
2013 年度 関西学院高等部 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初等部・中学部・高等部が互

いに連携をとりながら整合性のとれた学校評価（以下、自己点検・評価）を実

施する制度を構築してきました。また上記の組織以外に聖和幼稚園、千里国際

中等部・高等部、大阪インターナショナルスクールも学校評価に加わり、世界

市民を育成するという同じ目的を持つ関西学院の共同体として、総合学園とし

ての教育の繋がりを深めつつあります。 
 今年度は高等部内の自己評価に対して、教職教育研究センター教員、中学部

長、評価情報分析室教員の意見を伺って、客観的な評価、指摘をいただきまし

た。これもまた一貫教育の特色そして長所の一つであります。同じ学校法人に

ありながら、教育研究関係者、大学教職員、中学校といった異なる教育に関わ

っておられる見識ある方々にいただいた評価や指摘を、今後の高等部教育発展

の糧にさせていただきます。 
 それぞれの組織が共通の評価項目として、「キリスト教主義教育の実践」を、

学校評価ガイドライン（文部科学省、2010 年 7 月 20 日付）で示された学校運

営における 12 分野の項目の中から、「教育課程・学習指導」「生徒指導」「自治・

クラブ活動」を選び、さらに高等部は重点的課題として、「人権教育」「進路指

導」を設定して実施しました。2013 年度の実施にあたっては、それぞれの評価

項目について生徒・保護者・教員のご意見を伺うためにアンケート調査を行い、

客観性を高める工夫をいたしました。 
 今年度は 2015 年度からの男女共学化に向けての準備の中で、高校一年生から

制服を導入し、その指導に当たってきました。学校安全・セキュリティの問題

と自治活動との間で、それらに対する意識が高まっています。生徒自治組織と

の対話であるスクールミーティングも実施しています。来年度は高等部が男子

校である最後の年度を迎えます。これまで培ってきた伝統と新しい制度・体制

の創造が課題になってきます。中学部との教員交換人事も実施に移され、その

連携の絆をより強く推し進めていきます。また、次年度の入学試験は初めての

男女入試となります。現在認可申請中でありますが、男女募集に対する戦略を

実行する年となりました。2013 年度の学校評価で得られたことを真摯に受け止

め、来る男女共学元年である 2015 年度に向けて、全力でその準備に学校をあげ

て取り組んでいく所存です。 
関西学院高等部はこれからも自己点検・評価を通じて自らの課題を探り、そ

の課題に誠実に向き合って、改善を目指していきます。それによって質の高い

教育を生徒に提供し、またその結果を社会に公表することによって信頼を高め、

課題意識を共有していく所存であります。 
 
2014 年 3 月 28 日 

関西学院高等部 
部長 石森圭一 



 

＜関西学院高等部＞ 

学校評価シート 
【教育課程・学習指導】 

現状の説明 
高等部では推薦制度にもとづいて、９割以上の生徒が関西学院大学へ進

学する。 
よって教育課程における目標は、大学で学ぶ力を保証し、多様な社会の

要求に応えうる総合的知識を育成することにある。そこで３年間の学びに

おいて １．基礎学力の充実 ２．深く学ぶ ３．知の統合 を目指して

いる。 
学習指導では、１年次には全クラス同じカリキュラム（数学のみ習熟度

別授業を展開）だが、２年次には英語の習熟度別授業に加えコース制を導

入している。そして３年次には選択授業や高大連携プログラムを行うなど、

高度な内容の講義に触れる場を設定している。 

 
評価・分析（アンケート結果を含む） 

「興味深い授業がある」「選択授業は充実している」「わかりやすく工夫

している授業がある」の項目で、生徒はいずれの項目も昨年度から「強く

そう思う」「どちらかといえばそう思う」の肯定的評価が微増している。一

方保護者は「選択授業など生徒の個性・能力に応じた学びを学校は提供し

ている」の項目が微減となった。 
また「授業を通じて学力がついている」の項目では、生徒・保護者とも

60％前後と他の項目より肯定的評価は高くなく、且つ昨年度より微減して

いる。これは生徒に多様な授業内容があることは実感させているが、学力

が定着したという実感にはつなげられていない。同じく「実力テストなど

の外部テスト」が、その後の学力向上につながるようにも至っていない、

というアンケート結果である。学力向上・定着に関する項目が、他に比べ

て低いといえる。 
しかし学力差を補う細やかな補習を増やしたことは、生徒においても肯

定的な評価増加としてあらわれている。1 年生においては週課題の徹底を

重視し、クラスに英語、数学、国語委員を設けて宿題の提出などきっちり

と行うよう努力し、英語毎日ノートの取り組みなどに努めた。また、2 年

生では昨年度、過去５年間で平均が最低（440 点）だった GTEC を今年度

は平均点を 50 点上昇（490 点）させ、全国高校平均（受験者約 60 万人、

平均 445 点）を上回るなど宿題、補習の成果も現れてきている。 
また今年も「進級・卒業・推薦などに関する説明を適切に受けている」

に関しては、教員・保護者・生徒とも 80%超が肯定的評価を与え、なかで

も教員・生徒が前年に比べて肯定的評価が増えている。（保護者の評価は昨

年度より微減） 
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改善の具体的方策 
受験勉強の制約を受けない高等部の授業において、総合的知力を向上さ

