
平成２７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。
・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あ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 総合的な学習の時間で、自己を見つめ、職業や学部・学科を調べ、更に志望大
取組状況 学を目標設定し、入試科目や学力を意識させることで、学習意欲を喚起させた。

２年 大学訪問研修でのｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加や総合的な学習の時間で志願理由書・自
己ＰＲ完成ﾉｰﾄを書かせることで、進路意識を高めた。

３年 担任のこまめな面接や総合的な学習の時間を利用することで進路意識を高め
た。また、個別に課題を提示するなど、学習内容の配慮も行った。

評 価 １年 Ａ １年 １月末まで３０％が目標を達成している。この状況での年度
末までの達成率は５３％となる見込みである。

２年 Ｃ ２年 １月の時点で、１７％の生徒しか目標に達していない。また、
達成見込みの生徒が全体の３６％しかいない。

３年 Ａ ３年 １月の時点で、７０％の生徒が目標に達している。この状態
で学習を続けると、２月には７７％の生徒が目標に達する。

学校関係 ・学習時間について目標を立てているのはこのまま続けてほしい。志望校へ進学で
者の意見 きた生徒の学習時間を１，２年生に知らせ、目標とすればよい。

・達成できなかった生徒への働きかけを大切にしてほしい。今年度「Ｃ」評価だっ
た２年生の意識をどう変えていくかが大切である。

・１年次で家庭学習の習慣をつけなければ、２年次以降、急に習慣化させることは
なかなか難しいと思う。

次年度へ向 １年 学習時間は週平均 15.2 時間（多い生徒 36 時間～少ない生徒 4 時間）である。
けての課題 時期、個人で大きな差があり、家庭学習の習慣化に向けて方策が必要である。

２年 平均学習時間が２.２時間で８００時間の平均学習は超えている。もう少し
という生徒が多いと予想できる。この生徒達に意識させることが必要である。

３年 体育大会後、学習モードに切り替えることができない生徒が多いように感じ
る。学習モードへの切り替えをしっかり生徒に意識させることが必要である。

［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］



平成２７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 定期考査では解けている問題でも、外部模試等の実践的な問題になると得点が伸
びず学力の定着に欠ける生徒が多い。また、苦手分野では極端に基礎・基本ができ
ない生徒もいる。学力格差も一部あり、学習効果を上げるためにも課題の内容や分
量を検討することも迫られている。

達成目標 ・教育的実践力を身につけるために、若手教員を中心に研修会や意見交換を日頃か
ら実施する。

・各学年・類型別等での週末課題の提出方法を工夫する。

方 策 ・効果的な教員研修や個人研修を推し進め、教職員の資質向上に努める。
・アクティブ・ラーニング等の指導法を研究し、実践する。
・教科バランスを考えた課題提示をする。
・生徒の学力の詳細な調査と生徒へのフィードバックを実施する。
・基礎と発展に分けるなど段階に応じた課題作成を工夫する。

具体的な １年 模試前に志望校を意識して目標点を定め、受験後は自己採点・復習、次回の目
取組状況 標設定をし、自立した学習者になるように進路意識、学習意欲の喚起を図った。

２年 工夫して週末課題を出すなど、生徒の学力向上を考えた。また外部模試では、
自己採点やデジタルサービスで復習させたりして、学力向上の強化を図った。

３年 記述式の外部模試でも自己採点をさせることで解答の重要な点を考えるよう
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。

全体 アクティブ・ラーニング等、学力の定着を図るための指導法について研修し
実践した。

評 価 １年 Ｂ １年 週末課題は期限に遅れる生徒はいるが最終的に 9 割以上の提出率
である。一方、自主課題(基礎・応用)に取り組む生徒も増えている。

２年 Ｂ ２年 週末課題等 90 ％近くの生徒が提出しているが、答えを写すだ
けの課題や空欄が多く不完全な課題が多いように感じる。

３年 Ｂ ３年 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。

学校関係 ・課題を提出することが、どう受験結果につながっているのかを生徒に明示できれ
者の意見 ば良い。

・アクティブ・ラーニングを通して生徒の向学心、探究心、考える力が育つことを
期待する。

・生徒一人一人の意識改革が大切である。何のための学習なのかを意識づけしなけ
ればならない。

次年度へ向 １年 生徒の学力差や科目バランスの点から課題の質・量の吟味が求められる。
けての課題 生徒一人一人の進路志望や学力をその都度確認しながら指導する必要がある。

