
６．各種委員会 

   （１）常設委員会 

各種委員会 
委員長 

委     員 活  動  計  画 
正 副 

運営委員会 

(学校活性化) 

  

(校長)(教頭)(事務長)(教務)(生指)(進

路)(図渉）(環保)(１年)(２年)(３年)（高

支） 

１．職員会議への提案事項の整理・調整 

２．学期末・学年末の反省の整理 

３．生徒表彰（学校推薦）に関すること 

４．その他 

内規検討委員会 

  

(教頭) (教務) 

(１年 )  (２年 )  (３年 )(生指 )(環

保)(進路)（図書渉外） （高支）    

１．必要に応じた内規の検討整備 

 

 

 

校務分掌検討 

委員会 

  

(教頭)(教務・体)(生指・国）(環保・家)(進

路・理)(図渉)(社)(数)(英)(芸)(商

情)(高支) 

１．各部・委員会の設置及び人員の検討   

２．各部仕事内容･人員に関するアンケート調査 

３．割振り基本方針の確認･検討･職員会議へ 

  の提案 

４．担任と分掌の適正配置 

教育課程委員会 

（教科用図書選

定委員会) 

  

(教頭)(教務・芸･郷） 

( 数 )( 国 ･ 普 通 ） ( 社 ) 

(理)(英)(家)(体)(商情・教ビ) 

１．教育課程の検討 

２．次年度教科書、見本の収集 

３．各教科の教科書の選定              

４．各教科の副読本の選定                 

（以下はコースの話し合いをする際に招

集。その際の主もコース長から選ぶ） 

(郷文) 

１．より魅力あるコース制の検討  

特進クラス入替

検討委員会 

  

(教頭)(教務)(1-4)(2-4)(１年主(２年

主)(普通) 

１．特進クラスの入れ替え方針 

２．希望者の審議･提案(学年会との連携)       

学力向上対策 

委員会 
  

(教頭)（英語・進路）(理科)(数学)(国

語)(社会・3 年)（体育）（１年）(２年）

(教務） 

１．学力向上に向けた方針・計画等の検討 

２．｢朝の学習活動」の充実及び学習環境の整備 

３．夏期学習会(特進クラス対象)の実施        

４．課外講座等の受講促進 

                       

セミナーハウス

管理委員会 

  

(教頭)(事務長)(体主・教務)(生指)(環境

・養護)(高等支援)(産業医) 

１．セミナーハウスの使用計画と調整       

２．厨房の安全衛生管理（冷蔵庫・倉庫・ 

調理の点検管理）                     

３．備品消耗品の整備 

学校衛生委員会 

  

(校長)(教頭)(教頭)(教頭)(事務長) (高

校養護)(高支職場)(高校職場) (高支養

護）(産業医)(教育相談) 

１．快適な職場環境作りを図り、職員の健康の

保持増進に努める。 

２．職員の健康維持増進のため、職員の皆検 

  診を図る。 

３．快適な職場環境づくりに努める。 

４．ストレスチェックの実施。 

学校保健委員会

・体力向上推進

委員会 

  

(校長)・(教頭)・(事務長)・学校医・学

校歯科医・学校薬剤師・(保健主事)・(養)

・(教務)・(生指)・(環保主任･高支)・（教

育相談）・(１年･体育)・(２年)・(３年)

保護者代表 

１．学校保健計画作成 

２．学校保健委員会の開催（年３回） 

３．健康教育（歯科・性教育・県健康教育研究 

大会への参加） 

４．健康診断の結果・事後措置に関する協議 

５．環境衛生の維持・改善及び施設の安全点検 

６．体力向上推進に関する協議 

７．生徒の健康に関する協議 



 
 

 

各種委員会 
委員長 

委     員 活  動  計  画 
正 副 

生徒指導委員会 

（兼 いじめ対

策委員会） 

  (教頭)(生指) 

 １年（1 年） 該当クラスの担任 

     （生徒指導〉 

 ２年（２年） 該当クラスの担任 

     （生徒指導〉 

 ３年（３年） 該当クラスの担任 

     （生徒指導） 

 高支       

１．委員会の役割確認 

・停学、暴力、暴走行為等の反社会的行為が発生し 

た時、随時もたれる。 

・生徒指導に関する内規を検討する。 

・職員会議に出す前に審議して提案する。 

  学年会・指導部から提案事項（提案理由） 

 →生徒指導委員会 

→職員会議･･･････決定   

人権・セクハラ 

教育相談委員会

（兼 いじめ対

策委員会） 

  (教頭)(教育相談) (生指主)(養

護)(高支)(１年)(２年)(３年) 

