害が増加する原

因にもなっているのではないだろうか。今は、子どもが自転車マナー悪くても、注意する

大人も少ないし、全てが子どもに対して無難な対応になっている。危ないことをさせると

学校の責任になってしまうし。このままだと、身勝手な意見がますます増えてくるのでは

ないか。保護者にも「おうちでも考えてみてください」と問題提起してみてほしい。 

本村 委員：記述の中で「挨拶をしても返してくれない先生がいる」という意見があり、これは生徒に

してみれば傷つくだろう。信頼関係という意味でも、本当にそういうことがあるのか、気

になる。北高の生徒さんは来訪者にも気持ちよく挨拶してくれるのが多いので。 

米津 委員：ここの先生が、というわけではないが、挨拶をしない先生も多いので。そういう学校はや

はり雰囲気が悪い。 

樽井 委員：部活動休業日と全校一斉退庁日が１月から試行期間、４月から本格実施になるが、Noクラ

ブデーの見通しと課題を教えてほしい。 

小川 教頭：７限に LHRがあり、部活の時間が少ないから水曜日をNoクラブデーにあてているところ

が多い。一斉退庁日も水曜日にしており、19:00 には学校を出るようにと取り決めている。

やれば出来るもので、現在のところ 19時を過ぎて残っているのは１～２名。先日の水曜日

は一番遅く残っていたのが 19:02だった。 

樽井 委員：教員は多忙なので。うちでは 21時に帰るようにさせるのが教頭の仕事になっている。 

真野 校長：うちはスムーズに導入できたと思う。教頭が強く言ってきたので。学校によっては理解が

得られず、一斉退庁日の実施に苦労しているところもあると聞く。 

 



米津 委員：今年度のまとめと課題 

      ① 不登校生徒の増加について。小－中－高、保健部－生指部－学年の連携強化を。 

      ② 生徒と教員が一緒になって学校を作っていく、よくしていくという意識を高める。。 

        (アンケート結果で)いい部分をホームページなどを活用して発信していってほしい 

      ③ベテランの先生から若手の先生に継承していく場をつくってほしい。 

        広報活動に若手が積極的に関わり、自分の学校のいいところを知って共有するように。 

 

（６）閉会挨拶（真野 校長） 

 ・今回の１年間の総括を次年度につなげて行きたい。 

・本校の強みは地域との連携。学校だけでは出来ないことを地域一丸となって子どもを支えていける。 

 