２年 課題の目標が、自分自身の学力の向上に、必ずしも結びついていないことが
問題であると痛感している。その意識改革が必要である。

３年 昨年度と同様、進路決定学年にも関わらず、課題の目標を意識せずに作業と
してこなしている生徒が複数おり、課題による定着率が低かった。

全体 アクティブ・ラーニング等の指導法について効果的なものにするため、更に
研究を推し進める必要がある。

［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］



平成２７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 土曜授業の導入に伴い、月曜日の７限の負担を軽減させることで、週始めの欠席
者数が昨年度より減少した。また、月曜日の放課後は、３年生の補習や１，２年生
は自主的な学習時間として活用するようになったり、部活動の活性化につながった
りした。しかし、教職員の負担増加と土曜日の諸活動における関わり方で課題もあ
った。

達成目標 ・年間９回（月に１回程度）の土曜授業では、国語、数学、英語の授業の実施に加
え、外部講師を招聘したり、人間福祉コースでは「専門」の授業を取り入れたり
して特色ある授業を行う。

・保護者、中学生、他校の教育関係者などを対象とした公開授業を促進し、本校教
育への理解を深める機会をつくる。

方 策 ・月曜７限授業を解消することで学習への集中力を高め、また、放課後の時間を有
意義に活用できるようにする。

・定期考査前の週に必ず土曜授業を入れることで、学習意欲を喚起させ、学習のリ
ズムを改善する。残り４回の日程は、諸活動と重ならないように留意し、かつ学
習習慣の定着への効果を十分考慮する。

具体的な 定期考査前の週に５回とその他の週で４回（１学期２回、２学期５回、３学期２
取組状況 回）実施する。

通常授業以外では、人間福祉コースの「専門」で体育系バドミントン２ｈ、福祉
系臨床美術２ｈの外部講師による授業、1年の「選択美術Ⅰ」で陶芸と水彩画２ｈ、
「音楽Ⅰ」で琴１ｈの外部講師による授業を行った。

評 価 ・放課後の自主学習ができ、計画的に学習を進めることができたとい
う生徒が３年生や人間福祉コースで増えた。学習のリズムが改善さ
れたと感じている生徒も２，３年生で増加した。定期考査対策や３
年生の受験対策のための学習環境がよくなったと考えられる。

・中だるみしやすい２年生は規則正しい生活習慣を送ることができた
と自覚しているものが昨年度より増えた。

Ｂ ・土曜日の部活動の取り組みについては、約４０％の生徒が取り組み
にくいと感じていた。しかし、実施回数の多い昨年とほぼ変化はな
かった。

・約４０％の生徒が月曜７限を減らす土曜授業の実施をよいと思って
いる。特に人間福祉コースの生徒が増加し、理系の生徒が半数近く
いた。

・外部講師の招聘により、学習への意欲・関心を高めた。

学校関係 ・土曜授業により月曜の授業への負担感が軽減されていることは良いことだと思
者の意見 う。ただ、公欠で受講できない生徒がいることは気がかりである。

・外部講師の選定などにおいても生徒の意見が反映されればよい。
・土曜授業の中で展開されている外部講師の授業は、生徒の好奇心などを刺激し、
自分の生き方を考える良い機会になると思う。

次年度へ向 ・予習・復習は余裕をもって取り組んでいる生徒が２５％程度である。学習意欲を
けての課題 高めるためにも授業力の向上や教職員と家庭との連携が必要である。

・次年度も年間実施回数を９回で計画するが、外部講師招聘では、講師や「専門」
の他の科目との調整を早期に計画しなければいけない。また、公欠者をできるだ
け減らすような日程を確認する。

