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令和元年度 第１回 学校運営協議会議事録 

 

日 時：令和元年 6 月 17 日（月）14：00～16：30 

場 所：大阪府立山田高等学校 校長室 

 

参加者：友谷 知己 会長（関西大学文学部 教授） 

    朝倉 高和 委員（吹田市立山田東中学校 校長） 

    赤繁 信和 委員（吹田市立山田第一小学校 校長） 

川上 光男 委員（山田東中学校区地域教育協議会 会長） 

    明瀬 秀憲 委員（府立山田高等学校 PTA 会長） 

    西川 滋夫 委員（府立山田高等学校 同窓会会長） 

    今堀 直三   （事務局・本校校長） 

    坂口 光芳   （事務局・本校教頭） 

    轟  修蔵   （事務局・本校事務長） 

    今田 光治   （事務局・本校首席兼生徒指導主事） 

    村上 徹嗣   （事務局・本校首席） 

    上田 茂    （事務局・本校進路指導主事） 

 

１．校長挨拶 

 

２．委員の確認と自己紹介 

 

３．会長選出 

  友谷知己関西大学教授が会長に選出された。 

 

４．会長挨拶 

 

５．委嘱状授与 

 

６．学校運営協議会について（坂口教頭から説明） 

   学校運営協議会実施要項、保護者からの意見書の取り扱いについてなど説明を行った。 

 

７．授業見学 

   ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（1 年）、化学（2 年）、総合国語（2 年）、数学Ⅰ・Ａ演習（3 年）

の授業を見学 

 

８．平成 31 年度学校経営計画について（今堀校長から説明） 

（１）中期的目標に新たに追加したもの 

 「教育力の向上」 

・昨年度追加した「課外活動として、希望生徒に自由研究に取り組ませ、校外での発
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表を通して主体的な学びを体験させる。」に加え、今年度は「ＳＤＧｓをテーマに『総

合的な探究の時間』等における主体的な探究活動を推進する。」とした。 

  ・「国際基準ＣＥＦＲの認定可能な、ＧＴＥＣ等の大学入学共通テストで活用される

民間の資格・検定試験の受験を推進する。」として、今年度、2 年生の希望者に対

してＧＴＥＣのスピーキングを含む４技能の試験を実施し、CEFR の認定を受ける。 

 （２）本年度の主な取組内容および評価指標  

   評価指標は昨年度の目標を維持しつつ、達成しなかった目標を達成するべく設定して 

いる。 

 ①教育力の向上 

・次期学習指導要領改訂内容を組み入れた教育課程を、教育課程プロジェクトチーム

を中心に検討を進めている。 

・山田ＢＴ（ベーシック・タイム）という 10 分間の朝学習で英語・国語の基礎基本

の定着、家庭学習の習慣づけを図り、アンケートで「平日ほとんど学習しない」と

答える生徒の割合を減らす。 

・教科指導で図書館利用を促進するとともに、生徒の図書館の利用者数 4500 人以上

を目指す。（昨年度は 3829 人） 

・生徒及び教員に校外での研究発表を体験・経験させる。昨年度は大阪サイエンスデ

イに参加させた。今年度も募集している。 

・「総合的な探究の時間」において、ＳＤＧｓをテーマに年間 12 回の講演を予定して

おり、事後に毎回レポート作成、発表を行う。 

・ＩＣＴを活用した授業実践により、授業アンケートにおける「興味関心、知識技能

が身に付いた」及び「思考力・表現力が身に付いた」の肯定的回答率８０％以上を

目指す。 

・英語検定、漢字検定の合格者数の増加を目指す。 

・学力生活実態調査を各学年で年２回実施し、教員対象の結果分析会を行う。 

・キャリア教育の機会として、卒業生等による講演会を各学年を対象に行う。今年度

も同窓会役員、教育実習生などに依頼する予定。 

・１年生対象に５大学の大学見学会を実施する。 

・オーストラリアの姉妹校との隔年の相互派遣は、今年度は１６名を派遣する。今年

度は 5 年ごとの姉妹校提携の更新の年である。 

②豊かでたくましい人間性のはぐくみ 

・本年度の５月段階の部活動加入率は 88％である（昨年度 86.4％）。１・２年生では

90％を超えている。 

・体育祭、文化祭に対する生徒の肯定的評価 90％以上を目指す。 

・遅刻総数は昨年度 1597 件。今年度は前年度比 5％減を目指す。 

③学校の組織力向上と開かれた学校づくり 

・毎週月曜日の「全校一斉退庁日」、部活動の活動方針による休養日の確保の徹底を図

り、生徒および教職員にとって適正な部活動運営を図る。 

・小学生対象の理科実験教室（7 月）、中学生対象のスポーツ芸術講座（9 月）を継続 

するなど地域連携を推進していく。 
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 （３）生徒指導について 