せるには、テストの点数を取ること以外に、自発的に学び、授業へ取り組

むことの大切さを、大学進学・その後の社会人生活という長いタームに目

を向けて考えさせる必要がある。キャリア教育としてＯＢ人材の活用も含

め、好事例を共有したい。また、世界市民の育成を目指してグローバル人

材育成事業に取り組んでいる大学との連携をより深め、学びのモティベー

ションをさらに高めていきたい。 
また学力の定着に向けて、小テスト・発表・レポートなどを含め、生徒

が能動的に取り組む機会を、各教科でより多く採用してもらう。また継続

して細やかな補習機会を増やしたい。 
そしてこのような学校の取り組みを積極的に保護者へ伝わるよう工夫

し、情報を伝える努力をして保護者の理解も深めていきたい。 

 
 第三者評価／学校関係者評価 

○高等部の教育に関して生徒と保護者から高い評価を得ていることは望ま

しいことで、大いに評価できます。しかし、教員の 85％が「適切な学力

を定着させている」と回答していますが、この項目に関する保護者およ

び生徒の評価は相対的に低く、20 ポイント程度の乖離が見られます。そ

の原因を解明し、それが除去されるような努力を続けることが期待され

ます。 

○自分の力が、他の高等学校の生徒と比べて、どれくらいのところに位置

するのか、その過程で高い評価を受けることができれば、大学に行って

も大きな自信につながる。その機会は、推薦制をとる私学とはいえ、与

えてあげることは大事であり、特にＧＴＥＣでの向上は、評価できると

考える。学力でも、人物でも、どこを見られても高い評価を受ける高等

部生徒であってほしい。 

○関西学院大学への進学を前提に、大学で学ぶ力を保証し、多様な社会の

要求に応えうる総合的知識を育成することを目標に、１．基礎学力の充

実 ２．深く学ぶ ３．知の統合 に重点を置いた教育を展開している。

特に、習熟度別授業、コース制での授業、選択授業、補習などを取り入

れ、きめの細かい教育の実現を目ざし、アンケート結果にも学力向上へ

の成果を読み取ることができる。学力向上は大きな今日的課題であるが、

大学受験への圧力がない中で、今後とも、生徒一人ひとりを大切にした

取り組みの発展が期待される。 
 

2013 年度学校評価 
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＜関西学院高等部＞ 

学校評価シート 
【生徒指導】 

現状の説明 
学校で制定する頭髪等のルールを厳格に順守できるよう、頭髪を染色し

ている生徒への指導、制服・革靴・私服の着用の仕方や携帯電話の使用法

の指導に力を入れ、指導部の教諭のみならず教師全体で指導ができるよう

取り組んでいる。自転車の未登録者への指導、駐輪マナーの指導も継続し

て取り組んでいる。現在新体育館建設に伴う駐輪場の撤去による駐輪スペ

ースの縮小もあったが、大きな混乱なく行動できている。制服化初年度の

1 年生の制服の着用や頭髪もほぼ乱れはなく、自転車のマナーも向上し、

高等部生らしい品格になっている。今年度は校内での盗難事件（現金・自

転車）が数件発生したがかなり減少傾向にある。校外においては甲東地区

の夜間巡視や阪神地区私学協議会の校外巡視を行っている。 

 
評価・分析（アンケート結果を含む） 

アンケートを分析すると、保護者のアンケートは全項目で７割前後の保

護者が肯定的であり、保護者に対しては一定の評価を得られていると考え

られる。生徒に目を移すと６～７割の生徒が肯定的であるが、保護者の認

識とは１割の開きがある。また教員は８～９割が肯定的であるが、保護者

の認識とは２割の開きがあり、生徒とは２～３割の差がある。さらにルー

ルの指導においては、51％の生徒が否定的であり、30％の教員が否定的で

あるが、この意識は昨年と比較して５ポイント改善している。1 年生の制

服化による制服指導があるため、昨年に比べてやや意識が改善したと考え

られる。また、制服化の問題に関しては靴のことなど生徒自治組織との対

話やスクールミーティング等を通して話し合いの場を設けて、教師会でも

討議し、当初の規定を一部改定することを行った。 

 
改善の具体的方策 

昨年度より生徒部担当教諭のみが指導するのではなく、問題のある生徒

を見かけた教師がまず指導に当たり、指導に従わない生徒や大きな事案に

対しては生徒部が指導を行う体制を強化した。 

今年度も過半数の生徒から高等部のルールがはっきりしていないという

印象を持たれているが、教師側の認識は昨年度から５ポイントの意識改善

がみられる。来年度は、さらに教師の団結を強め、チームで生徒指導を展

開できるよう取り組みを強化し、生徒の信頼を向上できるよう取り組みた

い。 

盗難防止の具体策としては今年度より全生徒のロッカーキーの義務化が

完了したため、さらなる自己管理の徹底とモラルの向上に努めたい。また、

次年度は共学化を迎える最後の準備期間となる。制服導入も２学年での実

施となり、指導に係る全体数も増えてくる。女子生徒を迎えるにあたって

の課題を整え、共学化に備えていきたい。 
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 第三者評価／学校関係者評価 
○生徒指導について肯定的な回答が、保護者で７割前後、生徒で６～７割、

