
2018 年度関西学院千里国際中等部・高等部 学校評価を終えて 

 
関西学院では、学校教育法の改正を契機として、大学以外の諸学校においても各学校

が互いに連携を取りながら整合性のとれた学校評価を実施する制度を構築しています。

2010 年度から関西学院千里国際中等部・高等部（ＳＩＳ）もこれに参加し、2018 年度

は、昨年度に 引き続き「学校生活・学習」「生徒活動・国際交流（Two Schools Together：

TST）」「教育 環境整備（インフォメーションテクノロジー）」「キャリア教育（進路指導）」

を設定しました。 「学校生活・学習」では、基本的な学校への満足度、SIS の特徴的な

リサーチやプレゼンテーションを軸にした探究学習や授業選択制度、そして指定４年目

となるスーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）の取組について意見を聴取しました。

「生徒活動・国際交流（Two Schools Together：ＴＳＴ）では共に学習活動を行ってい

る大阪インターナショナルスクール（ＯＩＳ）との交流に関する満足度、そしてＯＩＳ

がある環境に甘んじることなく世界を視野にいれた地球市民教育を展開していること

についての意見を聴取しました。「教育環境整備（テクノロジー）」では、高等部では昨

年度より iPad貸与からＢＹＯＤ（Bring Your Own Device：生徒個々人が自己所有の情

報端末を学校に持参する）に移行したことについて、そして中等部では学校のＰＣや

iPad の活用状況についての意見を聴取し分析を行いました。全国でも先進的なＩＣＴ

環境であったＳＩＳもそのアドバンテージが少なくなっており、今後の展開について貴

重な意見聴取をもとにＰＤＣＡサイクルのさらなる高みをめざします。また、ＳＩＳに

おける教育の「核」である、「生徒が自らの学びのなかで進路を選択する」ことを踏ま

え、海外などを含めた「多彩な進路」の確保と円滑な関西学院大学への内部進学が両立

できるように心を砕いてきました。「キャリア教育（進路指導）」にて、昨年度に引き続

き、それぞれの評価項目について生徒・保護者・教員にアンケートを行い、それぞれの

立場からの意見を聴取しました。 

アンケートは、過去数年来と同様にネットワーク上の設問に各自が答える形式で実施し

ています。中等部生徒は授業時間（５リスペクト：道徳）を使っての実施ですが、高等

部生徒・保護者・教員にとっては自主的に時間を確保しての実施であります。コミュニ

ティメンバーの協力を得て、アンケートの回収率は、昨年度からの回復が見られました。 

 中等部生徒 高等部生徒 保護者 教員 

2017 93.6％ 64.9％ 53.6％ 55.4％ 

2018 97.1％ 90.0％ 63.3％ 64.1％ 

 

アンケートの結果を集計、分析したものを参考に自己点検・評価をまとめました。また、

関西学院が幼稚園から大学院まで連なる総合学園である強みを生かし、接続する学校の

教職員の方々に、専門的な視点からのご意見をうかがうことで、第三者評価と学校関係



者評価の両方の性格を併せ持つ「第三者評価／学校関係者評価」を導入しており、今年

度は関西学院大学教育学部教授、関西学院中学部・高等部の教員、評価情報分析室長、

保護者代表に「第三者評価／学校関係者評価」をお願いしました。皆様のご意見を真摯

に受け止め、より良い学校をめざして努力してまいります。ご協力ありがとうございま

した。  

2019 年３月 15 日 

関西学院千里国際中等部・高等部 

校長 井藤眞由美 
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＜関西学院千里国際中等部・高等部＞ 

学校評価 
教育理念・使命・目標 

*二つの学校 一つのミッション（Two Schools, One Mission） 

私たちのミッションは、生徒たちを、「知識と思いやりを持ち、創造力を駆使して世界に貢献

する個人（‟Informed, Caring, Creative Individuals Contributing to a Global Community”」

に育てることである。 

生徒たちは強い自我を育み、自己の文化、他の文化を理解し、経験の多様性を楽しめる人物へ

と成長する。世界におけるお互いのかかわりを認識し、多文化環境に対応できる、包容力があり

創造性のある成人へと成長する。 

生徒たちは自己責任の意識を持って教育活動に取組み、自分の能力や才能に気づき、それらを

伸長させて学習面・人としての成長面における自分の進む道を切り開く。自らの努力で切り開く

強さをもって進む。 

生徒たちは健康で生きがいのある生活を尊重し、個性を大切にし、知恵と忍耐力を持って苦し

いことを乗り越えていく。国際社会の一員であるという意識を広げ、人類のよりよい未来のため

に他者への思いやりをもったリーダーシップを発揮していく。 

 

