
令和元年度 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、各学年の目標を超えたのは２年生だけで、１・３年生は目標を超えるこ
とができなかった。WestTime の学習時間帯では５０％程度の者が１ｈ以上を達成
していたが、１週間を通してほとんど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、
学習習慣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（夜 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 システム手帳を各自持つことで１日、１週間、１ヶ月の時間の管理を行い、
取組状況 学習習慣の定着を図った。

２年 学習習慣の定着を図るために、生活の記録を毎週確認して、面談や声かけを
行った

３年 生活の記録を毎日確認して、声かけをするようにした。平均学習時間の推移
をグラフで表し、教室に掲示した。

評 価 ① １年 達成率７０％（１月第２週まで）
１年 Ａ ２年 達成率３６％（１月第２週まで）
２年 Ｄ ３年 達成率６６％（１月第２週まで）
３年 Ｂ ② １年 達成率７１％

２年 達成率３８％
３年 達成率８４％

学校関係 ・２年生の達成率の低さが気になる。家庭学習時間の不足は、生徒の意識の持ち方
者の意見 にも起因しているということだが、共通テスト初年度の受験生としての自覚や今

後の意識向上を促す指導・支援をお願いしたい。

次年度へ向 １年 週平均１４時間以上の生徒が６６％(１学期)から７３％(２学期)、週平均
けての課題 １８時間以上の生徒が２９％(１学期)から４０％(２学期)と改善してきてい

るので、具体的な目標を明確に持たせることにより学習意欲を向上させる。
２年 週平均１６時間以上は３６％で目標を大きく下回った。３年次の目標である

週平均２０時間以上は８％であり、更なる学習意欲を向上させる方策が必要
である。

３年 週平均２０時間以上の生徒が６６％であった。大部分の生徒は、各自の入試
に向けて学習時間を確保し、計画を立てて学習に取り組んできた。

［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］



令和元年度 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・対話的で深い学びの実践

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。出せ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、または
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、公開授業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 ・互見授業週間（１学期２週間、２学期３週間）を設定し、全員が公開授業を行い、
取組状況 少なくとも１回は授業参観をするようにした。

・11 月には外部講師を招いて公開授業と研究協議会を行い、授業力の向上を図っ
た。

・12 月～ 2 月にかけて ICT 支援員の方に計 5 日来ていただき、総合的な探究の時
間における発表活動の補助や日々の PC活用に関する支援をしていただいた。

評 価 Ｂ １学期の公開授業では AL 型授業の実施が 59 ％、ICT を使用した授
業が 37％であったが、２学期はどちらも 63％と上昇した。

学校関係 ・今後ますますＩＣＴ活用が重視されていくと思われる。ＩＣＴを使うことで生徒
者の意見 の理解をより深め、また授業の効率化を図るなど、先生方の一層の工夫に期待し

たい。

次年度へ向 AL 型授業や ICT 機器の使用については積極的に取り入れている先生が増えてお
けての課題 り、それぞれ工夫して授業を行っている。個々の授業アイディアを他の先生方にも

知ってもらい、更なる授業改善にいかせるよう互見授業のやり方等を工夫していき
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］



令和元年度 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「治療カ
り、不適切投稿、インターネット依存、 ード」の回収率が低く、また検査項目ご
有害情報サイトを通じた犯罪やいじめに との回収率に差がある。そのため、治療
生徒が巻き込まれている。本校でも携帯 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１０件ほどあ 心の悩みをもつ生徒が増えてきている。
る。また過去３年間で年間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７５％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ＨＲ ・入学説明会で保護者へ説明

を実施。各クラス校風委員、学級長が ・ほけん便りで保護者へ連絡
中心となりネットとどのようにつきあ ・未処置者へ直接指導（複数回）
っていけば良いか話し合う。また、各 ・行事や集会など生徒が集まる機会に
クラスネットルール三箇条を決め、教 連絡、指導
室に掲示する。