教員では８～９割であるという結果はそれほど不思議な数字であるとは

思えません。また、ルールの指導に関して 51％の生徒が否定的であると

いうことも理解できます。しかし、教員の 30％が否定的ということの原

因は何でしょうか。明らかにしてほしいところです。今後女子生徒が入

学し、共学が現実のものになるということで、さまざまなご苦労がある

ものと思います。一層の努力を為されることが期待されます。 

○共学化を目前にしている高等部で、生徒たちが守るべきルールの明確化、

これだけは許せないということがはっきりしており、教師も生徒も同じ

方向を向いて生活できるならば、女子生徒も男子生徒も自分たちの学校

に誇りを持つことができる。高校生なので、中学生と同じようにはいか

ないが、自主性を尊重し、今以上に自分たちが誇れる学校にするにはど

うしたらよいかを常に考えさせながら、根気強く全教員で指導すること

が、ますます大切になってくると思う。 

○保護者の生徒指導に関する肯定的な評価の中で、頭髪、制服・私服の着

用、自転車指導などの指導に取り組み、一定の成果を上げている。盗難

などの事例もみられるが、こうした問題行動への対処は、一部の教師の

取り組みだけでなく、教職員の組織としての取り組みの必要性の認識が

拡がっている。１年生の制服化など、新しい生徒指導に関わる取り組み

が進み、教師の意識の変容がみられる。 

 

2013 年度学校評価 
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＜関西学院高等部＞ 

学校評価シート(重点的な課題) 
【進路指導】 

重点的に改善に取り組んだ課題 
進路理解のため、進路講演会・学部説明会などの内容・頻度を高める。

また進路コーナーの整備充実をはかる。 

 
具体的な取り組み内容 
 関西学院大学への推薦入学制度を土台とした高等部では、１・２年次か

ら「生きること」「働くこと」といった、人生の長きにわたる観点でキャリ

ア教育を実施している。具体的には各学年とも実社会で活躍されている先

輩から、自らの体験に基づき、高校時代をどうすごしたら良いかを語って

いただく講演会を設けている。また、２年次秋に「関西学院大学」のオー

プンキャンパスに参加させている。続いて３年次春に、「学部説明会」を設

け、関西学院大学各学部の説明会を実施している。その後、３年次秋にＯ

Ｂ大学生やＯＢ卒業生から学部毎にアドバイスを受ける場を設け、生徒各

自の最終的な志望学部登録に備えている。 

一方、関西学院大学以外の進路を希望する生徒には、１・２年次から担

任・進路指導委員が相談を受け、個別に対応を行っている。また、進路コ

ーナーを設け、他大学の学校案内や入試要項、模擬試験の実施案内、受験

情報誌等を自由に閲覧できるようにしている。そして、外部大学を受験希

望する生徒対象の入試説明会を実施し、指定校推薦等に関する情報提供や

各種入試（ＡＯ入試・センター入試出願・一般入試）に関する説明を行っ

ている。 

また、３年次三学期は特別プログラムを実施し、関西学院大学での学び

につなげている。今年度は例年行ってきた論文発表会や学長講演・ＴＯＩ

ＥＣ受験等に加えて国連関係の講演も取り入れ、大学でのグローバル人材

育成事業、世界市民の育成へのひとつの足掛かりとした。 

 
取り組み内容に関しての評価・分析 
 進路指導に関し、すべての項目で生徒は 70％以上の肯定的な評価を行っ

ており、特に内部推薦を意識した指導がある程度確立され、安定的に実施

されている現状が確認できたと思われる。しかし、その中でも「適性に応

じた進路選択を行うことができる」という項目の評価がやや低いが、これ

は学部毎の推薦枠があるため、全員の進路希望を叶えることが難しいとい

う、根本的問題を抱えていることが主な原因になっていると考えられる。 

 また、関西学院大学以外の進路を希望する生徒に対する情報提供は、必

ずしも充実したものになっていないという評価も含まれると考える。これ

はある意味、大学へ配慮した高等部の姿勢であるとも言える。 

 現在、理工学部のご理解・ご協力を得て、高等部内で理工学部各学科の

模擬授業を実施していただき、生徒への有効なガイダンスとなっている。

今後このような大学との連携をより一層深めて、一貫教育、総合学園の特
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長をさらに強めていきたい。学院の教育連携会議はその働きの重要な部分