I. **二つの学校は一体である 

1. 私たちは、二つの学校が常に一つになろうと努力することが、生徒たちにとても大きな利

益になると信じる。 

2. 私たちは、二つの学校の緊密な関係が私たちのすべての理念を成功させるために非常に重

要だと考える。 

II. 考え方の交流 

1. 私たちは、このキャンパスが教員や保護者、生徒たちにとって自由に教育上のことやその

他の知的な考え方の交流が行われる場所であるべきだと考える。  

2. 私たちは、生徒や教員、保護者たちの多様な経験を尊重し、自由な意見の交換はこの姿勢

をよりよいものとすることを信じる。 

III. 文化の理解 

1. 私たちは、このキャンパスがホスト国である日本の文化の学習、鑑賞、理解に深くかかわ

るべきであると信じる。 

2. 私たちは、このキャンパスが日本と近隣のアジア諸国の文化の関係、その他の世界各国の

文化との関係についても同様であると信じる。 

3. 私たちは、私たちのコミュニティーが多様な文化によって成り立っていることから、この

キャンパスでは異文化間の理解が規範とされ、研究され、尊重される場であるべきである

と信じる。 

IV. ＳＯＩＳでの学習 

1. 私たちは、このキャンパスの特別な性格が、生徒たちに調和のとれた個性的で責任感のあ

る考え方や行動のできる人材となるよう力づけるべきであり、その目的を達成するために

キャンパスでの教育内容は変化に富んだ豊かで厳しく博識なもので積極的な参加を求める

ものであるべきであると信じる。 

2. 私たちは、このキャンパスの主要な責任の一つは、生徒が成人になっても学び続けられる

ように学ぶ方法を習得させるように努めることであると信じる。 

V. 共通の基盤 

 私たちは、このキャンパスの二つの学校が日本と外国の物の考え方や習慣、生活信条伝統の

共通の基盤を示すべきであると考える。 



2   

VI. 規範 

1. 私たちは、このキャンパスの二つの学校が他の学校の規範として存在するべきであると考

える。 

2. 私たちは、このキャンパスの目標の一つは日本国内や海外の学校に教育の新しい考え方や

実践、技術システムなどを示すことであると考える。 

 

*二つの学校 ：関西学院千里国際中等部・高等部(ＳＩＳ)は帰国生徒受入れを目的として設立さ

れた一条校であり、基本的に学習指導要領に従ったカリキュラム編成となっている。生徒の構成

が、帰国生と一般生（日本において通常の初等教育を受けた生徒）がほぼ同数となっている。ま

た、主に外国人を対象に国際バカロレアに基づいた教育を行う教育機関でもある、キャンパスに

併設の大阪インターナショナルスクール(ＯＩＳ)との合同授業（音楽、体育、美術が英語による

授業）が行われており、バイリンガルな学習環境となっている。また、高等部では、大学と同様

に、生徒がほぼ自由に時間割選択を行い、授業を受講するシステムをとっており、生徒の自主性

を重視した学習環境を整えている。2013 年度からはＯＩＳの 11、12 年生と授業を共有すること

によって、国際バカロレアのディプロマプログラム（ＩＢＤＰ）を取得することができるように

なった。 

**二つの学校は一体である ：冒頭に記載した「ミッション」達成のため、ＳＩＳとＯＩＳは一

体であることが、両校にとり最も重要な要素である。また、同一キャンパス（校舎）に両校が併

設されていることが最大の特徴となっている。この点について、昨年度に引き続き評価項目とし

て取り上げ分析を行った。 

 
2018 年度の評価項目 

1. 学校生活・学習（独自設定評価項目） 

2. 生徒活動・国際交流（Two Schools Together : ＴＳＴ）（独自設定評価項目） 

3. 教育環境整備（インフォメーションテクノロジー） 

（「学校評価ガイドライン（平成 28年度改訂）」に例示されている項目） 

4.キャリア教育（進路指導） 

（「学校評価ガイドライン（平成 28年度改訂）」に例示されている項目） 

 

1・2・3・4 すべて、昨年度からの継続項目。特に 1.は法人合併当初からの継続項目であり、Ｓ

ＩＳ教育において最も重視しているステイクホルダーの満足度を確認する意味で外せない項目で

ある。 

2.は本キャンパスにおける教育理念の根幹であり、上述の「二つの学校 一つのミッション」

の根幹に関わる課題である。 

3.は高等部において 2013年度開始した iPadの貸与を 2016年度末に終了し、2017年度から開始

したＢＹＯＤ(Bring Your Own Device) の成果を検証することと、取組が遅れている中等部のＩ

ＣＴ環境に関する意見聴取を主眼としている。 

4.は法人合併から８年を経過し、「完成年度」後の進路動向について確認を行う意味で調査項

目とした。 

 
2018 年度の評価項目とテーマ、自己評価、目標、具体的な取組の状況とその効果に対する評価、今後の方策 
評価項目 

【テーマ】 

学校生活・学習 

【生徒・保護者の学校への満足度維持】 
自己評価 Ａ  

目標 在籍生徒数が増加している状況にあり、基本的な学校生活・学習一般に対す

る生徒・保護者の満足度維持・向上。 
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具体的な取組の 
状況とその効果