１．人権侵害と思われる行為や訴えに対する指導・

助言を行う。 

２．「人権を考える日」の取り組みへの指導・助言

を行う。 

３．人権に関する情報・資料の提供及び諸調査  

を実施する。 

４．職員･生徒の人権意識の啓発と高揚を図る。 

５．いじめの把握、不登校の生徒を確認し、その対

応について協議し提案する。 

６．生徒・保護者からの悩み相談の対応について必

要に応じて協議する。 

特別支援教育 

委員会（兼 い

じ め 対策 委 員

会） 

  （校長）（教頭）(１年)(２年)(３

年)(教務)(生指)(進路)(環保特別支

援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)(養)(高支ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 

該当担任 

１．特別支援教育等についての校内研修 

２．対象生徒の実態把握と共通理解 

３．支援・指導内容・指導方法についての検討 

４．関係機関との連絡調整 

５．個別の教育支援計画の作成 

６．保護者の相談窓口、理解推進の中心 

中 途 退 学 対 策

委員会 

  (教頭)(教務) (生指)(教育相談)(１

年)(２年)(３年)  

１．学力不振者の把握と指導 

２．原留生・復学生の把握 

  （勤怠状況、成績、追試、心身について） 

３．勤怠状況の把握と指導の実施 

４．正当な理由による時数不足者の補習の提案 

５．離島･北部･県外中学校出身者の状況把握 

総探・キャリア

教育委員会 

  (教頭)(教務)(教務３副)(生指)(進

路)(１主)(１副)(２主)(２副)(３主) 

１．キャリア教育計画に基づき、生徒個々の進路意

識を育て、キャリア能力の育成を図る。 

２．キャリア学習プログラムが円滑に実施されるよ

うに、事前の打合せや事後評価を行う。 

３．生徒同士の人間関係形成や自主的活動を推進す

るための工夫を図る｡ 

４．全ての教育活動の中でキャリア教育を推進する

ために､全職員の協力体制の充実を図る 

５．委託団体関係機関と連携し、２学年におけるイ

ンターンシップの充実を図る。 

６．専門学校や大学と連携し、県内大学出前講座、

職業体験講座等の充実を図る。 

学校取扱金検討 

委員会 

  (教頭)(教頭)(事務長) (１年) (２

年) (３年)(教務)(生指)(進路)(図

渉)(高支)(事務)保護者代表 

１．次年度の学校取扱金に関わる審議 

２．今年度の学校取扱金決算報告の呼びかけ 



（２）臨時委員会 

各種委員会 
委員長 

委     員 活  動  計  画 
正 副 

平和教育推進 

委員会  

  (教頭)(ＨＲ)(生徒会)(図渉)(社)  １．平和を祈念すべき日に情報を学級に提供する。 

２．学級平和壁新聞コンクールを実施し、生徒の 

   平和への意識向上を図る。 

３．平和学習の校外リーダー研修を実施する。 

４．「慰霊の日」に向けて平和集会を実施する。 

推薦委員会   (教頭)(進路)進路該当担当者・(生

指)(３学年)+該当担任 

１．推薦基準の検討等、推薦に関する事項 

２．推薦者の決定及び職員への報告、提案 

 

入試検討委員会   (教頭)(教務主任 )(入試広報 )(教

ビ)(郷土)(普通) 

１．各コースの入試に関する事項の検討 

２．入試事務に関する事項の検討 

卒業式実行 

委員会   

  (教頭)(事務長)(教務行事)(教務)(図

渉)(３学年主)(生徒主)(生徒会)(環

境主)(高支) 

１．卒業式に関する事項 

２．卒業式事務分掌の割り当て等 

学校行事委員会   (教頭)(教務)(１学年)(２学年)(３学

年)(生指生徒会)(図渉)(国語科）（体

育科）（高支） 

※図渉、国語科代表は校内弁論大会に

関する会議のみ参加。  

体育祭の年度は体育主任を加える 

１．学校行事（学園祭・体育祭・舞台祭）に関する

事項の検討 

２．学校行事（学園祭・体育祭・舞台祭）実行委員

会の発足 

３．校内弁論大会に関する事項の検討 

４．校内弁論大会事務分掌の割り当て 

５．校内弁論大会の実施と運営 

生徒派遣委員会   (教頭)(事務長)(生指)(教務)(養護)

＋該当顧問 

１．生徒派遣の審議 

２．職員への報告 

国際交流委員会   (教頭)(教務) (生指) (進路･英)(郷土

・芸)(国)(社) 

１．国際交流事業や留学に関する公文の受付 

２．各国際交流の事業への取り組み方法の検討 

３．生徒や先生へ参加を呼びかけ 

４．積極的に先生や生徒が参加するよう推進 

５．留学や国際交流事業への申込み取りまとめ 

６．留学してきた生徒の単位換算の検討 

教育情報化推進

委員会 

  (教頭)(教務情報係・数) (国) (社) 

(理) (英)(体)(家) (芸・郷)(商・情）

(高支) 

１．情報教育推進に関すること 

２．校内 LAN の施設等の整備 

３．校内 LAN の利用についての検討 

４．ICT 機器の活用推進 

５．新進路相談支援システムおよび教育支援システ 

  ムに関すること 

 


