
８ 学校アクションプラン

令和２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（２年生16時間以上、３年生20時間以上）

現 状 昨年度、２年生は家庭学習時間の目標もWestTimeの目標も達成したが、３年生は
どちらの目標も超えることができなかった。今年は新型コロナウイルスの影響で授
業時間の確保が難しく、家庭で過ごすことが多いため、学習習慣を身につけ自主的
に学習する態度を涵養することが一層求められている。

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
２年生(16時間以上)が、70％以上
３年生(20時間以上)が、70％以上

②WestTime（21:00～23:00）の平日学習時間１時間以上（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。週当たりの取組状況をみて、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（６月、10月）を設け、平日平均1時間以上を目標学習時間に
して取り組ませる。

・年間を通して毎日の家庭学習時間を記録し、それを元に担任による個別面談を行
う。

具体的な ２年 担任が生活記録やスタディサポートの結果をもとに学習習慣について面談で
取組状況 活用したり、「総合的な探究の時間」を通じ、進路を具体的に考え、調べた

ことを発表させたりすることで、学習に対するモチベーションにつながるよ
う働きかけている。

３年 新しい大学入試に向けて非常に大切な時期に、新型コロナの影響で休校とな
った。その遅れを取り戻すためには、家庭での自主的な学習活動が大切であ
ると言い続けてきた。

評 価 ２年 Ｂ ① ２年 達成率 70％（１月まで）
３年 Ｂ ３年 達成率 70％（１月まで）

② 評価なし

学校関係 ・新型コロナウイルスの影響で長期の休校を余儀なくされ、生徒や先生方は大変な
者の意見 １年間だったと思う。リモートによる課題提示や学習支援など、最大限の努力で

生徒の学習を支えていただき感謝している。

次年度へ向 ２年 「総合的な探究の時間」に進路意識を具体化させることを目的として指導し
けての課題 てきたが、進路目標を実現するための行動につながらない生徒も見られる。

日々の生活の中で改善すべき点を見つけ、個々に応じた対策を具体的な行動
にうつせるようサポートしていく必要がある。

３年 週平均20時間以上の生徒が70％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２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 本校の生徒は課題の提出率が高いが、学習時間が多いからといってそれが必ずし
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。
また、これまで行われてこなかったが、休業期間中に家庭での学習を進めるため

のインターネットを活用した学習指導や課題の与え方等について、研究を進める必
要がある。

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IC
T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。

・インターネット会議システムや動画サイトを利用した家庭学習方法について、他
校の例を調べたり、校内での情報交換に努めたりして教員のスキル向上を図る。

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

・４月にICT研修会、５月に講師を招いて教育用クラウドサービスG Suite for Edu
cationを利用するための講習会を行い、休校期間中も生徒が継続して学習できる
ようにした。

・７月～10月にかけてICT支援員の方に計７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 具体的な統計は取っていないが、臨時休校期間中に全員が何らかの形
Ｂ で遠隔教育を行うことになり、積極的にICTを活用して教育活動を行

うことが当たり前の状況になってきた。

学校関係 ・学校でのタブレットやWi-Fi環境の整備状況はどうか、また、生徒の家庭におけ
者の意見 るネット環境も整っていない家庭もあるのではないか。全ての生徒が等しく教育

サービスを受けることができるよう引き続き環境整備に努めてほしい。

次年度へ向 ・来年度６月までに生徒１人１台のタブレット端末が配備される予定となってお
けての課題 り、それをどのように活用していくか考えていかなければならない。来年度は３