を担っていると考えている。 

 

 促進させる方策、改善に向けた方策 

 高等部のような「大学へ進学する」ことを基本とする学校では、「どのよ

うな人生を送りたいのか、そのためになぜ学ぶのか、何を学ぶのか」とい

う本質的なことに関し、ＯＢなどのマンパワーを生かし、更に考える機会

を作りたい。 

 その上で、進路決定の参考になる学部選択の情報提供も、大学関係者の

支援を仰ぎながら学部訪問(見学)という形を含めて増やしたい。 

 また、関西学院大学以外の進路を希望する生徒には、希望する進路指導

についてアンケートを取るなどして、改善を図りたい。 

 
 第三者評価／学校関係者評価 

○色々な努力が行われていることは評価できます。また、あらゆる意味で

すべての生徒の進路希望を叶えることが困難であることは理解しており

ます。しかし、関西学院大学への進学、関西学院大学以外の大学への進

学について、現状を少しでも改善し、考えられる最適を目指すことが肝

要であると思います。 

○高等部生にとっての進路の決断は、非常に大切な決断となる。今のよう

に、どの学部でどんなことができるのか、社会に出てどういう方向に進

めるのかの情報提供と、考える機会を与えていることは、高く評価でき

ると思う。それに向けての勉強を、高校時代からできる強みが、関学の

高等部生にあると考える。 

○関西学院大学への推薦制度を土台とした進路意識を高める指導を、大学

の各学部との細やかな連携、ＯＢ大学生の活用等を通して、生徒一人ひ

とりの進路選択能力を高め、進路実現に努力している。学部の推薦枠と

いう課題もあるが、一定の成果を上げている。単なる学部選択・大学進

学にとどまらず、キャリア教育の考え方にもとづき、生涯にわたる生き

方在り方の指導にも力を入れている。他大学受験希望者の進路指導が今

後の課題であることも、高等部として認識されている。 

 

2013 年度学校評価 
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＜関西学院高等部＞ 

学校評価シート 
【キリスト教主義教育の実践】 

現状の説明 
「キリスト教主義教育の理念の共有」と「推進」に関しては、教職員・

保護者・生徒ともに概ね大切なものと理解していると考えている。高等部

教育の根幹の部分が理解され、自覚されていることはキリスト教主義教育

を基礎におく高等部にとっては重要なことである。 
 
評価・分析（アンケート結果を含む） 

今年度のアンケートでも、教員・保護者と生徒の間にはやや意識の差が

ある結果となった。今回、大きくではないが、生徒が回答した肯定的な回

答の割合が、昨年度よりも下がった。①「高等部の教育はキリスト教が土

台になっている」57.8％（昨年 68.7％)、②「礼拝の時間は大切である」61.5％
（昨年 69％)、③「聖書の言葉に共感できる」64.5％（昨年 70.2％)。この

結果の理由を明らかにしていくことが大切である。しかし、確かにパーセ

ンテージは下がってはいるが、自由出席である早朝祈祷会（火曜日 8：10
～）には平均出席が 50 名程度あり（12 月末）、宗教部の集いには 10 名程

度の生徒が所属し活動をしている。明らかに、「キリスト教的雰囲気」が校

内にあふれ出している。クリスマス礼拝では生徒たちが中心となって様々

な役割を担う中で、教員による聖歌隊も加わり、参加する礼拝への歩みを

記してくれたことは今後にも活かしていきたい。 
また保護者が回答した肯定的な回答の割合が 81.3％と高い。保護者の集

いの一つである「聖書を学ぶ会」の出席者数が、回を追うごとに上がって

いることもつけ加えておきたい。（11 月は 51 名）。 
「学校外のキリスト教関連団体（教会・ボランティア）との連携・関心」

については、肯定的な回答が 30．3％（昨年 21．8％）とこれはパーセン

テージが大きく上がった。秋季宗教運動で、クリスマス献金をささげてい

る団体の方々にメッセージをして頂いたこと、例年以上に積極的に、全校

礼拝などで、近隣の牧師先生を講師にお迎えし、メッセージをして頂いた

ことが主な理由だと考える。また秋には近隣の教会にお世話になって一泊

の修養会を持てたことは重要な意義を持つことができた。ひと時ではある

が教会員の方々と生徒との交わりの時が持てたことや、じっくりと聖書を

紐解くことを通して生き方を探求することができたことは今後の糧とした

い。 
 
改善の具体的方策 

今後もチャペルのあり方、キリスト教行事の工夫など、更に検討を行い

たい。ただ、聖書科教員のみならず、全教員が協力し合うことで取り組ん

でいくことがミッションスクールでの大切な働きであることの自覚を高め

ていくことが重要であると考える。また、昨年も記したが、宗教的な働き

に特化した生徒の育成に、更に力を入れ、彼らを中心に、輪を広げていく
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ことが、重要であると考える。学院創立 125 周年を迎える次年度は、その