・授業日数が増えることで逆に生徒も教職員も負担が増す時期もあった。生徒への
適切な課題の提示方法や教職員が振替休暇をとりやすくする対策が必要である。

［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］



平成２７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識が 生活環境や生活様式の変化によって、
不十分で、年間５～７件の事故が発生し 視力低下の生徒が増加している。特に１
ている。 年次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 70パーセント以上

方 策 ・生徒会、校風委員会を中心に主体に ・健康相談を行い、自分の目の健康につ
取り組ませ、生徒間の交通安全意識 いて関心を持たせ、治療カードを発行
をさらに高める。 し、眼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
旗作成等を通して、「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 ・検診後関心が高いうちに治療カードを
取組状況 「未来をも さえぎる傘差し なみだ雨」 発行した。

・たかおか川柳応募 ・10月に再測定と健康相談を実施した。
・保健だよりを通して受診を促した。

評 価 １月末現在３件 １月末現在 ９２％
Ａ （車と自転車の接触２件） Ａ

（人と自転車の接触１件） （１年生は１００％）

学校関係 ・自転車事故の判例や具体的な事故の事 ・社会の情報化の進展の中で、生徒の視
者の意見 例を紹介するなどして、生徒の交通安 力低下はますます進むと考えられる。

全意識の高揚を図ってほしい。 治療だけでなく、予防にも留意してほ
・ＰＴＡとの連携した交通安全指導が大 しい。
切である。 ・心に悩みを持つ生徒への対応を、今後

更に進めていってほしい。

次年度へ向 ・自転車運転マナーの更なる向上。 ・治療カードの早期発行。
けての課題 ・「～だろう｣から「～かもしれない｣へ ・保健に関するＨＲや保健だよりの充実

の意識変換の徹底を行う。 によって、自己の健康への関心を高め、
・登校指導、街頭指導、集会ごとに呼び 健康の更なる保持増進を図る。
かけていく。 ・教育相談の充実を図る。

［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］



平成２７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、「総合的な学習の時間」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： ７～８月近隣の国公立大学のオープンキャンパス参加、７月職業ガイダ
取組状況 ンス、９月進学講話、大学出張講義（金沢大学）実施。

２学年： ６月大学出張講義（富山大学）、７月職業ガイダンス、大学訪問研修、
９月進学講話、３月進路座談会実施。

３学年： ４月・７月進路講演会、７月大学出張講義（金沢大学）実施。

評 価 ３学期実施進路志望調査の結果
Ｂ １学年：目標志望学部を設定している生徒 100％

２学年：目標志望大学（短大等を含む）を設定している生徒 90.8％
３学年：現在受験の最中であり評価できず。

学校関係 ・若い教師が多いということを活用して、生徒により近い立場で自らの受験体験な
者の意見 どを生徒に伝えていけるのではないか。

・保護者の中には、現実的かつ具体的な進路目標が定まっていないという現状に対
して、職業ガイダンスやオープンキャンパスへの参加奨励などをもっと進めてほ
しいという意見がある一方で、大学進学後により具体的な目標を設定すれば良い
ので、今はじっくり勉強や部活動に励んでほしいという意見もある。

次年度へ向 数々の進路行事の実施、情報提供、学年ごとの取り組みや生徒への働きかけの結
けての課題 果、進路志望調査の結果からも進路意識は高まっているように思える。しかしなが

ら、実際の生徒の様子から見える課題として次のことがあげられる。１学年におい
ては、多くの情報により選択肢も増え、一応の進路は考えているものの、まだまだ
現実的かつ具体的な進路としては決めかねている現状がある。２学年では、進路意
識の高まりを実現につなげる行動段階で、自分の実力と志望先との差を楽観的に考
え努力につながりにくい生徒も見られる。また、最終的に現時点の自分の力で行け
るところに行ければよいと妥協する生徒も少なくないのが本校の生徒の特徴とい
え、どう意識を高めていけるかが課題である。

［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］



平成２７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 地域との連携推進と地域交流やボラン 積極的図書館利用姿勢の育成
ティア活動への自主的な参加意欲の育成

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 図書館を広く知ってもらうために、１
が十分とは言えない。 年生のオリエンテーションでは本を選ぶ
昨年度の地域交流・ボランティア活動 時間をとった。また、広報紙の充実・教