に対する評価 
 

（具体的な取組の状況） 

・保護者に対して毎年質問している保護者質問３「学費に見合った教育を受け

ていると感じる」に対し、昨年度は回答値が低下していたことを踏まえ、定員

を超える生徒を収容した場合でも学校生活全般の満足度を得るために、教育の

質の向上努力はもとより、ＩＣＴ環境整備や校内各場所での施設改善が必要で

あると昨年度の「今年度の方策」に示した。今年度は理科室・美術室前廊下、

エレベーター、コンピューターラボなどの施設改善と Wi-Fi の強化を実施し

た。また、Kwansei Grand Challenge 2039実施計画の一つとして今後数年での

大きな施設改善計画も法人から提示されている。この準備として、教員研修の

時間を使ってより良い教育環境について議論や研究を行った。 

・今年度は法人の良き理解により、ＳＩＳ学費は４年目の据え置きとなってい

る。生徒収容数は、春学期は定員の 504人に満たなかったが、秋学期は 509

人、冬学期は 508人と定員を超える生徒数を収容している。 

・昨年度は自由記入欄に「盗難」についての厳しい声が複数聞かれ、「今後の

方策」として、生徒への注意喚起に力を入れるとともに、個々の事象に真摯に

対応することを記した。具体的にはホームルームやアセンブリーでの注意喚

起、そして事象が起こった時の全生徒への協力を呼び掛けての取組である。ま

た、「盗難」と根を同じくする問題とも言える「落とし物・忘れ物（Lost & 

Found)」問題についての対策としては、生徒・保護者が目にしやすく探しやす

い場所に移動し、注意喚起も強化した。 

・「カリキュラム・ティーチング・ラーニング委員会」を始動させ、2020 年度

よりの中高６年間の新規カリキュラムの策定に着手している。枠組みとしての

カリキュラム策定と並行してティーチングとラーニングの理念、評価の仕方、

そしてそれらの教科を超えた統一性などの確立もめざしている。 

・４年目となるＳＧＨの活動展開においては、昨年度の「今後の方策」に示し

たように、よりきめ細かい指導計画を策定した。具体的には、高校１年時の課

題探究の入り口である「知の探究」の授業において、より現実の生活に密着し

た、あるいは地域に根差した（例：箕面国際交流センターとの交流）ハンズオ

ンの活動を取り入れた。また論文作成の期間に生徒一人に一人の教員がメンタ

ーとしてサポートをすることは昨年と同様であるが、教員間での研修を深めて

メンターのスキルを磨いた。 

 

（取組の効果に対する評価） 

・「学費に見合った教育を受けていると感じるか」という保護者への問いの回

答値は若干であるが昨年度より向上している。 

・自由記入欄にて、昨年度に複数あった盗難に関する懸念の声は、今年はなか

った。今年度の取組により、実際の事象件数が大いに減少していることは事実

であるが、残念ながらゼロにはなっていない。引き続き声をあげての注意喚起

などが必要である 

・基本的な学習体制に関して、生徒・保護者の満足度は、回答値から見ると昨

年度と大きな変化はなく、概ね満足度が高いものとなっている。具体的には中

等部質問４・保護者質問４「楽しく授業に取り組んでいる」、高等部４「自分

は意欲的に学習に取り組んでいると思う」、中等部質問６「リサーチの仕方や

プレゼンテーションについて学ぶのは楽しく意義があると感じる」などの質問

への回答である。しかし、自由記入欄へのコメントも参考にし、改善すべき点

として見えてくるのは「学期初めの授業概要説明や成績の付け方の説明が教

科・教員によって不均衡であること」、「アカデミックオネスティについての
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説明や、事象に対する対応が教科・教員によって不均衡であること」、「教員

が自分の授業への評価を受けるフィードバック実施率は低い」、「高等部の自

由選択システムについては、基本概念としては満足度が高いものの、運用面に

おいて『取りたい授業が取れないことが起こる』『学びの継続性が見えない』

という不安が生じている」である。 
今後の方策 ・カリキュラム・ティーチング・ラーニング委員会（ＣＴＬ) 

上でも述べたように、2020年度からのカリキュラム刷新に取組んでいる。そ

の中で、学習体制に関する現状の課題として見えている項目（上記一番最後の

項目）についての改善も含めていく。2020年度からの刷新となるが、それ以

前に実行できるものについては 2019年度に改善をめざす。（例：アカデミッ

クオネスティの理念と事象への対応についての教員間の意思疎通） 

・Kwansei Grand Challenge 2039 の一環としての施設改善計画 
法人とのワーキンググループで骨子を固め、その後は教員間での意見調整、必

要に応じて生徒・保護者の意見を取り入れながら進めていく。ＣＴＬで教育の

中身を整理改善していくことと並行して学びの環境としての施設改善にも力を

入れ、21世紀の教育の最先端を走り続けたい。 
 
評価項目 

【テーマ】 

生徒活動・国際交流 

（Two Schools Together (ＴＳＴ)/国際理解） 

【ＯＩＳと共にあるＳＩＳの使命を確認】 

（重点） 

自己評価 Ａ 

目標 ＯＩＳと共に行う教育活動（シェアード活動）の一層の充実と、ＳＩＳ独自の

国際理解教育の発展 
具体的な取組の 
状況とその効果

に対する評価 
 

（具体的な取組の状況） 

・ＯＩＳと一緒に活動できる機会がもっと欲しいとの生徒の声を受けて、中等

部生徒会（生徒会そのものは以前よりＳＩＳとＯＩＳ合同の活動）主催の両校

交流プログラムを新たに追加実施した（一学期に一度実施。日英の言語活動を

中心に据えた交流）。 

・ＯＩＳのＩＢＤＰのカリキュラムのコアにあるＣＡＳの活動を中心に「サー

ビスフェア」を実施し、ＳＩＳ/ＯＩＳ両校の中高生がサービス活動、ボラン

ティア活動で協力し合える体制を強化した。 

・両校の保護者会が合同で取組む学校行事「インターナショナルフェア」を、

本来の趣旨である「保護者を中心とするＳＩＳとＯＩＳのスクールコミュニテ

ィメンバーの交流」の場とするための話し合いがもたれた。 

・新たに、ポーランドのウッジ第二高校との交流を始めた。（これまでの、ド

イツ Gymnasium Grafing との姉妹校交流関係、アメリカ・オレゴン州の Mt 

Tabor中学校生徒の受け入れに加え） 

・教員の分掌としての組織である「生徒活動センター」内の「国際交流部門」

の業務を見直し、年々増加傾向にある様々な国際交流プログラムの紹介と案内

がよりスムースにできるように整理した。また情報発信のためのブログの作成

を始めた。 

 

（取組の効果に対する評価） 

・今年度の方策として新たに実施した項目もあるが、残念ながらアンケート結

果の数値からは、昨年度からの有意な向上は特に見られなかった。（具体的な

質問は、中等部質問８・高等部質問10「ＯＩＳの生徒や教員と交流する機会が
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日常生活の中で十分にある」、中等部質問９・高等部質問11「ＯＩＳが併設さ

