
平成３０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 週当たりの平均の家庭学習時間
学年別目標達成（１年生１４時間以上、２年生１６時間以上、３年生２０時間以上）

現 状 昨年度、学習時間年間 1000 時間（３年生 70%以上）の目標は達成できた。しか
し、１，２年生は 50 ％以下で目標を超えることができなかった。WestTime の学習
時間帯では６０％程度の者が１ｈ以上を達成していたが、全く学習時間が取れてい
ない者もいた。西高生としての意識を一層高めるためにも、学習計画、課題への取
り組みをしっかりと行い、学習リズムを作ることが必要である。

達成目標 ①週当たりの年間平均の家庭学習時間目標達成者
１年生(１４時間以上)が、７０％以上
２年生(１６時間以上)が、７０％以上
３年生(２０時間以上)が、７０％以上

② WestTime（9:00 ～ 11:00）の平日学習時間１ｈ以上（調査期間を年間２回設定す
る）

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。週当たりの取り組み状況をみて、学習計画を見直すようにさせる。

・考査（考査日程発表後）以外の通常の期間において、年間２回の WestTime の意
識を向上させる期間（１学期中間考査後、２学期中間考査後）を設け、平日平均
６０分以上を学習時間目標にして取り組ませる。

・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。

具体的な １年 学習習慣をつけさせるために、担任が生活の記録を毎日確認して面談や声か
取組状況 けを行った。

２年 担任が生活記録を確認し声かけや面談で活用した。クラスごとの週平均をグ
ラフに表し、教室に掲示することによって意識を向上させた。

３年 担任が日々の生活記録を見てこまめに声かけをし、進路目標を達成するため
教科担当者とともに学習意識の向上を図った。

WestTime の学習時間において、考査期間直後の週の調査では１ｈ以上の学習時間
をとっているものがどの学年も概ね５０％超であった。しかし、５日間で計３０分
以内のものが約１０％いた。

評 価 １年 Ｄ １年 達成率３２％（１月第２週まで）
２年 Ａ ２年 達成率７７％（１月第２週まで）
３年 Ｃ ３年 達成率６３％（１月第２週まで）

学校関係
者の意見

次年度へ向 １年 週平均１３時間以上は４３％であり、７０％以上は、週平均１０時間以上
けての課題 となる。更なる工夫をして、学習習慣をつけさせる必要がある。

２年 週平均１６時間以上は７７％であり多くの生徒に学習習慣がついている。
しかし、考査前だけでなく、日頃から志望校を意識した学習をさせなけれ
ばいけない。

３年 ７０％の生徒が週平均２０時間以上学習するようになったのは１０月から
で、１学期から２学期前半までの学習意識の向上が問題であった。

週ごとのグラフからもわかるように学習に対する時間を年間を通してとり続ける
ことは困難である。その時期に応じた取り組みやすい学習内容を考え、学習意欲
を向上させる方策も必要である。

［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］



平成３０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、学習時間の多さが必ずしも成績
の向上に結びついていない。提出すればよい課題ではなく、学習内容の本質を理解
し課題に取り組んでいかなければいけない。そのためにも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も必要である。

達成目標 ・互見授業で指定授業を２回実施する際に、少なくとも１回は AL 型授業、また
ICT機器などを活用した授業を実施する。

方 策 ・互見授業やその他研究授業などを行う際の事前または事後の意見交換を行い、授
業の質の改善に努める。

・AL型授業に ICT機器の活用を取り入れた授業の研究をする。
・ICT 機器の活用について、先進校視察や各種研修会などで得たことを各教科でま
とめる。

具体的な 互見授業の期間に公開授業研究会を設定し、６つの研究授業を行った。各教科に
取組状況 おいて指導案の検討をしたり、外部講師を依頼して「新たな学び」に向けての指導

を受けたりして授業力の改善に向けて取り組んだ。事後の研究会で生徒が主体的に
活動し、能動的に学ぶことを促進する授業について、他教科の先生も参加し意見交
換を行った。

評 価 Ｂ ・研究授業の際には、教科毎に事前研究が行われていた。
・概ねＡＬ型の授業を実践することができた。
・スクリーン、プロジェクタの設置に伴い、ＩＣＴの利活用が多く
なった。

・グループ学習では生徒の仲間意識も高まり、活動に取り組んでいる。

学校関係
者の意見

次年度へ向 知識・技能を活用する学習活動や探究型学習、協働的な学びなどをデザインでき
けての課題 る指導力の実践的な展開の提供を教科全体において取り組み続けるようにする。

［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］



平成３０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 土曜授業の効果的活用法と特色ある授業形態

現 状 昨年度７回の土曜授業を設定した。部活動など公式試合への参加生徒の問題は若
干残ってはいるが、大半の生徒は影響しなかった。外部講師を招聘する事業では「土
曜授業」で専門の授業を行うと各系統の日程調整に問題がそれぞれあることや土曜
に行うこと事態が問題となっていた。

達成目標 ・年間７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。
・「芸術」、「専門」の授業で外部講師を招聘し、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 ・５／１２の３，４限の土曜授業①で、ＰＴＡ定期総会にあわせ、公開授業を行っ
取組状況 た。参加者も昨年より若干増加し、１年の１４名が多く、合計２１名であった。