記念事業の一つとして、キリスト教音楽コンサートにも力を入れて例年と

は違う大きなプロジェクトを計画している。そのほか企画されている様々

な 125 周年記念事業を通して学院の創立者ランバス博士を思い起こし、関

西学院のルーツを記念することによって、学院のもつ使命・モットーを高

等部に集うすべての人に喚起していきたい。 
 
 第三者評価／学校関係者評価 

○例年どおり教員、保護者および生徒の間に意識の差が見られ、それが前

年に比べて拡大していることが気になります。また、さまざまな努力が

為されていることは評価に値しますが、示されている数字すなわち 50 名

程度および 10 名程度に基づいて「キリスト教的雰囲気が校内にあふれ出

している」と言うことができるかどうかに関しては再考の余地があるの

ではないでしょうか。 

○キリスト教主義の学校である関学にとって、礼拝の時間はたいせつなも

のです。自分も時々高等部の礼拝に参加させていただき、大きな声で賛

美歌を歌う姿に感銘を受けます。生徒たちはもっと高い次元でのあり方

を求めているのかもしれません。ボランティア行事と共に、キリスト教

的な活動がさらに活発になればと思います。保護者の認識が高いのは、

高く評価して良いと思います。 

○「キリスト教主義教育の理念の共有」と「推進」とに重点を置き、各種

の活動への取り組みを行い、着実に、成果を上げていることが生徒への

アンケート調査の結果からわかります。また、保護者の意識も高く、生

徒、保護者、教員、教会の間での活動の広がりがみられます。 
 

2013 年度学校評価 
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＜関西学院高等部＞ 

学校評価シート(重点的な課題) 
【人権教育】 

重点的に改善に取り組んだ課題 
高等部では、人権教育の柱を構成するものとして、人権講座を実施して

いる。双方向性を持つ対話の中で、人権尊重の精神が育まれることが最も

理想的であるが、教員、とりわけ担任の業務は多岐にわたっており、各ク

ラスでの人権ホームルームの企画・準備・実施は現実的に考えると困難な

面がある。そこで、内外の講師の協力を得て、人権講座をより良いものに

していくこと、人権講座終了時に行われる「振り返り」について、担任が

生徒たちに何らかのフィードバックをすることを目標とした。 

 いじめに関するアンケートは、昨年度と同じく実施した。また、今年度

施行された「いじめ防止対策推進法」に関する報告会・研修等に参加し、

高等部での対応策を検討した。 

 
具体的な取り組み内容 
 学年礼拝の時間帯（10：20－10：45）に、学年別の人権講座を実施して

いる。１学期は１年生（テーマ：「身近な人権問題」 ①いじめについて ②

ネット社会と人権 ③「男女共生社会」が目指すもの）、２学期は３年生（テ

ーマ：「人権を見る視点 ～暴力を中心に～ 」 ①平和と人権 ②民族、

人種、移民、難民、貧困 ③福島県の人たちが晒されている暴力）、３学期

は２年生（テーマ：「力をかけ続けることの必要性 ～数十年の単位で人権

問題を考える～ 」 ①障がい者問題 ②部落問題）と、学期ごとに異な

る学年を対象に展開している。１学年７クラスを４クラスと３クラスとに

分け、１週間に１回の講座（25 分間）となっている。 

 2007 年度より、毎年 11 月中旬に全校生徒ならびに保護者を対象にした

「いじめ実態調査」を実施しているが、昨年度（2012 年度）より、９月に

実施するようになった。今年度も夏休み明けの９月に実施し、学年での指

導に生かした。 

 
取り組み内容に関しての評価・分析 
 人権講座が終わる学期末のホームルームで、人権講座の「振り返り」を

生徒に記入してもらった。２、３ヶ月前の内容を忘れている場合も考えて、

１週間前に「振り返りシート」を予告としてクラスに掲示した。記憶をた

どりやすくするための処置であったが、実際には意識の高い生徒のみに限

定されたようにも思える。担任の先生方には口頭か、あるいは学級通信な

どで、「振り返り」に対しての何らかのフィードバックをして下さるようお

願いした。担任それぞれが生徒とのキャッチボールを行って下さったと思

う。ただ、後述したようにクラスによる温度差が課題である。 

 「人権講座」に関しては、教員の 80.5％が「大切にしている」と回答し

ているが（質問 40）、生徒の「人権講座」への肯定的評価は 58.3％となっ
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ている。（質問 26）教員のとらえ方との間に開きがある。学年礼拝が通年

