
平成２８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達成

現 状 学習時間年間 1000 時間（65%以上）の目標については全体としてはほぼ達成で
きているが、個人による差は大きい。また、週末課題には確実に取り組んでいるに
もかかわらず、全体的に基礎学力の定着が十分であるとはいえない。家庭学習時間
の調査では、週末や考査期間中のまとめ取りが目立ち、平日の学習時間は不十分で
ある。

達成目標 ①年間家庭学習時間達成者
１年生( 700時間以上)が、５５％以上
２年生( 800時間以上)が、６０％以上
３年生(1000時間以上)が、６５％以上

②考査期間（考査日程発表後）以外の学習時間
平日平均９０分以上が、５０％以上

方 策 ・基礎学力を育む週末課題教材の作成と予習・復習を定着させるための日々の課題
を提示する。

・考査（考査日程発表後）以外の通常の期間において予習・復習を確実に定着させ
るために、１、２学期に１回ずつ強化週間を設け、平日平均９０分以上を目標に
取り組ませる。

・生活の記録で学習時間を調査し、担任による個別面談を行う。
・習熟度別学習で個々の能力を引き出すための教科担当者による面談を行う。

具体的な １年 担任が生活の記録や面談を通してこまめに声かけをしたり、週末課題の提出
取組状況 状況をこまめにチェックしたりして学習習慣の確立に努めた。

２年 担任が生活の記録に毎日コメントを書き、担任や教科担当者が生徒に声かけ
や面談を行って、進路に関する相談にのり、学習意欲の喚起を行った。

３年 担任のこまめな面接などで進路意識を高めさせた。また個別課題を与えるな
ど学力向上にも努めた。

評 価 １年 Ｂ １年 １月末まで２８％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４９％となる見込みである。

２年 Ｂ ２年 １月末まで約３割の生徒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５０％台となる見込みである。

３年 Ａ ３年 １月末まで５４％が目標を達成している。大学受験終了まで
の達成率は７２％となる見込みである。

全体 Ｂ 平日の学習強化期間（考査日程発表後）を２回行った結果、１，２
年生はともに２学期に５０％をやや超えるが、類型別や学年別など
でみたとき、学習リズムが定着しているとはいえない。

学校関係 ・受験生としての自覚を芽生えさせ、行動につなげた指導は今後に生かせると思う。
者の意見 ・「課題を出せばよい」になりがちなので、もう少し目的意識を持つようにするに

はどうすればよいかを考えてほしい。

次年度へ向 １年 学習時間は週平均 14.5 時間である。36 時間～ 2 時間と人によって開きがあ
けての課題 り、学習習慣が身についていない生徒への指導が必要である。

２年 週平均学習時間は 16.1 時間で、約３割が週 20 時間以上であるが、７時間未
満が数名いる。面談の頻度を高め、進路・学習の助言が必要である。

３年 進路意識を高めさせることが学習時間の確保につながると感じている。
全体 １年、２年とも課題を中心とした学習を組み立てているため、調査時期、課

題の内容によって学習時間にばらつきがある。進路に対する意識を更に高め、
学習に対する意欲を向上させて、常に一定時間の学習量が確保できるように
ならなければならない。

［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］



平成２８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 課題の発見と解決に向けた主体的・協働的に学ぶ学習の実践

現 状 本校の生徒は真面目な態度で学習に取り組むが、知識や解法パターンの単なる暗
記・適用になりがちであった。生徒が自ら課題を発見し、解決していく力を身につ
けることが望まれる。生徒が主体的に活動し、能動的に学ぶことを促進する授業の
工夫が必要である。

達成目標 ・互見授業で指定授業を２回実施する際に、アクティブ・ラーニング型授業、また
は ICT機器などを活用した授業を実施する教員が８０％以上。

・授業力向上に関する校内外の研修会に 5回以上参加する教員が８０％以上。

方 策 ・アクティブ・ラーニング型授業やピア・サポートなど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。

・互見授業で互いの指導法を知り共有することで、授業の質の改善に努める。
・各教科での授業や「総合的な学習の時間」を通し、言語活動の充実や体験活動、
成果の振り返りなどを行い、教える場面と思考・判断・表現させる場面を意識し
た授業設計をする。

具体的な 授業力向上に関する研修会について、校外研修の案内を出したり、参加を促した
取組状況 りした。研修会で学んだことも含め、多くの教科の授業でＡＬ型授業を積極的に取