・学校ネットルール標語・ポスターの
掲示。

評 価 ２月末現在
Ａ 携帯 ７件 Ａ ７５．３％

ネットパトロール １件 （2/25現在）

学校関係 ・生徒がルールを遵守しネットトラブル ・生徒へのタイミングを捉えた個別指導
者の意見 に巻き込まれないためには地道な取組 が回収率向上に効果を挙げている。

みが必要ではないか。 ・スマホ使用が学習不足や犯罪・いじめ
・学習時間とスマホ使用時間との間に相 に影響することだけでなく、生徒の心
関関係はあると思われる。 身に与える悪影響についても、生徒に

注意喚起をお願いしたい。

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いく。 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］



令和元年度 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、「総合的な学習(探究)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、職業ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、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、職業ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、大学訪問学び体験､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、８月職業ｶﾞｲﾀﾞ
取組状況 ﾝｽ、９月進学講話、現代社会の課題について探究活動、大学講義動画視聴

２学年 ６月大学出張講義（富山大学）、７月大学訪問学び体験、７月進学講話、
８月職業ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、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
Ａ １学年：目標志望学部を設定している生徒 90％

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％
３学年：現在受験の最中であり評価できず。

・1 学年の大学講義動画視聴は、生徒がタブレットを活用し、実際の大学の授業を
学校関係 高校の教室で体感できるという点で、ICT の効果的な活用の一事例とも言える。
者の意見 また生徒の学部選択にあたり、具体的なイメージが湧きやすいのではないか。

・前年度の各学年との比較という視点も踏まえつつ、達成状況や取組内容を評価し
ていくことも大切である。

次年度へ向 年間を通して複数の進路行事の実施、情報提供、学年ごとの取り組みや働きかけ、
けての課題 面談などにより、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

徒の様子から次のような課題があげられる。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。現在、
大学の講義を視聴し学問のイメージを持たせているところであり、今後、具体的な
目標設定につなげたい。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］



令和元年度 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 生徒会企画などのボランティアに参加 図書館を利用する生徒は、年間増加傾
する生徒は増えている。しかし、日常的 向ではあり、昨年は、年間4,100人で一日
に、生徒の地域社会活動への参加機会が 平均24名程度であった。
少ない。そのため、生徒の地域社会に対 また、貸出冊数は、年間980冊程度でや
する理解度は十分とは言えない。 や減少した。図書館へ足を運ぶことは、
昨年度の地域交流・ボランティア活動 書籍とのふれあいの機会を増やし、教養
への生徒の参加の割合は、１年生 100％ を高めることにつながると考えている。
(97 ％)、２年生 100 ％(98 ％)、３年 図書館を広く知ってもらうために、1年

生 98 ％(95 ％)であった。 生のオリエンテーションでは本を選ぶ時
間をとった。また、広報紙の充実・教室

※（ ）内は前々年度 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 3,500名以上
ボランティア活動に参加する生徒の割合
１年生 年２回 ９０％以上 ・生徒全員に図書貸出バーコードシール
２年生 年２回 ９０％以上 を配付
３年生 在学中３回 ９０％以上 ・図書館行事(年２回朝読書週間の実施）

・ビブリオバトルの体験により、書籍へ
方 策 ・地域社会と学校との連携を密にし、生 の意識の涵養

徒に対して地域活動についての情報を ・図書委員会活動の活性化（カウンター
より多く提供し、地域交流・ボランテ 当番、Bicl の運営、図書館行事企画運
ィア活動の推進を図る。 営店頭購入、生徒への呼びかけ）

・生徒会活動をとおして、ボランティア ・教科や学年の担当者との連携
活動の推進を図る。 ・広報活動の推進（広報紙、掲示物等）

具体的な ・生徒会が中心となり、生徒会企画のボ ・図書館の開館時間を午後６時までとし
取組状況 ランティアを企画し、参加を募った。 できるだけ長く過ごせる時間を確保した。