で設置されているのに対し、３学年の「人権講座」を各学期に配置したの

で、学年にとって１学期間のみ設定される「人権講座」は、生徒のとらえ

方からすれば、「休み時間がつぶれる」という感覚になってしまうことも関

係しているかもしれない。 

 
 促進させる方策、改善に向けた方策 

 人権講座への登壇を快く引き受けて下さる先生方が多く、感謝している。

高等部を卒業した大学生も登壇してくれている。人権教育主任が単独で行

っているのではないということを、生徒たちに理解してもらう上でも有り

難いことである。 

 反面、担任業務の多忙さもあり、「振り返り」に対するフィードバックな

どでは、教員個々の温度差もあるのが現実である。人権課題は、いつでも

どこでも、当事者になり得ることを頭に入れ、他人事としてとらえるので

はなく、それぞれが当事者意識を持つことが大切である。深く共感するこ

とは困難でも、「問題意識を共有する。」この言葉をキー・ワードにして人

権講座を充実させていきたい。また、教員の人権教育に関する外部の研修

会等への参加も継続的に促していきたい。 

 
 第三者評価／学校関係者評価 

○高等学校のカリキュラムの中で人権教育を実践することについては、さ

まざまな難しい問題があると推察されます。そのような状況の下で多彩

な取り組みが為されていることは、キリスト教主義教育を標榜する学校

ならではのことと評価されます。「人権講座」について、教員の回答と保

護者および生徒の意識の間には大きな差が見られますが、このことは地

道な啓発(誤りではありませんが、最近では「啓蒙」を差別的と捉えるむ

きがありますのでチェックしました。評価者の先生の意図もありますの

で、修正については必須ではありません。)がさらに必要であることを意

味しているものと思われます。今後の努力が期待されます。 

○人権学習は、学校教育の中で欠かすことができない部分を背負っている。

公立ではおそらく年間のカリキュラムが定められており、その中でクラ

ス担任が授業を実施しておられるのであろう。学年を集めての講座は難

しいと思うが、真剣にとらえている生徒もいるので、クラス担任の意識

を高めながら地道に行っていくしかないのではないか。 

○学校礼拝の時間帯に、学年別の人権講座を実施している。学期毎に異な

る学年を対象に取り組む課題を決め、講座を実施し、「振り返りシート」

を用い、内面化を図る指導を行い、教師、生徒から一定の評価を得てい

るが、特に教師からの評価が高く、教師集団として一致して取り組んで

おり、多大の成果が期待される。 

 

2013 年度学校評価 
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＜関西学院高等部＞ 

学校評価シート 
【教科以外の生徒活動】 

現状の説明 
 高等部は、自治活動とクラブ活動をキリスト教主義に基づく人格教育の

重要な柱として位置づけてきた。クラスホームルーム活動から文化祭など

の学校行事、アッセンブリー（生徒集会）や生徒総会といった自治活動と

クラブ活動を通じて、自律、協調、目標設定とその実現のための計画・行

動を実践的に学ぶ機会としている。 

 実際に、文化祭の企画・運営は生徒によって行われ、また約８割の生徒

がクラブに所属して文化部、運動部ともに県・全国レベルの業績を挙げて

いる。クラブ活動では、業績だけでなくそれに至るプロセスの充実やクラ

ブ活動と学業の両立など、教育的な成果につながっている。 

 一方で、ホームルームや生徒集会などの自治では、2013 年度入学生から

の制服化で自治意識が高まっている部分があるが、自由だけでなく自律や

自覚、責任も合わせて考えることが求められている。 

 
評価・分析（アンケート結果を含む） 
 課外活動については、教員の 95％と保護者の 85％が肯定的でかなり高い

水準といえる。 

 一方で、教員、生徒、保護者の全てにおいて、課外活動よりも自治活動

の方が肯定的に捉える意識が低い。たとえ相対的な数値であっても、自治

活動の取り組みが十分とはいえない現状が想像できる。 

 しかし、学業と課外活動の両立については、教員でおおむね肯定的な意

見は 75％と、課外活動への取り組み（95％）よりも低く、両立について不

十分と見なす向きもある。また、両立について保護者の肯定的な意見は 65％

にとどまっており、保護者は両立について、すなわち学業面での充実を望

んでいることが想像される。各学年においては、日常の学習習慣と学力定

着のための宿題・課題に取り組んでおり、きちんと提出できていない生徒

への指導を徹底するなど、両立への働きかけを行っている。今後もこの取

り組みを継続し、具体的な成果へと繋げていかなければならない。 

 
改善の具体的方策 
 クラブ活動においては、業績だけでなく目標設定と行動、振り返りとい

ったプロセスの重視、マナーや生活態度の指導という現在の方針を維持し

つつも、教務やクラスと連携して学業との両立をさらに意識する必要があ

る。また、2015 年度からの共学化にともない、状況が大きく変化する可能

性があり、めざす学校像を再設定し、クラブの体制を再整備していくこと

を、共学化プロジェクト委員会を中心に検討を進めている。2014 年度はそ

れに備える最後の年度として、諸準備を進めていく。 

 より充実させることが求められる自治活動においては、ホームルームの

シラバスを設定し、ホームルームや学校行事ごとの目標を設定し、めざす
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人間像や学年の到達目標を体系化することが求められる。教員、生徒とも