り入れ、生徒は意欲的に授業にかかわろうとする姿勢が見られた。

評 価 ・約 82 ％の教職員は校内外の研修会に年間で 5 回以上参加できた。
特に若手教員や５教科に関わる教員の参加が多く、８回以上参加が
半数を超えている。

Ａ ・互見授業では公開授業の機会を設けることもでき、職員や生徒も緊
張感をもって、授業に臨むことができた。

・生徒は、授業中いきいきと取り組む姿勢が見られるが、学んだ内容
を身につけようとする地道な努力に欠ける。

学校関係 ・西高生のイメージ「真面目で品行方正、無茶はしない、受身的」に生徒が染まっ
者の意見 てしまい、変化することから遠ざかっているように感じる。

・先生方の変化は生徒の変化へと反映されると思う。
・自分の身につく大切なことなので、自主的にするのは当たり前だが、きっと「ど
うすればいいのかわからない」生徒が多いのではないか。いきなり「自主的にや
れ」と言ってもできないと思うので難しい。

次年度へ向 ・能動的に学んだことを一過性のものにしないよう、それぞれの設定目標を再確認
けての課題 させたり学習方法の見直しをさせたりする必要がある。また、得られた知識・技

能を活用し、自ら課題を発見しその解決に向けて成果を発表するような活動や記
述型問題を重視した思考力・表現力を高める能動的な学習をさらに強化していか
なければいけない。

・アクティブ・ラーニング型授業をさらに円滑に進める手段として、ＩＣＴ機器を
活用した授業も積極的に実践していくことが必要である。

［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２８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 土曜授業のさらなる効果的活用

現 状 昨年度考査期間に計画した５回の土曜授業は、放課後の自主学習や質問を行いや
すい環境となり、学習意欲を喚起させるためには効果的であった。また、外部講師
を招聘する際は、日程の調整のために早期に計画しなければならない。

達成目標 ・年間９回の土曜授業で国数英の授業を各クラス１回平均２ｈ以上実施。
・外部講師の招聘や、人間福祉コースにおいて「専門」の授業を取り入れるなど、
スポーツや芸術の体験活動を通した授業の実施。

・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１回以上実施。

方 策 ・人間福祉コースや芸術科と授業内容や時期について検討し、調整する。
・質の高い授業を実現するために公開授業を行い、教育関係者や保護者等からの意
見を聞く機会を設ける。

具体的な １学期に２回、２学期に５回、３学期に２回の授業を予定通り行った。考査１週
取組状況 間前の土曜日は必ず授業を行うことができた。国数英の授業を全体の約５３％（1

月まで）を実施した。その他、理科、社会、情報などや１年の大学講師を招聘した
ピアサポート研修「総合的な学習の時間」２ｈ、外部講師招聘事業による「芸術」
１ｈ、２，３年「専門」（バドミントン、卓球、ソフトテニス）を行った。

評 価 土曜授業アンケートより
・昨年度と比較すると、２，３年生は規則正しい生活を送ることがで
きるようになったと感じる者が増え、学習のリズムが改善されたと
感じる者も昨年度より増えた。 放課後の時間の活用の仕方も自主
的に学習ができるようになってきた。

Ａ ・月曜を６限にして行う土曜授業に関して、２年前（約 37 ％）から
比較すると約 55％の者がよかったと感じている。

・予習・復習のための時間に余裕ができるようになった２，３年生の
生徒が昨年の調査で２３％程度であったものが４２％程度に増えた
のは、土曜授業の計画に合わせ課題の提示に工夫した効果があった
と思われる。しかし、1年生は昨年並みであった。

学校関係 ・アンケート結果から、土曜学習を含めた生活のリズムが学習のリズムにつながっ
者の意見 ていることを生徒が感じているよい傾向があるのが見えた。「学校」という場が

生徒にとって重要だということがわかる。
・「平日 3 日の 7 限授業」よりも土曜授業があった方が、平日も部活が少しでも多
くできるとか、土曜日もそのまま残って質問などに行けたりと、月 1回だがとて
もいい時間だと思う。

・生活のリズムが崩れないので、土曜授業はもっと活用してほしい。

次年度へ向 ・土曜授業予定日に多くの公欠者が出ないように実施日を設定しているが、生徒の
けての課題 活動が予定日に突然入ることもあり、多数の公欠者が出たときもあった。９回の