への生徒の参加の割合は、１年生 85 ％ 室ミニ図書館“Bicl（Book in classroom）
(98％)、２年生 81％(60％)、３年生 ”、朝読書を実施し、より多くの生徒に

74％(63％)であった。 本に触れる時間を提供している。
※（ ）内は前々年度

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１．１冊）

１年生 年 1回 ８０％以上
２年生 年 1回 ８０％以上
３年生 在学中２回 １００％

方 策 ・地域社会と学校との連携を密にし、生 ・生徒全員に図書貸出バーコードシール
徒に対して地域活動についての情報を を配付
より多く提供し、地域交流・ボランテ ・図書館行事（「読書会」「朝読書」）の
ィア活動の推進を図る。 充実

・生徒会活動をとおして、ボランティア ・図書委員会活動の活性化（カウンター
活動の推進を図る。 当番、Bicl の運営、図書館行事運営、

店頭購入）
・教科や学年の先生方との連携
・広報活動の推進（広報紙、掲示物等）

具体的な ・学校に依頼のあるボランティア活動に ・教養講座で初のビブリオ・バトルを開
取組状況 積極的に参加する生徒が増えている。 催。７名がお気に入りの本を紹介した。

・生徒会がボランティアを企画し、生徒 ・１月の司書不在中も図書館を開館。
会執行部員から広く呼びかけた結果、 ・「朝読書」に関するアンケートを実施。
ボランティア参加率があがった。 ・図書館天井工事のため利用者が減少。

評 価 １年 ９８．３％ １年 0.88冊
Ｂ ２年 ８４．２％ Ｂ ２年 0.53冊

３年 ８６．４％ ３年 0.91冊
全体 0.77冊

学校関係 ・地域社会が高校生に期待するものは大 ・Bicl の実施はとても良い。更に充実さ
者の意見 きいと思う。ボランティアを通して社 れることを期待する。

会への目を育て、自分の役割を考える ・もっと図書に親しむ機会を増やしてほ
ようになればよい。 しい。

・目標達成度が高いので、基準の回数を
増やしてもいいのではないか。

次年度へ向 ・生徒が参加し易い時期、内容で開催で ・図書館が遠くて利用しにくいため、教
けての課題 きる生徒会企画のボランティアを継続 室の Bicl を充実させて読書を勧めた

させ、全校規模のボランティアの輪を い。
つくるとともに、ボランティア精神の ・３学年が蔵書を利用しやすい方法を検
涵養を図る。 討したい。

［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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重点項目 その他

重点課題 ＰＴＡ活動の充実

現 状 昨年度の５月の総会の参加者は１０５名で、全体の１／３弱であった。報告事項
を簡略にして時間を短縮し、学校行事の写真をスライドにして保護者に紹介する時
間を取るなど工夫した。秋のＰＴＡ研修会の講演内容は、前年度のアンケートをも
とに委員会で検討し、多くの保護者に参加してもらえるようなものを企画した。
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。
・ホームページに生徒の諸活動を適宜掲載する。

具体的な ・ＰＴＡ研修会の講演内容について、８月末の委員会に講師も参加し、保護者とし
取組状況 て聞きたいこと、講師から伝えたいことを協議でき、満足度の高い講演になった。

参加した保護者からも高評価であった。
・研修会では、駐車場確保のため、隣接する西条小学校の駐車場を借用した。
・ホームページをリニューアルし、学校の様子や情報を適宜掲載した。

評 価 ・総会（５月）参加 １０７名（29.9％）
Ｂ ・研修会（１０月）参加 １１０名（30.7％）

学校関係 ・ＰＴＡの活動に関しては、保護者が興味を持つような内容の研修会を企画してい
者の意見 くことが重要である。

・各種会合の案内や学校からのたよりが、リアルタイムでなかなか届かないことも
不参加が多い原因だと思う。ホームページ活用をＰＴＡに認知してもらい充実を
はかってほしい。

次年度へ向 ・駐車場問題については引き続き検討する。
けての課題 ・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

つなげたい。
・秋の研修会は１、２年保護者を対象とした内容にする。３年保護者には１学期に
進学に関する講演を行う。

・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］


