
（様式３） 

５  今年度の重点課題（学校アクションプラン）  

 

 令和２年度 富山県立水橋高等学校アクションプラン －１－ 

重点項目 学習活動 

重点課題 主体的に学び考える力の育成 

現  状 

 互見授業・公開授業や授業アンケートを実施し、より生徒が理解しやすく、

また、主体的に学習に向かえるような取り組みを一昨年度より続けており、一

定の成果は表れている。しかし一方で、受け身な姿勢で授業・学習に臨んでい

る生徒も少なくないと思われる。今後は、さらに授業改善に努め、生徒が学習

内容に興味・関心を高め、より深く学んでいけるようにしていく必要がある。 

達成目標 

① 「分かる」授業をめざす。 ② 授業改善に努め、深い学びをめざす。 

 「授業についてのアンケート」に

おいて 

・全体の割合で「ほとんどの教科 

が分かる」「分かる教科が多い」 

を合わせて６０％以上にする。 

・教科別で、全ての教科で「ほと 

んどの内容が分かる」「分かる 

内容が多い」を合わせて６０％ 

以上にする。 

 ・授業改善について協議を行い、外部 

に向けて公開授業を実施する。 

・他校の研修会に積極的に参加し、教 

科内でその成果についてフィードバ

ックを行って、研修を深める。 

・授業のアンケートを実施し、教員が授 

  業改善に努めるとともに、生徒が自分 

  自身を振り返る機会とする。 

方  策 

１ 

 

２ 

 

学習内容や、学習方法におけるスモールステップ、添削指導等個別学習へ

のサポートのあり方などに工夫を重ね、学習意欲の向上を図る。 

ICT に関する研修会を実施して、ICT 機器の活用を推進し、理解を深める

授業の実践にいかす。 

 （評価基準 Ａ：達成した  Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：現状維持  Ｄ：現状より悪くなった） 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和２年度 富山県立水橋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 心身の健康増進と安全意識の向上 

現  状 

１ 元気で素直な生徒が多く、落ち着いた雰囲気で、学習、部活動、学校行事に

と頑張っている。しかし、人間関係（友人・家族等）や学習に悩んでいる生徒

も少なくない。 

２ 昨年度の交通事故件数は７件であった（H30 年度は６件）。交通事故は１件

でも重大案件である。自転車で登校中、小さな交差点における自動車との接触

事故がほとんどであり、双方がルールを守った状態で起きており、危険を予測

する力を身に付ける必要がある。また、時間に余裕がなく、急いで学校に向か

う中で起こったものもある。 

３ 昨年度、延べ４４１人（一人あたり 1.12 回/年）の遅刻者がいた。朝のＳＴ

時に登校する遅刻者が増加した。不調を抱えながらも遅れて登校する生徒が見

られた。 

４ 校内でスマートフォンによるインターネットゲームをする生徒がいた。 

達成目標 

① 生徒の｢こころ｣の成長や人間関係づ

くりに関する体験学習、専門家によ

るカウンセリングや講習会を実施す

る。(対象：生徒、保護者、教職員) 

・個別カウンセリング 年 11 回実施 

②交通事故の発生件数 

１年間の交通事故 ゼロ（０）件 

③遅刻件数 一人あたり 0.5回以下 

方  策 

１ 人間関係づくりを目的としたＨＲ

を実施する。 

２ 担任だけでなく、部活動顧問も面談

を心がける。 

３ 学年、部顧問、生徒指導部、環境保

健部が連携して共通理解を図り、早期

対応を図る。 

４ スクールカウンセラーによるカウ

ンセリングを継続し、必要に応じてス

クールソーシャルワーカによる支援

を実施する。 

１ 「危険予測」について専門家の指導を

受ける。（交通安全教室） 

２ 危険個所における交通安全指導を継

続する。(毎月１日,１５日登校時間帯) 

３ 朝学習開始に合わせて遅刻指導をす

る。 

４ 遅刻の多い生徒には面談を行い、指導

と支援に努める。 

５ 巡視によりスマートフォンの「課業時

間電源 off」の徹底に努める。 

 （評価基準 Ａ：達成した  Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：現状維持  Ｄ：現状より悪くなった） 

 



 

令和２年度 富山県立水橋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 進路実現に向けた進路意識の向上 

現  状 

１ 

 