・１０／６の３，４限の土曜授業③では、１，２学年は職業ガイダンスを実施した。
・「専門」体育系において、それぞれの競技の外部講師招聘を平常通り実施し、土
曜授業での活動を行わなかった。同様に「専門」福祉系、音楽系、「芸術」にお
いても平常通り実施した。土曜授業ではできるだけ５教科を中心に取り組めるよ
うにした。

・１２／８の土曜授業では２学年全員を対象に普通系学科のキャリア教育（パネル
ディスカッション）を２ｈ行った。パネラー３名が地元企業の事業内容、仕事に
必要となる資格やスキル、富山県で働くことの魅力を伝え、生徒が質問を行った。

評 価 Ｂ ・公開授業は１学年の保護者が関心を示していた。
・行事予定の作成の段階で職業ガイダンスの日程調整がうまくできな
かった。

・予定外の活動が「総合的な学習の時間」として１２／８に入ってき
た。

・全般的に５教科を中心に計画を組むことができた。

学校関係
者の意見

次年度へ向 ・公開授業を参加しやすいような方策があればよい。
けての課題 ・職業ガイダンスの実施期間について、１０月は文理選択を考えると時期が遅く、

また中間考査前の実施でもあり学習に時間をかけた方がよい。
・外部講師の招聘の予算の要望は３月に行われるため、平日に変えたが人間福祉
コースの各系における日程の調整が難しい。

・１年の「総合的な探究の時間」を土曜授業で行うことも再検討する。

［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］



平成３０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 情報モラル教育の充実 心身の健康の保持増進を図る

現 状 携帯電話、スマートフォンの普及によ 治療を要する生徒に発行する「治療
り、不適切投稿、インターネット依存、 カード」の回収率が低く、また検査項目
有害情報サイトを通じた犯罪やいじめに ごとの回収率に差がある。そのため、治
生徒が巻き込まれている。本校でも携帯 療の実態把握が困難となっている。
電話等の違反件数が年間６～１０件ほど 心の悩みをもつ生徒が増えてきている。
あり、また５～８件の生徒がネットパト
ロールにより情報提供を受けている。

達成目標 携帯電話等の違反件数（ルール違反・ 治療カードの回収率７０％以上
ネットパトロールによる指導）を、年間
１０件以下にする。

方 策 ・生徒会、校風委員会を中心に、生徒 ・カード発行時の工夫と対策
間の情報モラルを守るための対策を ・保護者との連携
考えさせ、ネットルールづくりに取 ・時期を選んでの保健指導
り組み、ネットの危険性に対する意 ・未提出者への継続的指導
識を高める。 ・治療状況等の確認の徹底

・生徒指導集会や学年集会、ＨＲで危 ・心に悩みをもつ生徒に対する外部機関
険性を呼びかけ、注意喚起を図る。 とも連携した対応

・ネットに関する講話を計画する。 ・早期の情報共有

具体的な ・ネットトラブル等防止研修会の実施 ・健康診断後直ちにカード配布
取組状況 ・学校ネットルールつくりに関する統一 ・入学説明会で保護者へ説明

ＨＲを実施。校風委員、学級長が中心 ・ほけん便りで保護者へ連絡
となりネット利用についての良い点、 ・未処置者へ直接指導（複数回）
悪い点を話し合う。各クラスネットル ・行事や集会など生徒が集まる機会に
ール三箇条を決め、教室掲示。 連絡、指導

・学校ネットルール標語・ポスターの
掲示。

評 価 １月末現在 ２／４現在
Ａ 携帯 ７件 B 治療カード回収率 67.5%

ネットパトロール ０件

学校関係
者の意見

次年度へ向 ・学校ネットルールつくりを次年度も実 ・３年生への早期指導（受験期になると
けての課題 施する。 通院が難しくなるため）

・ＨＲや集会で呼びかけていく。 ・歯科など長い治療期間を要する生徒へ
・ＰＴＡや地域との連携を考えてく。 の早期対応

［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３０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、進路志望を実現できた生徒が全体の 90%

方 策 ・全校生徒対象または各学年対象のキャリアガイダンス、「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。また、的確な情報と資料を提供し、幅広く社会に目を向け
させるようにする。
１年･･･進学講話､大学出張講義、職業ガイダンス、夏のオープンキャンパス参加
２年･･･進学講話、大学出張講義、職業ガイダンス、大学企業研修、進路座談会
３年･･･進路講演会（年２回）

・学力報告会、進路検討会などの会議を通じ、学年担当者のみならず全教職員で生
徒情報を共有し、生徒理解に努め、個々の生徒に応じた進路支援ができるように
する。

・担任、教科などにおいて、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、１０月職業ガ
取組状況 イダンス、９月進学講話、１１月大学出張講義(新潟、金沢学院大学)実施。