実施予定は、現状では一部の公欠を余儀なくされる。
・「専門」の授業を土曜授業で行うときは外部講師の日程調整が、バドミントン、
卓球、ソフトテニスが揃っていると授業が組みやすいが、そうできないときは別
日にも設定しなければいけなくなり、生徒の火、金曜日の負担が増える。

［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２８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 治療を要する生徒に発行する「治療カ
不十分で、年間３～５件の事故が発生し ード」の回収率が検診項目ごとに差があ
ている。 り、治療の実態把握が困難である。

達成目標 年間の交通事故発生件数３件以下 治療カードの回収率 70%以上

方 策 ・生徒会、校風委員会を中心に主体に ・発行時の説明の工夫
取り組ませ、生徒間の交通安全意識 ・保護者との連携
をさらに高める。 ・時期を選んでの保健指導

・交通安全標語や川柳の募集・のぼり ・確認の徹底
旗作成等をつうじて、安全意識を身 ・心に悩みを持つ生徒に対する外部機関
近に感じる工夫をおこなう。 とも連携した対応

・登校指導、街頭交通指導、さわやか
運動、交通安全講話を有効に活用す
る。

具体的な ・今年度西高交通安全標語 ・「ほけんだより」での呼びかけ
取組状況 「大丈夫 その考えが 命取り」 ・担任からの働きかけ

・たかおか川柳応募 ・保護者会で結果配付
・治療状況調査、個人への働きかけ
・受診促進カード配付
・全校集会時に呼びかけ

評 価 １月末現在４件
Ｂ （車と自転車の接触） Ｃ カード回収率 ４５％

（１月末現在）

学校関係 ・事故発生地点を通学路にしている生徒 ・治療を促すことも大切だが、昼食後の
者の意見 たちには、事故の情報を伝えることが 歯磨きや口すすぎの効果を伝えたり、

注意喚起になる。 ジュースやスポーツ飲料の影響などを
・今年度の交通安全講話(交通事故被害 知らせたりする予防対策も必要である。
者遺族の話)の取り組みはたいへんよ ・次年度に向けて、「対象者に直接カー
かった。 ドを渡す」とあるが、配付物を保護者

・実際にどのような行動が事故を起こす に渡していない生徒もいるようなので、
か、というところが身についていない。 生徒・保護者双方に連絡すればよい。

次年度へ向 ・自転車運転マナーの更なる向上。 ・具体的取組をより深めていきたい。
けての課題 ・登校指導、街頭指導、集会ごとに呼び ・受診科目によって回収率に差がある（歯

かけていく。 科が特に低い）ので、原因を追及し対
・「～だろう」から「～かもしれない」 策を講じていきたい。
への意識変換の徹底を行う。 ・対象者へ直接カードを渡す。

［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２８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 進路に関するさまざまな取り組みや情報提供により、ほとんどの生徒が一応の進
路目標を設定できるようになっている。しかしながら、その目標を現実的かつ具体
的なものとしてとらえにくく、目標を実現するための行動や努力につなげることが
困難な生徒も見られる。

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。

・個別面談等を充実させ、目標をより現実的かつ具体的なものとして意識させる。

具体的な １学年 ７～８月近隣の国公立大学等へ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、９月進学講話、大学出張講義（金沢、新潟、富山県立大学）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、大学企業研修、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～１月末現在の志望状況
Ｂ １学年：目標志望学部を設定している生徒 90.8％

２学年：目標志望大学(短大等を含む)を設定している生徒 92.4％
３学年：現在受験の最中であり評価できず。

学校関係 ・生徒の希望と適性を見ながら、一人一人が将来を思い描ける進路指導をお願いし
者の意見 たい。新幹線利用により、県内外の大学への進学の選択肢が増えている。

・就職なども含めて進路を考える情報は親にとってありがたい。
・親の立場からすると、「とりあえずの進学」では困るので、先生・親・生徒の三
者の意見をしっかり出し合って先のことを決めていきたい。

次年度へ向 年間を通して複数の進路関係行事の実施、情報提供、学年ごとの取り組みや働き
けての課題 かけ、面談などにより、進路志望調査の数字結果からは進路意識は高まっているよ