年生のみとなるため、入試対策として問題演習を行う時間が増えると考えられる。
個々の学力に応じた学習ができるようタブレットをどう利用していくか工夫する
必要がある。また、１人で学習するだけでなく、どのようにして協働学習を取り
入れ、考えを深めさせる指導ができるかを研究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２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７割程度で、検査項目
有害情報サイトを通じた犯罪やいじめに ごとにも差がある。特に、歯科の回収率
生徒が巻き込まれている。本校でも携帯 が低い。
電話等の違反件数が年間10件ほどある。 心の悩みをもつ生徒が増えている。
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80％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 ・２学年を対象とした指導を実施。 ・健康診断後直ちにカード配布
取組状況 ・２学年を対象としたネットトラブル等 ・ほけん便りで保護者へ連絡

防止研修会の実施。 ・未処置者へ直接指導（複数回）
・学校ネットルールつくりに関するＨＲ ・行事や集会など生徒が集まる機会に
を実施。各クラス校風委員、学級長が 連絡、指導
中心となりネットとどのようにつきあ
っていけば良いか話し合う。また、各
クラスネットルール三箇条を決め、教
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 １月末現在 １月末現在
Ａ 携帯 ０件 Ｃ 65.7％（眼科75.7％、耳鼻

ネットパトロール ０件 科72.7％、歯科47.4％、視
SNSへの不適切な書き込み 力87.5％）
によるトラブル １件

学校関係 ・生徒のリテラシーを高める働きかけを ・生徒に卒業後も心の悩みが相談できる
者の意見 今後も継続して行っていただきたい。 ところを紹介しておいてもらいたい。

ただし、ネット上には怪しいサイトも
あり、十分気をつけてほしい。

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２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 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。
２年･･･進学講話、大学出張講義、職業ガイダンス、大学訪問研修、進路座談

会
３年･･･進路講演会（年２回）、学習合宿

・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 ２学年 ６月～７月現代社会の課題について探究活動、７月大学訪問研修（中止）、
取組状況 ９月職業ガイダンス、９月～10月大学講義動画視聴、10月進学講話、11月

自己肯定感を高める研修会、３月進路座談会実施予定（リモート）
３学年 ７月進路講演会(リモート)

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 ２学年：目標志望大学（短大等を含む）を設定している生徒98％

３学年：現在受験の最中であり評価できず。

・生徒の進学先をみると、専門色の強いところが多いような気がする。生徒の目的
学校関係 意識が高まっているともいえる。
者の意見 ・新型コロナの影響で、人々の考え方や行動が変わってきている。ウェブの良さを

どんどん利用してもらう一方、大学キャンパスなど実際に見ることも大事。職業
ガイダンスは、生徒が自らの進路を考えるとても良い機会であり、できることは
積極的に行ってほしい。

次年度へ向 ・今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、２学年の「大学訪問研修」
けての課題 など、進路をより具体的に考えさせるため予定していた行事を中止せざるをえな

い状況があったが、「総合的な探究の時間」のさまざまな取り組みを通じて生徒
の進路意識は高まってき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もあげられる。２学年においては、進路意識が高く、志望校
を想定して、積極的に職員室に質問に来たり個別指導を受けたりするなど、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、目標をも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２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、年間増加傾向では

する生徒は増えている。しかし、地域活 あり、昨年は、年間4,387人で一日平均25名程

動への参加をしていない生徒が多く地域 度であった。また、貸出冊数は、年間621冊で

社会に対する意識が全体に浸透している 昨年比63.4%であった。図書館へ足を運ぶこと

とは言えない。 は、書籍とのふれあいの機会を増やし、教養を

昨年度、年１回以上のボランティア活 高めることにつながると考えている。

動に参加した現２年生は114人(95.7%)で 図書館を広く知ってもらうために、1年生の

あるが、地域ボランティア活動に参加し オリエンテーションでは本を選ぶ時間をとった。

たのは82人(68.9％)であった。また、昨 また、広報紙の充実・教室ミニ図書館“Bicl

年度までに３回以上のボランティア活動 （Book in classroom）”、朝読書、ビブリオバ

に参加した現３年生は112人(94.9％）で トルを実施し、多くの生徒に本に触れる時間を

あった。 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 2,900名以上
ボランティア活動に参加する生徒の割合