２ 

進路意識が希薄で、自己の能力･適性を把握することの不十分さから、多様な

選択肢の中から主体的に進路を選択する力が不足している。 

進路実現に向け、困難に挑戦する姿勢や最後まで粘り強く学習を継続する力

が十分でない。  

達成目標 

① 高校生活を通して生徒が自ら満

足な進路選択を達成できたか。 

卒業時  ９０％以上 

② 年間の面接指導の回数 

（通信機器での面談も含む） 

２学年は年間５回以上 

    ３学年は年間６回以上 

方  策 

 ・２学年では、探究活動を通して

将来の職業について考えさせた

り学部や学科を調べさせたりし

て自分の適性を見極めさせる。 

また、進路ガイダンスや講演会を

計画し、進路意識を高めていく。 

・３学年では、小論文模試及び添

削指導を適宜実施し、受験に備え

て実践的内容を実施していく。 

・早期に目標を明確化できるよう

にインターンシップ、オープンキ

ャンパス、学校説明会等に積極的

に参加させる。 

 ・「学習時間調査」やスタディサポー

トで生徒の現状と問題点を把握し､生

徒一人ひとりの実態に合わせて生活や

学習習慣に関してアドバイスをする。 

・定期考査・各種校内テスト・外部模

試の成績返却時や、科目登録後などに

適宜面接を実施し、学習や進路に関す

る指導助言を行う。 

・進路指導・学習指導委員会などで情

報交換を行い、生徒の能力・適性・理

解度等の把握に努める。また、必要に

応じて教科担当者による面談も行う。 

・保護者会等を通して、学年の進路指

導方針について保護者の理解と協力を

得る。 

（評価基準 Ａ：達成した  Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：現状維持 Ｄ：現状より悪くなった） 

 

 

 

 

 

 



 

令和２年度 富山県立水橋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 
①生徒会執行部を中心とした主体的な

取り組みと、部活動全体の活性化 

②図書館利用の促進と読書活動の向上 

現  状 

１ 学校行事(体育大会、輝水祭、球技

大会など)やボランティア活動を生徒

の企画・運営を尊重しながら指導して

いる。 

２ 部活動では体育コースの６種目

を中心に競技力の向上を図ってい

る。部活動全員加入制を取り、さら

に対外的に優れた成果・成績が期待

される。学年が減り活動が縮小して

いる中、積極的に活動している様子

が見られる。 

１ ほとんどの生徒は各教科の学習や週

末課題、部活動など、やらなければなら

ないことが多く、読書に向ける時間が少

ない。 

２ 携帯電話やスマートフォンの普及に

よる活字離れが強く、「読む力」や「考

える力」など自ら学ぶ姿勢が身について

いない傾向がある。 

達成目標 
①生徒の学校行事への満足度９割を

めざす。 

②生徒 1 人あたりの年間貸出図書冊数 

平均 1.5 冊以上（過去５年間の平均） 

方  策 

・生徒会執行部の活動について、細や

かに支援、指導を行う。 

・部活動指導員やテクニカルエキスパ

ートの活用、外部講師の指導により、

技術･スポーツ理論の習得を図る。 

・よりよい環境で部活動が実施できる

ように、施設・設備などハード面の充

実に努める。 

・富山北部高校との連絡、調整に努める。 

・教科や他の関連分掌と連携して図書館利

用の促進を図る。 

・年１回の統一ＨＲ「読書の時間」を維持

継続する。 

・広報誌｢らいぶらりぃ｣の記事を工夫し

て、利用を呼びかける。 

・図書館の掲示物や展示を工夫して、利用

の促進を図る。 

・図書館利用を促進させるため一回の貸出

期間を２週間とする。 

・読書週間などの機会をとらえて、朝・昼

食時に生徒図書委員による校内放送での

読書の呼びかけを行う。 

 （評価基準 Ａ：達成した  Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：現状維持  Ｄ：現状より悪くなった） 

 

 



 

令和２年度 富山県立水橋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・同窓会活動の充実と活性化 

現 状 

１ 

 

 

２ 

ＰＴＡ総会や全体研修会等ＰＴＡの各行事への参加者は数字的には概ね目標

に届いているが、保護者全体の参加意識という点では必ずしも十分とは言えな

い｡ 

同窓会総会の参加人数が一昨年より増え、特に１期生から４期生の参加が増え

た。５期生以降の参加を増やしたい。 

達成目標 

１ 

 

２ 

ＰＴＡ役員会・ＰＴＡ総会・ＰＴＡ全体研修会への参加数の割合 

 役員会；60％以上、総会；30％以上、全体研修会；30％以上 

同窓会総会の参加人数が昨年の参加人数８１名以上 

方 策 

・活発な運動部の保護者に、ＰＴＡ役員を依頼する。 

・ＰＴＡ役員会の開催日時を見直し、ＰＴＡ役員の参加しやすい日時を設定す 

る。 

・学校側の関与を減らし、研修会や座談会を企画する段階から積極的に関わっ 

てもらうようにする。 

・ＰＴＡ・同窓会役員間の連携を強めるために、より機動的な組織作りを考え 

る。 

・昨年度ＰＴＡ会長・副会長には、今年度ＰＴＡ顧問になってもらい、助言し 

てもらう。 

・文化活動発表会では、ＰＴＡ・同窓会にも出店など企画してもらう。 

・ＰＴＡ役員会後の懇親会に積極な参加を促し、会員相互の親睦を深め、誰  

もが参加しやすいＰＴＡ活動を推進していく。 

・同窓会長・副会長との連絡を密にし、同窓会総会後の懇親会に積極な参加  

を促し、会員相互の親睦を深め、誰もが参加しやすい同窓会活動を推進して 

いく。 

 （評価基準 Ａ：達成した  Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：現状維持 Ｄ：現状より悪くなった） 

 