うに見える。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、将来の職業やそれに向けての進路先が明確な者と、
とりあえず暫定的な志望を書いている者の二極化傾向が見られ、さらに学部学科に
ついて調べ考えさせる機会を設ける必要がある。２学年においては、高い理想を描
きつつも、楽観的に考えがちで、理想に近づけるための具体的な努力につながらな
い生徒も多くいる。現状を打開するために自ら考えて取り組むことができるよう、
働きかけを工夫していく必要がある。

［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２８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 98 ％ 室ミニ図書館“Bicl(Book in classroom)”、
(85％)、２年生 84％(81％)、３年生 朝読書を実施し、多くの生徒に本に触れ

86％(63％)であった。 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０.９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 ８０％以上

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（年２回の「読書会」及び
ィア活動の推進を図る。 「朝読書週間」の実施）

・生徒会活動をとおして、ボランティア ・ビブリオバトルの体験により、書籍へ
活動の推進を図る。 の意識の涵養

・図書委員会活動の活性化（カウンター
当番、Bicl の運営、図書館行事運営、
店頭購入）

・教科や学年担当教員との連携
・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 ・司書がいない期間も図書室を利用でき
取組状況 積極的に参加する生徒が増えている。 るように開館した。

・生徒会がボランティアを企画し、生徒 ・ビブリオバトルを年２回実施し、生徒
会執行部員から広く呼びかけた結果、 の書籍への意識の涵養に努めた。
ボランティア参加率が上がった。 ・読書週間を年２回実施した。

評 価 １年 ９９．２％ １年 1.48冊
Ａ ２年 ９２．５％ Ｂ ２年 1.08冊

３年 ９１．７％ ３年 0.77冊
全体 1.11冊 (2/2現在)

学校関係 ・今後も多種多様な機会を捉え、内容を ・進学に関する本を増やす。
者の意見 深めて、社会を知り、人間の成長につ ・読書週間があるのはよい。

ながるボランティア活動にしてほし ・本の紹介コーナーをもっと工夫して、
い。 生徒の来館が増えればよい。

次年度へ向 ・生徒会企画のボランティアを継続さ ・読書週間中、生徒がスムーズに取り組
けての課題 せ、全校規模のボランティアの輪をつ めるような雰囲気作りが必要である。

くるとともに、ボランティア精神の涵 ・３学年の利用を高めるため、進学に関
養を図る。 係する内容や最近の話題になっている

蔵書を増やす工夫を行う。

［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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重点項目 その他

重点課題 PTA活動の充実

現 状 ５月の総会は報告事項を簡略にして時間を短縮し、学年別懇談会の時間を確保し
ている。３学年は外部講師を招いて進路講演会を企画した。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%、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。
・学校の様子や各種行事などを、ＨＰや学校安全メール等を活用して保護者への周
知を図る。

・秋に全学年で行っていた学年別懇談会について、さらに実効性のあるものにする
ため、３年生は７月実施とする。

具体的な ・５月の総会では、開始前に１年間の学校行事の写真をスライドショーで披露した。
取組状況 また、設定時間(70分)を超えないように報告内容を精選した。

・秋の全体研修会は１,２年生対象で人数が少ないので会議室で実施した。体育館
と異なり講師の話が聞きやすかったと好評であった。警視庁のＤＶＤも見やすか
った。

評 価 参加者数
Ｂ ・定期総会 107名（30％ 昨年度 30％）

・研修会、学年別懇談会（3年:7月、1,2年:10月） 221名（61.6％）

学校関係 ・小中学校時代と異なり、高校では保護者間交流がなくなって、情報が減り、不安
者の意見 に思うことがあった。研修会では、講演などを聞くだけでなく、保護者同士や先

生方との気軽な交流の場があってもよいのではないかと思う。
・紙ベースでの連絡は、なかなか保護者の手元へ届かない。一斉メールなど広報ツ
ールを変えることもよいと思う。

・保護者の知りたいこと、悩み事は何かなどのアンケートをとって、ニーズに応え
る取り組みを企画してはどうか。

・残念ながら、ホームページも学校安全メールもうまく活用できていないと思う。

次年度へ向 ・より保護者のニーズに合った研修会にするための協議を継続して行い、参加者増
けての課題 につなげたい。

・研修会は今年度、１学期に３年対象、２学期に１,２年対象としたが、更に内容
の充実を図る必要がある。

・ＨＰや教育安全メール等の有効活用を検討する。

［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］