れていることで、自分の生活や学習が実際に豊かになっていると感じる」であ

る。） 

・ＯＩＳの生徒との交流機会については、昨年同様、中等部では比較的高い回

答値であるが、学年が上がるごとに下がっている。一緒に授業を受けるという

物理的な機会が減ることはあるが、高等部では新たな活動を取り入れるという

時間の余裕もあまりないのが実情である。 

・クラブや行事、外部の活動の案内などの量や質については、満足・適切とい

う回答が最も多いが、多すぎる、少なすぎる、との双方の回答も存在する。個

人の判断を尊重し、強制や押しつけは排し、多様な活動の選択肢の中で自分に

あうものを選び取ってもらいたいというのが学校の基本姿勢であるが、そのこ

とに対する受け取り方も多様なものとなっているということであろうか。 

・また、同じ意味で、ＯＩＳの生徒と共に取組む機会となるチャンスが多いス

ポーツ活動（Sabers)や生徒会活動などに積極的に複数取組む生徒とそうでな

い生徒の間には、「ＯＩＳと一緒に学習活動をしている実感」に関しての大き

な隔たりも生まれてしまっていると言える。 
今後の方策 ・中等部生徒会が今年度新たに始めた行事を引き続き実行するが、希望者だけ

が参加するものばかりではなく、無理のない形で全員が関わることのできる取

組も取り入れたい。 

・今年度「サービスフェア」を新たにＳＩＳ/ＯＩＳ中高生の合同取組として実

施したように、これまで一つの学校で行ってきたことを、思い切って合同企画

にする機会を増やしていきたい。考えられるものとして、ＳＩＳプレゼンテー

ション大会、合同アセンブリー、合同ホームルーム活動などがある。 

・年間を通じて生徒が自主的に取組める活動や、長い夏休み中に参加できるプ

ログラムについて、項目ごとに定義づけをして一元化した情報提供ができるよ

うに制度を整える。 
 
評価項目 

【テーマ】 

教育環境整備 

【テクノロジー・ＩＣＴ】 
自己評価 Ａ 

目標 昨年度開始した高校生ＢＹＯＤの現状を把握すると同時に中学生にとっての

ＩＣＴ環境を確認し、キャンパスＩＣＴ環境の将来構想の構築に繋げる 
具体的な取組の 
状況とその効果

に対する評価 
 

（具体的な取組の状況） 

・予算年次計画により学内ＰＣのリプレイス、サーバー群の更新、校内ＬＡＮ

ケーブルのバージョンアップ等を実施した。 

・昨年度高等部に導入したＢＹＯＤ（Bring Your Own Device：生徒が自分のパ

ソコンを持参して授業等で活用する）のより有効な活用のため、夏休み中に

Wi-Fi強化の工事を実施した。 

・コンピューターラボ２室とも改装し、アクティブラーニング対応型の机とい

すの導入及び移動可能なＰＣ設置とした。 

・ＥＴＴ（Educational Technology Team)の教員が高校生にＢＹＯＤに関するア

ンケートを複数回実施し、授業での活用の向上、問題点の解消に取組んだ。 

・情報科の提供する授業以外にも、ＬＨＲの時間や５リスペクトの時間（中学

生道徳にあたるもの）にネットマナーなどについての授業や外部講師を招いて

のワークショップを実施した。 

 

 



6   

（取組の効果に対する評価） 

・高等部生徒とその保護者からは、ＢＹＯＤの体制でＰＣを学校に持ち込んで

いるので、もっとたくさんの授業で使いたいという声が多い。正反対の意見も

少数ではあるが存在する。 

・中等部生徒は、改装されたコンピューターラボでのＰＣの使用については満

足度が高い。 

・中等部生徒は、授業によっては以前高校生に貸与していた iPad を使っている

が、機種が古いために不具合への不満の声が多く聞かれる。 

・中等部生徒ではどちらかというと「もっと授業でＩＣＴを活用してほしい」

という声が多い。しかし逆の声も少数とはいえ存在する。 

・校内ＬＡＮや Wi-Fiは強化されているが、まだ場所によっては不具合も指摘

されている。 

・ＳＮＳの使い方などで不愉快な経験をしたことがあるという声が自由記入欄

に複数見られた。 
今後の方策 学校として、高等部の iPad 導入からＢＹＯＤへの移行を先進的に集中して取

組んできたが、この間放置されていた中等部のＩＣＴ環境は他の強豪私学に比

べて大きく遅れてしまっているのが現状である。関西学院中学部の動向を参考

に来年度は中等部のＩＣＴ環境の整備に力を入れたい。 
 
評価項目 

【テーマ】 

キャリア教育(進路指導） 

【進路サポート】 
自己評価 Ａ 

目標 生徒が自主的に進路を決定していくために必要な情報を必要なタイミングで

提供する。特に関西学院大学に関しては各学部の特徴や留学制度など的確な情

報を提供し深い理解を促す。 
具体的な取組の 
状況とその効果

に対する評価 
 

（具体的な取組の状況） 

・2015 年以来、ＳＧＨの取組により高大接続が促進され（講演、フィールドス

タディ、合同ゼミなど）生徒の進学先の決定に大きな影響を与えてきた。今年

度も大学の協力を得て、継続して高大接続の活動を実施できた。 

・関西学院大学への理解を深める機会として、高校生のための「キャリア講演

会」と称し、大学を３つの視点（研究機関としての大学、世界と繋がる大学、

社会と繋がる大学）から、関西学院大学の先生方にお話をしていただく機会を

持っている。(年に３回。ＬＨＲの時間を使って）。 

・大学での交換留学制度についての説明会を昨年に続き設定した。参加者多数

のため今年は秋と冬の２回開催した。 

・進路についての保護者会向けの説明会を各学期に開催し、保護者の参加しや

すい日程に実施する工夫をした。 

・個々の進路相談は担任に加えカウンセラーが対応してきたが、進路の担当教

員も対応するシステムを整えた。 

・海外の大学への進学へのサポートを強化した。学年ごとに対応した内容の海

外進学説明会を実施し、進学希望者の登録制度を活用し情報提供と個別指導を

行っている。 

 

