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８ 学校アクションプラン （ 様式 ５ ）

平成２６年度 高岡西高等学校アクションプラン －１－

重点項目 学習活動（１）

重点課題 家庭学習年間１０００時間への学年別目標の確保

現 状 本校生徒の国公立大学への志願者は各学年ともに 70 ～ 75 ％と高いが、国公立
大学への合格者は、今年度は３人に１人。進路希望を達成するためには、早期に
明確な進路目標をもって学習に取り組み、自主的学習習慣の確立が必要がある。
しかし、各学年ともに自主的学習時間(家庭学習時間）が不足している。

達成目標 年間家庭学習時間達成者

１年生(700時間) ２年生(800時間) ３年生(1000時間)

４５％以上 ５５％以上 ６５％以上

方 策 ・個別面談をとおして進路目標を明確にさせ、学習意欲を喚起する。
・午後 9時～ 11時を家庭学習時間と位置づけ、学習に専念させる。(West Time)
・生徒が計画的な学習に取り組めるように、余裕をもって課題情報を提示する。
・習熟度別学習の効果が上がる指導法の実践研究
・基礎学力を育む週末課題教材の作成

具体的な １年 毎日の生徒の学習時間の記録をもとに、担任が学習時間が少ない生徒に声

取組状況 かけをこまめに行った。

２年 毎日の生徒の学習時間の記録をもとに、担任が学習時間が少ない生徒に声

かけを行った。また、総合的な学習の時間を利用し、進路意識の向上を図っ

た。

３年 進路意識を具体的に持たせることで学習へのモチベーションを高めた。

また能力に応じ個別に課題を提示するなどして、学習内容の配慮も行った。

１年 Ａ １年 ４８％の生徒が目標に達成した。

評 価 (後１０時間で目標に達成する生徒も含めると５２％）

２年 Ｂ ２年 ４６％の生徒が目標に達した。

(後１０時間で目標に達成する生徒も含めると５０％）

３年 Ａ ３年 ７７％の生徒が目標に達した。

学校関係 ・昨年度より数値がｕｐしており、生徒の意識付けが進んでいることがわかる。

者の意見 更なる継続が学習姿勢の定着に繋がるので、来年度も実施していただきたい。

・「学習時間と成果」を分かり易い資料にし、生徒に伝え生徒の意欲の向上につな

げることができればよい。保護者にも同様なことが言え、保護者の協力も得やす

くなるのではないか。一方、学習時間が多くても成果が現れていない生徒もいる

ようである。いわゆる「ながら学習」を行っているのではないか。学習の量から

質への追求も必要ではないか。

・また、０～１００時間未満の生徒への学習支援もお願いしたい。

１年 約半数の生徒が年間 700時間を達成している。しかし、１日の学習時間が 0
次年度へ向 または 1 時間未満の生徒も多くいる。学力レベルに応じた指導を工夫し、学
けての課題 習時間の増加に結びつけたい。

２年 学習時間は定期考査が近づくと非常に多くなるが、それ以外だと週 14時間
程度である。進路目標を明確にさせ、モチベーションを高める工夫が必要で

ある。

３年 普段から学習時間を長時間確保している生徒は、入試が近づいた時期の追

い込みにも、しっかりと対応できていた。ただ、最終学年になっても、問題

演習が作業になっており、効果的に学力の向上に結びついていない生徒が少

なくない。正に、質の向上に努めたい。

［評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：あまり達成していない D：達成していない］
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平成２６年度 高岡西高等学校アクションプラン －１－

重点項目 学習活動（２）

重点課題 「確かな学力」の定着をめざした、教養と論理的な思考力を育む指導の充実

現 状 定期考査は高得点だが、模試等では得点が低いなど、応用力が定着していない
生徒が多い。また、学力不足の生徒は、課題を解く力がついておらず、未提出に
なる生徒もいる。

達成目標 ・各学年の週末課題の提出率を９５％以上

方 策 ・生徒の学力の詳細な調査と生徒へのフィードバック
・基礎課題と発展課題の二本立てにする等の課題提示の工夫
・小論文等（週末課題)の提示と添削指導の実施
・互見授業・研究授業の実施と授業改善