に学校全体がシラバスに従って目標意識を共有してホームルーム活動に取

り組み、クラスの団結や協調、他者理解などを実践することが求められる。 

また、今年度実施した東北震災被災地でのボランティア活動は、文化祭

での東北支援をテーマにすることなどにつながり、生徒・教職員・保護者

が協力してクリスマス献金を捧げることなど、この活動を単年度のものと

して終わらせるのではなく、そこで得られた関係を次年度以降も継続させ

ていくこと等を通じて、被災地支援を今後も続けていきたい。 

 
 第三者評価／学校関係者評価 

○「現状の説明」において明示されているように、約 80％の生徒がクラブ

に所属し、実績を残していることは重要で、長年に亘る努力の成果が現

れているものとみなすことができます。また、「改善の具体的方策」で述

べられているように、目標設定、行動および振り返りというプロセスの

重視は不可避のことであると思われますので、ぜひ実行してもらいたい

ことです。今後は、学業と課外活動の両立という永遠の目標の達成を求

める努力を継続されることが期待されます。 

○高等部の最大の特色である課外活動の充実の様子は、数字からも明らか

になっている。３年間の取り組みは、やがて社会に出てからも通用する

財産であり、人間関係を含め貴重な経験となる。授業への取り組みの姿

勢が、課外活動の成果にもつながることが理解されれば、さらに学力の

向上につながると思う。震災ボランティアへの参加など、高く評価して

良いと思う。 

○教科以外の生徒活動をキリスト教主義に基づく人格教育の柱として位置

づけ、自立、協調、目標設定とその実現のための計画・行動を実践的に

学ぶ機会として重視している。特にクラブ活動への参加率は高く、活動

への評価は教師も保護者も高い。なお。学業との関係においては、教師

と保護者に少し不満もあるが、おおむね満足している。両立に向けての

努力が行なわれている。また、自治活動に関しても、一層の充実の必要

性が自覚され、課題に取り組んでいる。ホームルーム活動や学校行事に

関しても、新たな変革となる、2015 年度からの共学化に向けて、課題を

整理する試みもなされており、成果が期待される。 

 

2013 年度学校評価 
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 2013年度　学校評価　実施項目一覧（高等部）