（取組の効果に対する評価） 

・高等部生徒への関西学院大学に関する理解を深める情報提供に関してはアン

ケート結果（高等部質問28）より、満足度が昨年度より向上していることがわ

かる。 
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・10 年時の大学訪問、11 年時のオープンキャンパス参加に関しては、昨年度と

同様、10 年時の行事は満足度が高いが、それに比べ 11 年時のオープンキャン

パスでは、中間値の回答が一番多いという結果である（高等部質問 31「Ｇ10

の秋に大学に行って授業に参加する機会は有意義であった」、高等部質問 32

「Ｇ11 の秋に参加した学部選択説明会は有意義であった」）。自由記入欄で

は、土曜日に開催される行事に対しての参加の促進方法については再考が必要

との声もある。 

・高等部生徒・保護者ともに、全体的に関西学院大学以外の大学に進学する場

合の情報提供やサポート体制には満足度が低く（高等部質問27「国内の進路先

に関する情報が、十分に収集・公開・提供されている」、保護者質問27「国内

の進路先についての豊富な情報が収集・公開・提供されている」）、自由記入

欄のコメントにも厳しい指摘がある。 

・生徒が個別に相談しやすい体制を整え提供したが、定着度は低く、実際に生

徒がこのシステムを利用することは少なかった。アンケート結果からも満足度

が低いことが伺える。担当教員の業務負担の問題もあり、根本的な体制の見直

しが必要と考える。 

・海外進学希望者へのサポートシステムは、専任担当者を置いて２年目の今年

度の１年で充実したものになった。 
今後の方策 合併後も、関西学院はＳＩＳに対し、それまで通りの教育を維持発展させる

よう要請し、ＳＩＳもこれに応えてきた。進路についての考え方も、学校側が

情報を「提供」し、それに対して「指導」をするのではなく、生徒が自主的に

自らの進む道を選び取っていくことを大事にしている。この基本方針を維持し

つつ、生徒の自主的な判断の助けとなる情報提供のあり方、個別相談が必要な

生徒への対応についての体制に関しては引き続き改善努力をしたい。関西学院

大学についての情報をより確実に提供するために今年度取った方策は継続的に

実施する。11 年時に参加しているオープンキャンパスについては、土曜日とい

う設定もあるため、参加強制を弱め、より意義の高い成果をあげることのでき

る促進方法について大学側とも相談したい。Kwansei Grand Challenge 2039の施

策の一つとして大学への院内推薦比率を上げるということがある。この実施計

画内容とも合致する形で取組んでいくものである。海外進学については世界の

主要大学と高校をつなぐプラットホームである BridgeUを導入し、さらに情報提

供と出願に向けたサポートの充実に努めたい。 
 
（自己評価） 

A＋=テーマに対する目標を達成した。 
A=テーマに対する目標を概ね達成した。  
B=テーマに対する目標の達成に向けた計画や方策などを実行しているが、達成にはまだ時間がかかる。 
C=テーマに対する目標の達成に向けた計画や方策などを実行していない。 
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総合評価 

評価項目「学校生活・学習」「テクノロジー」はＡ評価とできると考えるが、今後の課題も明

らかになっている。「進路」はＡマイナスである。「Two Schools Together」については過去数

年と同様Ｂ評価であった。全体としてはＡに近いＡマイナスと言える。 

 

最も本質的な質問「この学校に来てよかったか」「この学校で自分らしく過ごせている」につ

いては、これまでと同様に高い回答値が出ていることは喜ばしい。それと同時に「全くそう思わ

ない」と回答をしている生徒・保護者が若干名とはいえ存在することを重く受け止めている。個

性を尊重し、多様な価値観を受け入れるトレーニングが日々繰り広げられるキャンパスで、学校

への気持ちにも日々の変化があるだろうが、様々な体験を経て、卒業時には、あるいは卒業後に

は、この学校での日々の学びには大きな意義があったことと感じてもらえるような更なる改善を

めざしていく。 

 

1980 年代の臨教審の「新国際学校構想」のもとにＯＩＳと共に教育を実践する学校として設立

されて 28 年を経た。国際教育のパイオニア、帰国生受け入れを主たる目的とする学校としての使

命を一層強く意識し 21 世紀の日本の教育を牽引する存在として 30 周年に向かいたい。取組の具

体例は以下のとおりである。 

 

１）カリキュラム・ティーチング・ラーニング委員会（ＣＴＬ)：カリキュラムの再編と、それに

伴うＳＩＳの学び、授業の在り方や評価方法を再定義するための委員会が今年度動き始めた。文

科省の学習指導要領の改変を意識し、国際的な教育の動向やＩＢの理念を学び、ＳＧＨ後にあた

る 2020 年度に向けて教員全体で取組んでいる。アンケートによって浮き彫りになっている「学校

生活・学習」に関する課題の解消も同時に実現させることをめざしている。 

 

２）生徒獲得戦略委員会（ＳＫＳＫ)：ＳＩＳの存在を伝える広報について、そして、本校の理念

と教育の考えに共感される家族・生徒を国内外から獲得するための施策を練る委員会である。帰

国生徒の増加、一般入試受験生の増加、という成果をあげており、来年度も継続的に活動を活発

化させたい。また、今年度は２年目の取組となる「大同窓会(３月実施）」をさらに発展させ、卒

業生と在校生の交流機会や広報活動のサポートなどに繋げることをめざす。 

 