今田生徒指導主事より遅刻指導、交通安全指導について説明。資料として、年間の遅 

刻総数の経年変化表および 6 月の第 2 回登校指導実施計画を提示。 

①遅刻指導について 

・2014 年度より全学年において反省文指導を行っている。遅刻した生徒に放課後に 

反省文を書かせて、原因を自己分析させ、担任と生徒指導教員で確認している。 

考査ごとに期間を区切って、一定回数以上遅刻した生徒に早朝登校指導を行ってい 

る。着実に成果が上がり、近年は遅刻総数が減っている。 

遅刻者の中には体調不良を理由にあげている者もいるが、自己管理が不十分と思わ

れる者が多いので、受験に向けて体調を整える意味でも、セルフチェックシートを

活用するなど生活規律を見直させる観点からの指導も行っている。 

   ②登校指導について 

    生徒の自転車マナーについて地域の方からお叱りをいただくことも多い。 

    年間 5 回～7 回。教員が学校周辺の要所に立ち指導を行っている。今年度から保護 

者にも協力していただくようにＰＴＡ実行委員会に要請している。 

 

 （４）「総合的な探究の時間」の取り組みについて 

   今堀校長より説明。水曜日の５・６限、「総合的な探究の時間」を時間割に入れて、1 

年生を 5 クラスと 4 クラスに分けて、講師を招いての 2 回講演をしていただいた後 

に、レポート作成、クラスでの発表を行っている。12 回実施する今年度の講演会の 

予定は第 10 回まで決まっている。来年度は、ＳＤＧｓの１７の目標の中から、興味・

関心に応じて課題研究を行い、可能であれば今年度講演をしていただいた企業に質問

や見学ができればと考えている。 

第 1 回講演の和歌山大学の教授の講演の様子と生徒の主な感想をホームページに掲

載している。講演では、ＳＤＧｓを抜きにしてはこれからの 10 年の企業活動は語れ

ない、これまでは国が取り組むべきだったことに、これからは我々一人ひとりが取り

組んでいかなければならないというメッセージをいただいた。第 2 回は朝日新聞社、

第 3 回はＪＩＣＡ関西のそれぞれの取り組みを講演していただく。第 4 回以降は企

業等の取り組みを講演していただく。 

 

 （５）進路状況について 

   上田進路指導主事より説明。資料は今春卒業生の進路状況と大学等の主な合格状況を 

提示。就職は公務員等を含め 6 名でこの 10 年間で最も多かった。四年制大学は、私

立大学の定員の厳格化により厳しい入試が行われている流れから、ここ１・2 年は安

全志向で公募制推薦で進路先を決める傾向が見られた。短期大学進学者が増えている

のは、四年制への編入を見据えた選択もあるのかもしれない。専門学校進学者が減っ

ているのは、看護系希望者が四年制大学を志望する傾向があるため。大学別では、関

西大学、近畿大学の合格者が減っている。立命館大は前年度より合格者が増えている。 

予備校等の分析では、厳しい入試の傾向は来年度も続くだろうとのことだった。 
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 （６）国際交流について 

    村上首席より説明。本校では、オーストラリア姉妹校との海外語学研修としての隔 

年の相互派遣と 2 年生の台湾修学旅行を２つの柱としている。オーストラリア語学 

研修については、20 名を募集したが 16 名となった。2 年生の台湾修学旅行は今年 

度から 3 年間は続ける予定。1 年生の「総合的な探究の時間」の講演のうち、1 回 

は国際交流をテーマに台湾についての講演をしていただくことを計画している。 

 