具体的な １年 学期のはじめに計画を立て、こまめに生徒に連絡することにより、生徒が

取組状況 課題に取り組めるようにしている。

２年 週末課題を１枚のプリントにまとめ、生徒への適切な量になるよう配慮し

た。

３年 課題等の計画を学期始めに提示し、生徒達が計画的に取り組むことができ

るようにした。また、個別に課題を提示し、意欲的な生徒の応用力の強化を

行った。

１年 Ｂ 期限に間に合わないが、90％近くの生徒が最終的に提出した。
評 価 ２年 Ｂ 期限に間に合わないが、90％近くの生徒が最終的に提出した。

３年 Ａ 期限に間に合わないが、98.5 ％の生徒が最終的に提出した。(1 学期
のみ)

学校関係 ・生徒に学習をしたことへの満足感を与えるために、更に段階別の課題や必修と

者の意見 選択の課題等の工夫をしてはどうか。

・放課後、グル－プで自主的に勉強する姿が見られるとのこと、更に広がり学習

スタイルとして定着するように見守りと援助をしていただきたい。その仕掛けと

しての課題も有効である。その姿は、入学してきたい生徒の刺激にもなり、学校

全体に学習の和が広がるのではないか。

・職員室前の廊下や近くの教室を有効に使い、教師への質問や自主学習スペ－ス

にすることで、積極的に学ぶ雰囲気が育つのではないか。

１年 課題を提出できない生徒には、学力不足によるものなのか、怠惰によるも

次年度へ向 のなのか把握し支援する必要がある。また、学習効果を上げるために、課題

けての課題 量の適正についても検討したい。

２年 ２年間の学習時間調査から課題量と学習時間に相関関係があることが判明

したので、今後課題量を増やすことで学習時間増につなげたい。ただ、生徒

間に大きな学力差があるため、生徒に合わせた課題の内容や難度にしたい。

３年 最終学年、進路決定学年にもかかわらず、課題の目的を意識せず作業とし

てこなしている生徒が複数おり、課題による学習定着率が低かった。

［評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：あまり達成していない D：達成していない］
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平成２６年度 高岡西高等学校アクションプラン －１－

重点項目 学習活動（３）

重点課題 土曜授業導入にともなう学習リズムの定着と学力の向上

現 状 生徒の学習に対する姿勢として、月曜が７限授業では負担が大きく、授業での
集中力が続かず、学習効率が悪くなる。また、平日に比べて余裕があるはずの週
末の学習時間が確保できず、怠けてしまいがちであるといった学習習慣に係わる
問題点もある。

達成目標 年間計画に基づき、土曜授業１１回（月に１回程度）を予定通り実施する。
各学年の生徒の出席率が９７％以上（公欠の生徒を含む）を目標とする。

方 策 土曜授業の導入にともない、月曜７限授業を解消することで、集中して学習に
取り組ませ、放課後の時間の使い方を有意義なものにする。また週末に登校する
ことで週末の学習時間を確保し、家庭学習の習慣づけを図る。