３）施設改善：今年度の施設改善には概ね好評を得ているが、大きな変化のあったカフェテリア

については具体的な意見を広く求めて業者との情報交換をする必要があったため、別途アンケー

トを実施し、その結果をもとに改善や変化がすでに起こっている。来年度以降、教育環境全体の

施設改善に取組む予定である。ＯＩＳと共にある教員集団、生徒、保護者とコミュニケーション

を取りながら進める。中等部のためのＩＣＴ環境改善も大きな目標である。 

 

４）安全管理：昨年度の評価シートには、来年度(今年度）の評価項目の予定として「安全管理」

を挙げていたが実施しなかった。その理由は、保護者会が独自で詳細のアンケートを実施され、

それを基に学校への要望書が出されているためである。その内容は 

１．災害時の学校対応のフロー 

２．災害時の登下校の安全確保 

３．安否確認や学校の状況の情報伝達の仕組み 

４．災害時の学校設備についての情報周知 

であり、すでに具体的な回答をするために動き始めている。 
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2018 年度の評価をふまえて 2019 年度に予定している評価項目、テーマ等 

来年度に含めるべきと考えるテーマは以下のとおりである 

・カリキュラム：ＣＴＬが取組むカリキュラム再編のための具体的な案の形成につながるもの 

・施設：教育環境としての教室の施設改善に関する具体的な案の形成につながるもの 

・安全管理：保護者アンケートへの回答として施行する上記４項目の取組の成果を検証するもの 
 
第三者評価／学校関係者評価 

学校生活に関しての生徒や保護者のアンケートから、生徒たちが学校生活を楽しんでいる様子

が伝わってきます。また、定評あるプレゼンテーションをはじめ、少人数教育による主体的な学

びは、なかなか他校ではまねのできないものです。高等部の生徒のプレゼンテーションを私も今

まで何度も拝見していますが、表現力と内容のあふれる素晴らしいものであるという印象が強い

です。その強みを生かして、ぜひ今後も世界に通用する生徒たちを育ててほしいと思います。 

ＩＣＴ教育については、特に中学校での環境整備が今後の課題と聞きます。高校生と違って、

「読み書きそろばん」の基本が中学時代にはどうしても必要となりますので、機器の使い方との

バランスが難しいのではないかと想像します。様々な視点から、今後の教育の進め方を模索して

実現してほしいと思います。 

ＳＩＳだからこそできる教育は、多様性を受け入れた非常に魅力のあるものであり、関西学院

の中学部からも今年度千里国際高等部への進学希望者が５名出ています。大きな夢をもって、自

分の意志で積極的に進もうとしている生徒たちばかりです。時代の先端を行く教育に自信と謙虚

さをもって、これからも他校の模範となるべく教職員、生徒の皆さんが気持ちを合わせて進んで

ほしいと願います。 

ＳＩＳでは、自由な科目選択、併設されたＯＩＳとの交流、先進的な情報教育の取組、ＩＢＤ

Ｐプログラムなどユニークな教育が実施されており、日本のこれからの教育のモデルを提供する

リーディングスクールとしての役割を担っていくことが期待されます。 

2018 年度の活動では、施設・設備の充実、「盗難」の問題に対する啓蒙活動、「カリキュラ

ム・ティーチング・ラーニング委員会」での新規カリキュラムの議論など、様々な観点から教育

環境の改善に取組んでおり高く評価できます。保護者に対する質問３「学費に見合った教育を受

けていると感じるか」という質問などの分析については、長期的な視点が重要と思われますの

で、昨年度と比較するだけではなく、もう少し長期的なトレンドをみることが必要ではないでし

ょうか。たとえば、教員に対する質問１「自分は教員として充実した気持ちで教育活動に取組め

ている」という質問に対する回答の平均値は、徐々に下がってきています。教員の教育に対する

意欲はよい教育のための重要な要素ですので、教員が自由に発想して教育活動に専念できる環境

を整備していくという視点も必要であると思います。 

 「Two Schools Together」については、ＳＩＳの魅力のひとつになっており、一定の成果をあ

げていることがアンケートからも伺われます。積極的な生徒とそうでない生徒の間の温度差の問

題は、簡単には解決しないと思いますが、様々な方策を考えておられ、今後の改善が期待されま

す。特に、教員がおぜん立てしたものではなく、中等部生徒会主催の交流プログラムのような生

徒が自主的に関与する企画が実施されていることは高く評価できます。 

 ＩＣＴ環境については、中等部の環境の遅れを問題にしていますが、アンケートの経年変化を

見ると、中学生はＩＣＴ環境に対する満足度が高く保たれているのに対して高校生はここ数年満

足度が低くなっています。これは、より高度な教育内容になるほど、要求も高度なものになるた

めであるかも知れません。情報関係の技術は日進月歩しており、学生の需要にマッチした情報環

境になっているか検証していくことが必要であるように思います。 

 総合評価の中で、少数のネガティブな意見を重く受け止めていることが書かれていますが、こ

のように一人ひとり、特に弱者を大事することは関西学院の基盤であるキリスト教主義の精神の
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根幹にかかわる重要な視点だと思います。問題をかかえている学生に対するきめ細かなケアがな