２学年 ６月大学出張講義（富山大学）、８月大学企業研修旅行、８月進学講話、
１０月職業ガイダンス、３月進路座談会実施。

３学年 ４月・７月進路講演会

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 83.2％

２学年：目標志望大学(短大等を含む)を設定している生徒 99.1％
３学年：現在受験の最中であり評価できず。

学校関係
者の意見

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もい
るが、漠然とした志望しかない者も多い。さらに学部学科について調べ考えさせ、
具体的な目標を設定する必要がある。２学年においては、進路意識が高く志望校を
想定して具体的な努力をし始めている生徒がいる一方で、楽観的に考え日々の取り
組みすら習慣化されていない生徒や、目標を持っていても具体的に行動できない生
徒もおり、二極化が見られる。個々の生徒に応じた働きかけを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３０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は、年間増加傾
生徒の地域社会活動への参加機会が少な 向ではあり、昨年は、年間 3700人で一
いため、生徒の地域社会に対する理解度 日平均 18名程度であった。
が十分とは言えない。 また、貸出冊数は、年間 1000冊程度
昨年度の地域交流・ボランティア活動 でやや増えた。図書館へ足を運ぶことに

への生徒の参加の割合は、１年生 97 ％ より、書籍とのふれあいを増やし、教養
(99％)、２年生 98％(92％)、３年 を高めることにつながると考えている。

生 95 ％(92 ％)であった。 図書館を広く知ってもらうために、1
年生のオリエンテーションでは本を選ぶ

※（ ）内は前々年度 時間をとった。また、広報紙の充実・教
室ミニ図書館“Bicl（Book in classroom）
”、朝読書を実施し、多くの生徒に本に
触れる時間を提供している。

達成目標 高校在籍期間中における、地域交流・ 年間利用者数、３５００人以上
ボランティア活動に参加する生徒の割合

１年生 年 1回 ９０％以上
２年生 年 1回 ９０％以上
３年生 在学中２回 ９５％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 朝読書週間の実施）
ィア活動の推進を図る。 ・ビブリオバトルの体験により、書籍へ

・生徒会活動をとおして、ボランティア の意識の涵養
活動の推進を図る。 ・図書委員会活動の活性化（カウンター

当番、Bicl の運営、図書館行事企画運
営、店頭購入、生徒への呼びかけ）

・教科や学年の担当者との連携
・広報活動の推進（広報紙、掲示物等）

具体的な ・高校在学期間中における、地域交流・ ・図書館が利用できるように、司書がい
取組状況 ボランティア活動に参加する生徒の割合 ない時期も開館に努めた。

１年生 年１回 １００ ％ ・ビブリオバトルを年 2 回実施し、生徒
２年生 年１回 ９７．５％ の書籍への意識の涵養に努めた。
３年生 年２回 ９８．３％ ・読書週間を年 2回実施した。

評 価 ボランティア活動一覧 3625人（1／ 31現在）
A 延べ人数 1376人（昨年度 B 貸出冊数 1023冊

1345人）（別紙参照） （ 昨年 1076冊）

学校関係
者の意見

次年度へ向 ・地域社会と学校との連携を密にし、生 ・図書室の利用増加が貸出冊数の増加に
けての課題 徒に対して地域社会についての情報をよ つながる。また、教室内の Bicl の充実

り多く提供し、地域交流・ボランティア も読書習慣の涵養につながる。
活動の推進を図る。 ・3 年生の学習の手助けのため、小論文
・自ら企画し、周囲を動かしながら運営 対策や最近の話題になっている書籍を
していく生徒会活動を推進する。 増やしていきたい。

［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 総会、研修会への参加は３割を切っている。開催日（土曜午後）、研修会テーマ
（保護者アンケートを考慮）の設定を工夫しているが、保護者の関心を十分に得ら
れていない。

達成目標 ＰＴＡ行事等への参加者 50%

方 策 ・ＰＴＡ役員や保護者の意見を積極的に取り入れ、魅力ある内容になるよう工夫す
る。また、教育安全メールの活用など保護者への情報提供の方法を工夫する

具体的な ・定期総会は、5 月の土曜授業の午後に設定。午前の 3,4 限を公開授業にし、生徒
取組状況 の活動を見てもらう機会を設けた。

・PTA 研修会は進路講演会と生活指導学習会の 2 本立てとした。講演会は主に 1,2
年生の保護者向けの内容、学習会は高岡警察署の方に県内・市内の事案を通して保
護者への注意を呼びかける内容とした。参加者からの反応は大変よかった。
・11 月に「大学見学ツアー」を実施。参加は少なかったが、実際に大学の設備を
見学し説明を受け、大変よい機会だったと好評であった。

評 価 参加者数 定期総会 118名（33% 昨年度 26％）
B PTA研修会 61名（26% 昨年度 26％）

学年別懇談会（5月）200名（56％ 昨年度 47％）

学校関係
者の意見

次年度へ向 ・４月の第１回全体委員会で各委員会の連絡網を作成してもらい、横の連携をとり
けての課題 やすくしたい。また執行部の連絡網も作成して臨時の議題が生じたときに速やかな

連絡体制をとりたい。また次年度に繋がるような活動を考えるとともに、多くの保
護者に PTA活動に興味・関心を持たれるように、内容等の充実を図りたい。
・HPや教育安全メール等の有効活用をすすめる。

［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］