・生徒全員に図書貸出バーコードシールを配付

２年生 年１回 90％以上 ・図書館行事（年２回 朝読書週間の実施）

３年生 在学中３回 100％ ・ビブリオバトルの体験により、書籍への意識

の涵養

方 策 ・地域社会と学校との連携を密にし、生 ・図書委員会活動の活性化（カウンター当番、

徒に対して地域活動についての情報を Biclの運営、図書館行事企画運営 店頭購入、

より多く提供し、地域交流・ボランテ しおりづくり、生徒への呼びかけ）

ィア活動の推進を図る。 ・教科や学年の担当者との連携

・生徒会活動をとおして、ボランティア ・広報活動の推進（広報紙、掲示物等）

活動の推進を図る。 ・読書感想文コンテストの実施

具体的な ・今年度は新型コロナ禍の影響により、 ・ビブリオバトルを年２回、学校祭でも
取組状況 地域交流・ボランティア活動が実施さ 実施し、大変活気のあるプログラム演

れなかった。11月に実施された生徒会 目となり、好評を得ていた。
企画のボランティアに参加した２年生 ・卒業生のために、本のしおりづくりを
は50人(42.0％)、３年生は23人(19.5 実施した。他校との活動報告会でとて
％)であった。また、在学中に３回以 も人気が高かった。
上ボランティアに参加した３年生は
112人(94.9％) であった。

評 価 ボランティア活動一覧 利用者数1,371人(2/15現在）
評価なし （別紙参照） Ｃ 昨年比46.1%

直接参加 73人 ：達成目標値 47.3％
交流 277人 【貸出数657冊

（昨年度 1,416人） 昨年比116.5%】

学校関係 ・評価なしは致し方ない。地域との交流 ・貸出数が増えたことはとても喜ばしい。
者の意見 はぜひ続けていただき、「できるボラ 生徒が自宅での時間を有効活用してい

ンティア」を考え実践してほしい。 ることがわかる。

・新型コロナウイルスの感染拡大状況に ・３学期は３年生の課題学習を行うため
次年度へ もよるが、生徒会活動及びＨＲ活動に 利用者の増加が見込める。自分を見つ
向けての課 おいて地域ボランティアの募集を周知 める時間が増えたおかげで本を読む時
題 していき、地域との交流を通じて、豊 間が増えた。読書をする姿勢を習慣化

かな体験活動の充実を図る。 ・定着化させていきたいと考える。

［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］



令和２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。

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。

具体的な ・コロナのため４､５月が休校となり、５月に予定されていた定期総会及び学年別
取組状況 懇談会は中止となった。２学年は７月に学年別懇談会を行った。

・ＰＴＡ研修会と２学年の学年別懇談会を10月に行い、生活指導学習会でヤングジ
ョブとやまさんに講演をしていただいた。

・「大学見学ツアー」として富山大学を予定していたが、コロナのため中止した。

評 価 参加者数 定期総会中止
Ｂ ＰＴＡ研修会（10月）65名（28％）

学年別懇談会（７月） 90名（76％ 昨年度64％）：2学年
（11月） 65名（55％ 昨年度58％）：2学年

進路研修会 （７月） 90名（76％）：3学年

学校関係 ・今年度は新型コロナの影響で、予定していたPTA活動が十分に行えなかったのは
者の意見 非常に残念。来年度は本校最後の年であり、3年だけの保護者ではあるが、ＰＴ

Ａ参加の行事を一つでも多く学校と協力して計画・実現させてほしい。

次年度へ向 ・ＰＴＡ役員は３学年のみとなり、活動内容をよく理解しておられる役員が多く、
けての課題 様々な活動がよりスムーズに進むと考えられる。本校最終年となるので、役員の

方は何か生徒の心に残るようなことをしてあげたいと思っておられるので、それ
が実現できるよう、学校としてもサポートしていきたい。

［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］