されることを期待します。 

設立当初のミッションを学校の軸として、教育の様々な場面で大切にしていることがうかがえ

ます。“Two Schools Together”の理念を教育課程の中にしっかりと組み込んでいますが、国際

バカロレアのディプロマプログラムを導入し、さらに進化した形で進展を図られたことが評価さ

れます。また、国際理解教育面においても様々な取組を新たに加えながら展開されており、ＯＩ

Ｓと同じキャンパスにあることのメリットを生かされています。ただＢ評価と厳しく評価されて

いますが、全校生徒になお一層その取組が浸透し、積極的に参加する生徒が増える方策を今後進

めていただくことを期待します。 

昨年度は「学費に見合った教育を受けていると感じるか」の質問項目の回答値の低下がありま

したが、それを受けての改善に取組んでいることが理解できます。施設面での改善に着手し、特

にＩＣＴ環境整備を実施し、生徒の満足度を上げることができています。ただ、中等部でのＩＣ

Ｔ環境が追いついていない状況がありますが、財政上の問題もあり一挙に解決を見るのは難しい

と思われますが、引き続き改善に向けていくことを望みます。 

教育課程としては、カリキュラムの刷新に向けて委員会も立ち上がり、学校としての中高６年

一貫教育の教育体制について、方向性を確立する動きを作られている事は大変評価できます。教

員の今後の変容にも期待ができますし、それがひいてはＳＩＳの評価を高め、受験者へのアピー

ルとつながり、受験者増につながることを願います。ＳＧＨ指定も４年目となり、さらに磨きを

かけるべく授業改善がなされています。中間評価も高かったので、来年度最終年度を迎えます

が、大きな成果が得ることができることを期待しています。 

生徒指導面における盗難については昨年度の評価を受けての改善が加えられていることは大変

評価されます。簡単に根絶することは難しいことではありますが、粘り強く指導を続けて生徒の

意識の改善につながっていくことを望みます。 

進路指導面では関西学院大学の情報提供はおおむね生徒、保護者からも満足感を得ています

が、他の大学への進路指導面が多岐にわたるのでその情報提供は難しいと理解できますが、一人

一人の進路保障のため、今後とも改善が図られることを期待します。 

 如何なる教育も明確なるビジョンとミッションが重要でありますが、この点において当該学校

SIS は、知識と思いやりを持ち創造力を駆使して世界に貢献する個人（‟Informed, Caring, 

Creative Individuals Contributing to a Global Community”）を育てるということが明確に示

されていることから大変に評価できますことをはじめに記しておきます。その上で、「二つの学

校は一体である」との理念のもと、緊密な関係すなわち考え方の交流及び文化の理解を進め、Ｓ

ＯＩＳでの学習等を実施しており順調に進展しています。 

 個別の項目に対しては、まず学校生活・学習としての生徒・保護者の学校への満足度維持につ

いては、教育の質的な向上のため昨年度に改善が必要とされたＩＣＴ環境の整備と校内施設の改

善について、今年度は理科室・美術室前廊下・エレベーター・コンピューターラボなどの施設改

善と Wi-Fi の強化を実施しており評価できます。また、生徒収容数も秋学期は 509 人、冬学期は

508人と定員を超える生徒数を収容しています。今後は「カリキュラム・ティーチング・ラーニン

グ委員会」が始動していることからも 2020 年度からの中高 6 年間新規カリキュラムの策定が待た

れます。なお、生徒・保護者の満足度は、昨年度同様に概ね満足度が高いものとなっています。 

次に、国際理解としてのＯＩＳと共にあるＳＩＳの使命の確認については、両校交流プログラ

ムを新たに追加実施したり、「サービスフェア」を実施したり、ポーランドのウッジ第二高校と

の交流も始めたりと、進展が見られ評価できます。また、教育環境整備としてのテクノロジー・

ＩＣＴについては、学内ＰＣのリプレイス、サーバー群の更新、校内ＬＡＮケーブルのバージョ

ンアップ等や Wi-Fi 強化工事を実施するとともにコンピューターラボ２室を改装し、中学生の満

足度が高いです。ただし、中学生の iPad の機種が古いことから不具合への不満の声が多いことは

改善が望まれます。さらに、キャリア教育(進路指導)としての進路サポートについては、講演や
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フィールドスタディまた合同ゼミなど高大接続の活動が継続して実施されています。また関西学