具体的な ・土曜授業の各回毎に時間割予定表を作成した。

取組状況 ・主要３教科（国語、数学、英語）の時間割配置の分散化をした。

・定期考査の前週に土曜授業を行い、定期考査への学習意識の高揚を図った。

・芸術・専門の授業においては、社会人講師招聘が容易な土曜に外部講師招聘授

業を実施し、学習効果を高めた。

・芸術・専門の授業同様、「総合的な学習の時間」を活用した職業ガイダンスを土

曜授業で実施することで、社会人講師の招聘が容易になった。

・生徒に対し、土曜授業と時間割を定着させるために、こまめに生徒への連絡を

行った。

・月曜７限の解消時間で、生徒面談、３年生は２学期より受験対策指導（補習授

業や推薦受験等）、１，２年生は、部活動を充実させることや放課後の学習指導

対策（質問室、成績下位者対策等）を企てることができた。

・週初め(特に月曜日)の欠席者が減った。

Ａ １年生を中心に、月曜日の欠席率が低下した。

Ｂ ５月１１日、６月２１日、７月１９日の公欠者が多かった。

評 価 Ｂ 概ね家庭学習時間は確保することができた。しかし、年間を通して

見ると、家庭学習時間は均一ではない。

Ａ 土曜授業において外部人材の活用ができた。

学校関係 ・７限の遅い時間まで授業をするより、週６日にして、同じ授業時間を割り振っ

者の意見 た方が負担軽減され良いと自分の経験からも感じられ、土曜授業には賛成である。

・しっかり予習し授業を受けた方が成果が上がるので、土曜授業は賛成である。

・日頃の授業とは異なる方法を取り入れ、土曜授業のインパクトを強め、学ぶ意

欲につなげられると良い。中学生見学(スポ－ツ)がありましたが、福祉、音楽そ

の他の分野へも見学者を積極的に受け入れ、更に西高の環境、意欲、特徴を知っ

てもらう機会として欲しい。

・土曜授業が成功するためには、公欠者に対するフォロ－は必要である。

・土曜日に実施される各種大会や発表会等での公欠者を減らすための日程調整及

次年度へ向 び適正(もしくは可能)実施回数の再検討を行う。

けての課題 ・土曜授業を踏まえた週末課題量及び内容の吟味し、余裕をもって家庭学習をさ

せ、学習内容の定着を目指す。

・全職員が勤務日ではない土曜日の清掃活動や生徒の出欠把握の工夫を行う。

・教職員の土曜授業出講に伴う振替休暇の確実な取得のための対策を行う。

［評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：あまり達成していない D：達成していない］
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平成２６年度 高岡西高等学校アクションプラン －２－

重点項目 学校生活

重点課題 交通安全意識向上を図る 心身の健康の保持増進を図る

現 状 自転車運転時の交通ルール遵守意 生活環境や生活様式の変化によって、視
識が不十分で、年間５～７件の事故 力低下の生徒が増加している。特に 1年次
が発生している。 における急激な視力低下が見られる。

達成目標 年間の交通事故発生件数３件以下 近視等の屈折異状の見られる生徒につい
て、学習等に支障のない視力への改善(矯正)
の割合 50パーセント以上

方 策 ・生徒会、校風委員会を中心に主体 健康相談を行い、自分の目の健康につい
に取り組ませ、生徒間の交通安全 て関心を持たせ、治療カードを発行し、眼
意識を更に高める。 鏡等による矯正を推奨する。

・交通安全標語や川柳の募集・のぼ
り旗作成等をつうじて、安全意識
を身近に感じる工夫をおこなう。

・登校指導、街頭交通指導、さわや
か運動を有効に活用する。

具体的な ・今年度西高交通安全標語 ・健康診断終了後、すぐに治療カードを発

取組状況 「ヘッドホン 危険な合図 聞き逃す」 行し、意識の高い内に通院させる。

・たかおか川柳応募 ・２学期に再度測定と健康相談を行い意識

・生徒参加の登校指導を実施 付けを図る。

１学期末の治療カード提出率は

評 価 Ａ ２件 Ａ 26 ％だったが、２学期の指導
により 74％に向上した。

学校関係 ・初年度は成功、継続を望む。 ・土曜授業を利用して、専門の外部講師を

者の意見 ・生徒が個々に出すリスクに対して、招へいし、健康に関する正しい知識を伝え

一つひとつ対応策を考えさせてこそ る講座を実施してはどうか。

リスクマネ－ジメントになると思わ ・ヘッドフォン使用が日常化する現代では、

れる。 聴覚における健康被害にも目を向ける必要

・これからも是非川柳という形でか がある。学習のためだけではなく、美しい

まわないから続けて欲しい。 ものや美しい音に感動するためにも大切に

・交通事故は命にかかわること、家 してほしい。

族や他の人のことも考える機会とし ・心身ともにの健康であることが大切であ

ても捉えて欲しい。 る。身体と心の結びつきや心の健康につい

学び、心のバランスを崩さないための手立

てを考えておくことは大切である。

・自転車運転マナーの更なる向上を ・診断後、意識の高い内に治療カードの発

次年度へ向 目指す。 行を行うことで早期の受診につなげたい。

けての課題 ・「～だろう｣から[～かもしれない｣ ・保健室利用時などの機会をみつけて個別

への意識変換の徹底を行う。 指導を行い、改善への意識付けを図る。

・年間ゼロを最終目標としたい。 ・こまめに「心身の健康」の大切さについ

て啓蒙活動を続けていく。

［評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：あまり達成していない D：達成していない］
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平成２６年度 高岡西高等学校アクションプラン －３－