９．質疑応答・意見交換 （テーマごとにまとめているため実際の発言とは順不同） 

＜委員＞同じ生徒が遅刻を繰り返すことはあるのか。 

＜事務局＞年間トータルで、多い生徒でも 10 回程度。7 割ぐらいの生徒が全く遅刻して

いないか、年間 1～2 回。３回以上の生徒は 3 割程度。昨年度の終業式で生徒に

報告した。 

＜委員＞身だしなみも最近は気になる生徒はいない。 

＜事務局＞5 年ほど前まであった女子の短いスカート丈、頭髪の染色などは最近全く見ら

れなくなった。頭髪はドライヤーの熱による傷みで染髪と疑われる場合もあるよ

うだ。最近は、登校時などに色つきリップを注意している。 

＜委員＞昨今、多少の染髪はよいのではという風潮もある一方で、生まれつきの頭髪の色

について申告させることが報道で取り上げられたり、指導が難しいと思う。 

＜事務局＞2 年ほど前に、3 年生で進路が決まった生徒の中に装飾品等が目立ったときが

あったので、声をかけるようにするとすぐに無くなった。 

＜委員＞先日、自動車を運転していて、自転車がぶつかってきたことがあった。スマホを

見て音楽を聴きながら乗っていたようだ。本校でもイヤホンで音楽を聴きながら

通学している生徒もいると思うので、生徒を加害者にさせないためにも、事故の

怖さを学ばせる安全教育の取り組みをすればよいと思う。ＤＶＤ教材などもたく

さんあると思う。 

＜事務局＞ホームルームや授業の中でも安全教育は行っている。イヤホンを普段つけてい

て、学校に近づくとはずす生徒もいるようで、なかなか徹底しない。 

＜委員＞自転車通学では、加害者になったときのために、保険加入を義務付けないといけ

ないと思う。できればヘルメットの着用義務付けも検討すればどうか。 

＜事務局＞保険加入は自転車通学許可の条件にしている。 

 

＜委員＞「総合的な探究の時間」の講演は同じ内容で 2 回話してもらうということか。毎

年 12 回の講演を行うのか。講演には保護者にも参加してもらえばよいと思う。 

＜事務局＞視聴覚教室のキャパシティの問題で 2 回に分けて行わざるをえないので、同じ

内容で 2 回話していただいている。目標は 10 回以上としていたが、今年は欲張

って 12 回の講演を計画した。とにかく生徒に多くの話を聞かせて刺激したいと

いうこともあった。ご希望の保護者には来ていただいてもよい。２・３年生にも

ＳＤＧｓ通信として第 1 回の講演の報告を行った。 

＜事務局＞ＳＤＧｓを通して学んだことを、文化祭のごみ分別でも実践できたらよいと思

う。 
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＜委員＞ＳＤＧｓの講演はぜひ保護者にも案内してほしいが、教室のキャパの問題もある

のだろうが。 

＜事務局＞4 クラス対象の講演のときは若干余裕があるので案内してもよいかもしれない。 

＜委員＞本校の特色として大きくアピールできる取り組みだと思う。 

 

＜委員＞海外語学研修は希望者が 16 名となった理由は何か。 

＜事務局＞部活動の合宿などとの予定と重なったので断念した生徒もいたようだ。当初は

20 名以上の希望があり、抽選をしなければならないのではと思っていた。前年

度ホームステイを受け入れた生徒から参加希望が多く出ると予想したが、今年度

は意外と少なかった。 

＜委員＞先日、海外の人と交流する機会があった。専用翻訳機を利用して、コミュニケー

ションをして楽しかった。本校の国際交流でも 1 回きりで終わらずに、事後もメ

ールのやりとりなど交流が継続できればよいと思う。 

 

＜委員＞授業見学をさせてもらったが、教室の環境については、やや窮屈そうな感じがし

たのと、空調が入っていても室温がやや高いと感じた。小・中学校などでは掲示

物など集中を妨げないように工夫しているようだ。  

＜事務局＞空調を稼働させているときは、カーテンを閉める、窓をきちんと閉めるように

徹底したい。 

＜委員＞授業見学をして、グループでの話し合いはスムーズに入っていた。昨年はプロジ

ェクターを活用した授業が多かったが、今回はあまり見ることができなかったの

は残念だった。体育祭も見せてもらったが、熱心に取り組む生徒の姿が印象的だ

った。 

 

＜委員＞先日、自分の子どもと一緒に漢字検定を受験した。校内で漢字検定は受験できる

のか。 

＜事務局＞国語科主催で校内で実施している。60～70 名が受験している。部活動単位で

受験させている部もある。 

＜委員＞ＧＴＥＣなどの英語検定の受験を推奨するのは、どのような要因があるのか。 

＜事務局＞各大学が入試で英語資格を得点化する流れがあり、従来から英検は校内実施し

て、受験を推奨してきた。2 年生から受験する新しい大学入試では、4 技能を評

価する英語資格を活用できるようになることから、英語科としてＧＴＥＣの校内

実施を決めた。 

 

１０．連絡 

（１）令和２年度使用教科書選定について 

  教科書選定委員会を設置して、各教科で選定を行っている。次回の学校運営協議会で 

選定理由書を提示して、選定教科書を報告する。 

 （２）第 2 回学校運営協議会 

   11 月中旬の開催を予定。 