院大学への理解を深める機会として「キャリア講演会」をＬＨＲの時間を使って年に３回実施し

たり、海外の大学への進学へのサポートとして海外進学説明会を実施したりしています。この結

果、関西学院大学に関する理解を深めるアンケート結果は満足度が向上しています。ただし、高

校生・保護者ともに関西学院大学以外の大学に進学する場合の情報提供やサポート体制には満足

度が低く自由記入欄のコメントにも厳しい指摘があるは今後検討する必要があります。 

 なお、学校を訪問時にシアターでミュージカルの練習をしている生徒たちを見学したが、この

ような文化的な取組を更に進める為にも、シアターの設備環境の改善を進めることが望まれま

す。 

 以上から、概ね当該学校ＳＩＳの評価については満足度が高いものと評価できます。 

学校生活・学習については生徒の大半が学校生活に満足していることがうかがえます。しかし

ながらそうではない意見もいくつかある事を放置せず少人数制を生かし、細やかに対処すべきか

と思われます。 

“Two Schools Together”について生徒たちが多様性を受け入れる環境にあり、そのことは機

能していると思われますがアンケート結果からは満足しているとは言えない環境である事が気に

なります。それが何故なのかを今後調査し、改善すべきではないでしょうか。 

授業外活動・国際理解については環境が充実していると思われます。環境の保持だけでなく新し

い情報の更新も今後期待します。 

デジタル環境において多くの意見が充実していると感じている事がわかります。デバイスを個

人で用意することが自主的に使いこなす術を身につけることにつながっている様です。情報化の

波に生徒をのせる良い試みでもあると思われます。気になる所は小数だが不満の声があがってい

るところですが、これにはＢＯＹＤへの移行の有用性を教育側がもっとアピールすべきであるの

と同時にデバイスの選び方から使い方など特に中等部から高等部へ上がる際にサポートがあって

もよいのではないでしょうか。 

進路について、情報、ガイダンスに不満足の声が目立ちます。自主性を重んじる教育方針にお

いて情報収集を個々に任せることは教育的に望ましいと思われます。しかしガイダンスや個別進

路指導において約 1/4 がネガティブに捉えており、どちらでもない中間意見が目立つ事を今後ど

う解決していかれるのか注目したい点であります。 

アンケートの結果をふまえ、ＳＩＳの自己評価の中では良い結果にはその保持と更新、ネガティ

ブな結果は真摯に受け止めその改善に努められる方針がうかがえます。 

魅力的な教育環境を保持しながら改善への素早い対応と弱い部分の強化を今後も期待します。 

 

2018年度学校評価 



2018

2018 SIS MS/HS SCHOOL EVALUATION REPORT  MS STUDENT QUESTIONNAIRE 

7  69  74  93.2% 

8  79  79  100% 

9  84  86  97.6% 

232  239  97.1% 

1

2 SIS

1



3

4

5

6

2 



7

8 OIS

9 OIS

10 SIS OIS

3 



11 SIS

12

13

14

4 



15 SIS

16  SIS

17 ICT ( iPad

18 ICT

5 



19 ICT ( )

20 ICT
PE Music Art

HR

21

22 2017 BYOD

6 



2018

2018 SIS MS/HS SCHOOL EVALUATION REPORT  HS STUDENT QUESTIONNAIRE 

10  78  84  92.8% 

11  94  98  95.9% 

12  70  87  80.4% 

242  269  90.0% 

1

2 SIS

3

1 



4

5

6

7

2 



8 SGH
10 11

11 10 11

11

12

3 



12

12

9

4 



10 OIS

11  OIS

12 SIS OIS

5 



13 SIS

14

15

16

6 



17 SIS

18 SIS

19

7 



20 ICT Wi-Fi

21 ICT ( )

22

23 ICT

8 



24 BYOD
  a) 

 b) 

c) 

d) 

9 



25 ICT

26 Q.25 3

10 



27

28

29

11 



30

31 G10

32 G11/G12  G11

12 



2018

2018 SIS MS/HS SCHOOL EVALUATION REPORT  PARENT QUESTIONNAIRE 

 472 
 299 
 63.3% 

1

2 SIS

3

1 



4

5

6

7

8

2 



9 OIS

10 SIS OIS

11 SIS OIS

12 OIS

3 



13 SIS

14

15

16

4 



17 SIS

18 SIS

19

20 ICT

5 



21 ICT

22 ICT ( )

23

24

6 



25

26 BYOD

27

28

7 



29

30

8 



2018

2018 SIS MS/HS SCHOOL EVALUATION REPORT  FACULTY QUESTIONNAIRE 

 Faculty number: 67 
 Responses: 43 
 Response percentage: 64.1% 

1
As a teacher, I am approaching educational activities with positive enthusiasm. 

2 SIS
 I think students, graduates and parents have a high level of satisfaction with the school. 

3
I make the most of the small-group educational environment and am able to recognize each 
student's academic state. 

1 



4
I aim for quality lessons and conduct careful preparation of lessons to that end. 

5
I explain the overall lesson approach and grading standards to students at the beginning of each 
course. 

6
The system whereby students choose their own classes to create their schedules is functioning 
effectively. 

7
I am taking surveys at the end of the semester from all my students. 

2 



8) SGH

I feel that the SGH program is giving increased opportunity for authentic, inquiry based learning
and presentations.

9) 
I am giving enough information about Academic Honesty to my students. 

10)  
 I am advising my students when I see cases where Academic Honesty expectations are not 
being met. 

11) OIS
I interact with faculty and students of OIS on a daily basis.

3 



12) SIS OIS
SIS and OIS complement each other in a way that, aims to improve international education and
achieves effective results for both schools.

13)  SIS
SIS works to promote the shared mission of developing "Informed, Caring, Creative Individuals
Contributing to a Global Community".

14) SIS
 Opportunities for extra-curricular activites (clubs, etc) provided by SIS are appropriate.

15) SIS

At SIS student independence, creativity and cooperative spirit are encouraged through camps, 
trips and hands-on learning experiences. 

4 

思いやりを持ち創造性を駆使して世界に貢献する個人」を育てている。



16) 
Programs provided by school for summer such as camps and field studies are educationally 
significant. 

17) 
SIS provides and introduces programmes with a wide international perspective. 

18) 

Through lessons and homewroom I provide students with real opportunities to give them the 
sense that they are living as a global citizen. 

19) 
Students are developing the ability to think about things from a global perspective. 

5 



20) ICT
I am making effective use of ICT technology in my classes.

21) 
 Students are familiar with ways of protecting their personal information on-line. 

22)  BYOD
This year was the second year of BYOD, use in the classroom, in extra curricular activities, etc is 
now well established. 
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23) WiFi
 Is WiFi fit for purpose? 

24) BYOD ICT

In regard to the BYOD system, students bring different devices to school, preparation is
sufficient for ICT use.

7 



25)  
The school is collecting and making available a wealth of information related to domestic 
universities, colleges, vocational schools, etc. and support students. 

26) 
In cooperation with the OIS counselor, the school is collecting and making available a wealth of 
information related to overseas universities, colleges, vocational schools, etc. 

27)  
The school carries out career counseling and guidance that respects the wishes of each 
individual student. 
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