重点項目 進路支援

重点課題 進路志望の実現に向けた指導の充実

現 状 医療系、教育系といった専門的な資格取得を念頭に置いた進路を志望する生徒
が増加している一方で、明確な進路目標を設定できない生徒もいる。

達成目標 １学年は、３学期の進路志望調査時までに目標志望学部を設定している生徒が
全体の 90%

２学年は、３学期の進路志望調査時までに目標志望大学を設定している生徒が
全体の 90%

３学年は、進路志望（資格取得可能な進路）を実現できた生徒が全体の 70%
（３人に１人は、国公立大学へ合格）

方 策 ・進路学習に関わる行事、「総合的学習の時間」における進路学習、面談を通して
自己の進路に対する意識を高め、早期に目標設定ができるようにする。

・進路学習において、的確な情報と資料を提供する。
・個々の自己実現に向けて、学年と教科の連携、土曜特別講座、補習等の取り組みを
充実させる。

具体的な １学年は、７～８月近隣の国公立大学のオープンキャンパス参加、７月職業ガイ

取組状況 ダンス実施、９月進学講話、大学出張講義（金沢大学）実施。

２学年は、６月大学主張講義（富山大学）実施、７月職業ガイダンス、進学講話、

大学・企業研修実施。

３学年は、４月、７月進路講演会実施、７月大学出張講義（金沢大学）実施。

３学期実施進路志望調査の結果

評 価 Ｂ １学年：目標志望学部を設定している生徒 90.0％
２学年：目標志望大学(短大等含む)を設定している生徒 98.0％
１、２学年ともに学年末には目標数値を達成することができた。

３学年：３人に１人は国公立大学へ合格という目標には少し及ばな

かったが、100％の生徒が進路志望を実現することができた。

学校関係 ・進学に対する指導と同時に、職業人から職業に就くことの意義についての講話

者の意見 をすることで、より一層進路志望の向上につながるのではないか。

・志望学部を設定するには、目指す職業の決定が必要であり、そのための情報提

供を積極的にしていただきたい。

・入試制度の変革や新学習指導要領の導入などに対応した進路指導の準備を行い、

生徒の不安に答えられるようにしていただきたい。

・取り組まれた内容は、生徒の進路意識を刺激したと見受けられる。先生方の負

担も大きいと思うが、生徒一人一人に丁寧な指導をお願いしたい。

生徒に、より具体的かつ現実的な進路志望を持たせるために、オープンキャン

次年度へ向 パスへの積極的な参加を奨励し、大学・企業研修の取り組み、特に事後の指導を

けての課題 いっそう充実させる必要がある。ひきつづき職業ガイダンスや大学出張講義など

を企画し、低学年から具体的な職業イメージを持つ機会や大学の特色、学問内容

に実際に触れ、考える機会を設けることで自己実現に向けて意識を持たせたい。

また、自身の志望進路の適性について、さまざまな観点から客観的に考えさせる

ことも必要である。

［評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：あまり達成していない D：達成していない］
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平成２６年度 高岡西高等学校アクションプラン －４－

重点項目 特別活動

重点課題 ふるさとや学校を誇りとする、ふるさと 積極的図書館利用姿勢の育成
学習や地域との連携の一層の強化

現 状 地域からの期待は大きいが、日常的に、 図書館を利用する生徒が少なく、また
生徒の地域社会活動への参加機会が少な 貸出冊数もわずかである。
いため、生徒の地域社会に対する理解度 昨年度はこの課題の下、これまでに取
が十分とは言えない。 り組んできた、広報紙の充実・教室ミニ
昨年度の地域交流・ボランティア活動 図書館“Bicl（Book in classroom）”など

への生徒の参加の割合は、１年生 98 ％ に加え、朝読書・図書委員による店頭図
(68％)、２年生 60％(77％)、３年生 書購入を試験的に導入した。その結果わ
63％(100％)であった。※（）内は前々年度 ずかであるが、貸出冊数が増えた。

達成目標 高校在籍期間中における、地域交流・ 年間借出冊数、生徒１人 1．５冊以上
ボランティア活動に参加する生徒の割合 （昨年度１．４５冊）

１・２年生 年 1回 ８０％以上 １．生徒 1人 1人への図書貸出バーコー
３年生 在学中２回 １００％ ドシール配布

２．図書館行事（「教養講座」「読書会」
方 策 １．地域社会と学校との連携を密にし、 「朝読書」）の充実

生徒に対して地域活動についての情 ３．図書委員会活動の活性化（カウンタ
報をより多く提供し、地域交流・ボ ー当番、Bicl の運営、図書館行事運
ランティア活動の推進を図る。 営、店頭購入）

２．生徒会活動をとおして、ボランティ ４．教科や学年の先生方との連携
ア活動の推進を図る。 ５．広報活動の推進（広報紙、掲示物等）

具体的な ・依頼のあったボランティアの他に生徒 ・屋上防水工事（７～ 11月）、アルバイ
取組状況 会ボランティアを企画し、生徒会執行部 ト司書の交替（11 月）等、図書館を利