・地域からのボランティアについては、 ・ビブリオバトルを年２回、学校祭でも
できる限り生徒に提供した。 実施し、大変活気のある発表がなされ

・今年度ボランティア活動への参加人数 好評を得ていた。
延べ 1,416人（昨年度 1,544人）

評 価 １年生 ６０．８％ 4,184人(2/14現在)
Ｃ ２年生 ８３．１％ Ａ 昨年比102%

３年生 ９５．６％

学校関係 ・学校全体でボランティア活動が活発で ・ビブリオバトルや朝読書など、さまざ
者の意見 地域の者としてとても嬉しく思う。参 まな機会を捉え本に親しませてほしい。

加すること自体に意味がある。
・高岡市児童クラブ連合会行事への生徒
ボランティアをお願いしたい。

・ボランティア活動と進路支援をうまく
結びつけていただきたい。 ・図書館の利用頻度が貸出図書の冊数の

増加につながる。（貸出冊数 586冊）
次年度へ向 ・生徒総会やクラス案内などでボランテ ・3学期は3年生の調べ学習を図書館で行
けての課題 ィア募集を周知させる。 うため、利用者の増加がある。希望す

・地域との交流を継続することで、豊か る資料図書の整備に努めたいと考える。
な体験活動の充実を図る。

［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］



令和元年度 高岡西高等学校アクションプラン －５－

重点項目 その他

重点課題 PTA活動の充実

現 状 総会、研修会への参加が３割程度にとどまっている。開催日（土曜午後）、研修
会テーマの設定（保護者アンケートを考慮）など工夫はしているが、ＰＴＡ役員以
外の保護者の関心を十分に得られていない。
校内に参加者数に見合う駐車場の確保は難しい。

達成目標 総会の参加者40%、研修会等の参加者50%

方 策 ・ＰＴＡ役員や保護者の意見を積極的に取り入れ、関心・興味のもてる内容になる
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。

・近隣の駐車場の利用の検討を行う。

具体的な ・定期総会は、5月の土曜授業の午後に設定し、例年より20分繰り下げて実施した。
取組状況 参加者のアンケートには、兄弟の（他校の）定期総会も同日にあったが開始時間

が遅いので参加することができたという意見もあり、学校側としても準備時間に
余裕が持てた。

・ＰＴＡ研修会と1、2学年の学年別懇談会は、台風のため中止となった（２学年懇
談会は後日開催）。生活指導学習会で講師をお願いしていたヤングジョブとやま
さんには、次年度も依頼する予定である。

・昨年度に引き続き10月に「大学見学ツアー」を実施し、県立大学と国際大学を見
学した。特に今年度開校された県立大学看護学部では充実した施設設備に、参加
者から感嘆の声が聞かれた。次年度は富山大学に依頼する予定である。

評 価 参加者数 定期総会109名（31% 昨年度33％）
Ｂ ＰＴＡ研修会（台風のため中止）

学年別懇談会（5月）226名（64％ 昨年度56％）：全学年
（11月）68名（58％ 昨年度43％）：2学年

学校関係 ・今年度は、体育大会や学校祭において、ＰＴＡや同窓会が積極的に関わり、また
者の意見 役員を中心に献身的に協力いただき、とても盛り上がった。今後、閉校に向け、

生徒には何かしら想い出に残るイベントなどを企画・実現できればと考える。

次年度へ向 ・2，3学年のみの活動となるので活動内容をよく理解しておられる役員が多く、様
けての課題 々な活動がよりスムーズに進むと考えられる。だが、忙しくて会議に出席できな

い方には丁寧な説明が必要であり、役員に過度の負担がかからないような配慮は
必要である。また、より多くの保護者にＰＴＡ活動に興味・関心を持ち参加して
もらえるように、内容等の充実を図りたい。

・次年度、西高祭が公開になる場合には、今年度同様ＰＴＡ企画を実施したい。そ
の際には多くの役員、保護者の協力をお願いしたい。

［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］