員から広く呼びかけた結果、ボランティ 用しにくい状況が重なった。

ア参加率があがった。３年生については、・行事を年度の前半に行ない、内容も工

２学期以降参加しにくい状況であった。 夫した。また、生徒（1，2 年）の読書
傾向のアンケート調査も実施した。

1年 85.3％ 1年 1.6冊
評 価 Ｂ 2年 80.5％ Ｂ 2年 1.3冊 全体 1.1冊

3年 73.9％ 3年 0.4冊 （1/23現在）

学校関係 ・高岡マラソン等のボランティアも地域 ・土曜授業を活用して、土日で１冊家庭

者の意見 を支援する活動として良い。 で読書できるような工夫ができないか。

・将来的には、学期に１回を目標にして ・生徒による店頭購入はおもしろい企画

はどうか。 朝読書と共に継続していただきたい。

・「情けは人のためならず」ボランティ ・図書委員の活動を更に進め司書代行業

ア活動から得た事、感じた事を次にどう 務の実施、書店での購入増のための工夫

活かすべきか考え行動することで、更な をｲﾝﾀﾋﾞｭ-し参考にしてはどうか。
る成長が期待できる。 ・貸し出し数の多い生徒、少ない生徒か

・「歴史都市高岡」の観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟ-ﾄ らアイディアを募ったり、各Ｂｉｃｌの
により、県内外に高校の存在を示すこと ベストセラ－紹介し、関心度ｕｐにつな

ができ、地元を知る機会にもなる。 げたらどうか。

・生徒が参加し易い時期、内容で開催で ・図書館の本の貸出冊数を指標としてき

次年度へ向 きる生徒会企画のボランティアを継続さ たが、生徒 1人ひとりの読書に注目した
けての課題 せ、全校規模のボランティアの輪をつく 指標のあり方を考えたい。

る。また、学年への連絡を積極的に行い、・3 学年が蔵書を利用しやすい方法を検
1，2 年生のうちに多くのボランティア 討したい。

活動に参加するよう呼びかける。

［評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：あまり達成していない D：達成していない］
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重点項目 その他

重点課題 ＰＴＡ活動の充実

現 状 ＰＴＡ研修会の講演内容については保護者に事前アンケ－トをおこない、要望に
かなった講演会を企画するように努力している。総会についても報告事項を簡略化
して、１年間の生徒の活動が垣間見られるようなスライドショ－を放映する等、参
加したくなるＰＴＡ活動に努め、参加者が増えるように工夫している。
一方、市街地の高校であるため、参加者数に見合う駐車場の確保が難しい。

達成目標 総会の参加者 40%、PTA研修会の参加者 50%

方 策 ・各ＰＴＡ活動において、参加したくなる魅力ある内容になるよう工夫する。
・各ＰＴＡ活動において、保護者の満足感が得られる情報提供に努める。
・近隣の駐車場の利用の検討をおこなう。

具体的な ・ＰＴＡ研修会では、保護者が強い関心を持つ「最新の大学入試情報」と「ＳＮＳ

取組状況 の危険性」について取り上げた。

・駐車場確保のため、研修会では、隣接の西条小学校の駐車場を借用した。

・総会参加者 105名（約 30％）
評 価 Ｂ ・研修会参加者 127名（約 36％）

学校関係 ・保護者のニ－ズ把握もしながら、学校として提供したい情報、保護者が知りたい、

者の意見 聴きたい話をミックスしておこなえるように考えていただけたら良いと思う。

・高校入学と同時に親の目が学校から離れてしまうのではないか。適度な距離感は

必要だが、学校の考え方や校長先生、担任を知る機会をつくることは大切である。

また、学校への信頼感が学校教育を支える力となる。保護者と学校の架け橋となる

活動を期待します。

・気軽に参加できる雰囲気をつくるために、西高が力を注ぐボランティア活動にＰ

ＴＡも協力してはどうでしょうか。

・駐車場問題については引き続き検討する。

次年度へ向 ・より保護者の視点で捉えた研修会にするための協議をＰＴＡと行い、参加者増に

けての課題 つなげたい。

・総会、研修会参加者のアンケートでは、土曜日開催が出席しやすいので望ましい

という声が多かったため、次年度も土曜日開催としたい。

・役員に過度の負担になることでＰＴＡ活動に対して疎遠になり、研修会へも出に

くくならないような活動方法を検討する。

［評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：あまり達成していない D：達成していない］