教員が教育課程の全体像を理解している。 1 学校は、進級・推薦・卒業などに関する説明を適切に
行っている。

1 1

教務部を中心として教員は教育課程について連携を図っ
ている。

2 教員間で、教育課程の編成や実施について教務部を中心
として連携を図っている。

外部テストの導入などにより、より客観的な学力把握に
努めている。

3 教員は、外部テストなどを活用して生徒の学力を把握
し、その後の指導に役立てている。

2 学校は、生徒の学力を的確に評価している。 2 実力テスト・ＧＴＥＣなどの外部テストは、自分の学力
分析やその後の学習に役立っている。

教員は学力評価についての理解向上に努めている。 4 教員は、生徒の学力の的確な評価に努めている。 3 3 自分たちの学力は的確に評価されている。

教員は体力評価についての理解向上に努めている。 5 教員は、生徒の体力の的確な評価に努めている。 4 自分たちの体力は的確に評価されている。

教員は自らが担当する教科の特性を理解している。 6 4 5

より質の高い授業を目指して、教員は不断の研究を行っ
ている。

教員は授業研究の成果を活かし、授業への不断の創意工
夫をしている。

7 教員は、質の高い授業を目指し、授業研究を十分に行っ
ている。

6 わかりやすく工夫している授業がある。

知的好奇心の喚起に留意した授業が行われている。 8 教員は、授業研究の成果を活かし、授業改善の工夫を
行っている。

5 7 興味深い内容のある授業がある。

学齢に応じて選択授業が展開されている。 9 8 選択授業は充実している。

補習など特別な学習機会が提供されている。 9 補習などは適切に行われている。

中学部と高等部の連携がされている。 10 高等部は、中学部と適切に連携を図っている。

11 高等部は、大学・学部と適切に連携を図っている。 6 10

12 学校は、大学・学部に関する情報を生徒に適切に提供し
ている。

学校から進級・推薦・卒業などに関する説明を適切に受
けている。

教育課程に
ついての教
職員間の共
通理解と連
携

学校は、補習・選択授業を通じ、生徒の個性・能力に応
じた学びを展開している。

教員は、授業を通じ、生徒に適正な学力を定着させてい
る。

教
育
課
程
・
学
習
指
導

個々のニー
ズや興味関
心に応じた
授業展開

各教科の特
性に応じた
授業の工夫

学校は、補習・選択授業を通じ、生徒の個性･能力に応じ
た学びを展開している。

学校は、大学に関する情報を適切に提供している。 大学に関する情報を知り、進路について考える機会があ
る。

高等部と大学の連携がされている。

小項目
保護者用 生徒用

ア　ン　ケ　ー　ト

授業を通じ、学力がついている。

学校から進級・推薦・卒業などに関する説明を適切に受
けている。

学校は、授業を通じ、生徒にしっかりした学力の定着を
図っている。

教職員用
目標

大
項
目

接続学部と
の連携

生徒の学
力・体力の
的確な把握

学校は、生徒の体力を的確に評価している。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン



 2013年度　学校評価　実施項目一覧（高等部）

小項目
保護者用 生徒用

ア　ン　ケ　ー　ト

教職員用
目標

大
項
目

ＨＲ担任、クラブ顧問は、担当生徒の生活状況に細かく
目を配る。

13 教員は、クラス担任・クラブ顧問として生徒とコミュニ
ケーションを取り、生活状況などに配慮している。

7 学校において、教師と生徒とのコミュニケーションが十
分とれている。

11 担任やクラブ顧問とのコミュニケーションが十分取れて
いる。

挨拶・時間厳守・美化等、学校生活の基本となる事柄を
大切にする。

14 8 12

礼拝・授業を大切にし、それに取り組む正しい姿勢の育
成に努める。

守るべきルールとマナーを明示し、日々の指導をきめ細
かくおこなう。

15 学校は、守るべきルールやマナーを明示し、日々の指導
をきめ細かく行なっている。

9 13 守るべき学校生活のルールやマナーがはっきりしてい
る。

状況を弁え、周囲に配慮して行動できる、よき社会人の
育成を図る。

16 学校は、状況をわきまえ周囲に配慮して行動できる、よ
き社会人の育成を図っている。

14

不正を憎み、弱い者を守ろうとする、公正と思いやりの
心を育てる。

17 学校は、不正やいじめを許さない強い姿勢を生徒に示し
ている。

問題を早期に発見できるように教師間で情報を収集し、
その共有を図る。

18 学校は、 生徒の問題行動などの早期発見に努め、教員間
で情報の共有を図っている。

10 15

問題行動に対して、迅速かつ平等性のある適切な指導・
訓戒を行う。

19 学校は、生徒の問題行動などに対し、迅速かつ適切な指
導を行っている。

教師・保護者間で情報交換と共通理解ができるよう普段
から努める。

20 学校は、保護者との間で生徒に関する情報交換を適切に
行っている。

21 学校は、進路講演会・学部説明会等を実施し、生徒に進
路理解のための様々な情報を提供している。

16 進路講演会・学部説明会等により、進路理解のための
様々な情報を受けている。

22 学校は、保護者会、保護者面談等を利用し、保護者に定
期的に進路情報を提供している。

11 学校は保護者会・保護者面談等を通じて、定期的に進路
情報を保護者に提供している。

23 学校は、生徒の進路希望状況を適宜把握し、円滑に指導
が進むように情報を提供している。

24 進路コーナーが設置され、進路情報誌や大学案内をはじ
めとする様々な情報を得ることが可能である。

17 進路コーナーにある進路情報誌や大学案内によって、進
路に関する様々な情報を得ることが可能である。

25 生徒一人ひとりの興味・関心・適性に応じた進路選択が
できるような支援体制がある。

12 学校は生徒一人ひとりが自分の興味・関心・適性に応じ
た進路選択を行うことができるような指導を行ってい
る。

18 生徒一人ひとりが自分の興味・関心・適性に応じた進路
選択を行うことができる。

26 計画的な指導体制が整い、それに従って指導がなされて
いる。

27 大学との連携・協力体制が整い、指導が行われている。 13 学校は学部説明会の実施やオープンキャンパスへの参加
に関して、大学と連携・協力を図っている。

19 学校は、学部説明会の実施やオープンキャンパスへの参
加に関して、大学と連携・協力を図っている。

28 学校は、大学オープンキャンパスへの参加を促し、授業
体験等を通じて生徒の学習意欲や目的意識を高める工夫
をしている。

適切な進路
情報を提供
し進路意識
を高める

適切な進路決定ができるような支援体制がある

問題行動へ
の対応

規範意識の
涵養

大学との連携・協力

適切な進路情報を提供し、生徒の興味・関心を喚起し、
進路に対する意識を高める

学校は、問題やトラブルが起こった際、適切な対応をし
ている。

学校は、生徒のトラブルや問題行動などに対して、迅速
かつ的確な対応をしている。

挨拶・時間厳守・美化など学校生活の基本が適切に指導
されている。

学校は、不正やいじめを許さないよう指導している。

学校は、生徒が規則正しい生活が送れるよう適切に指導
している。

学校は、挨拶・時間厳守・美化など、学校生活の基本
ルールを適切に指導している。

学校は、挨拶・時間厳守・美化など学校生活の基本ルー
ルを適切に指導している。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

進
路
指
導

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

生
徒
指
導

学校生活の
尊重



 2013年度　学校評価　実施項目一覧（高等部）

小項目
保護者用 生徒用

ア　ン　ケ　ー　ト

教職員用
目標

大
項
目

教員間でキリスト教主義教育の理念を共有している。 29 教員間でキリスト教主義教育の理念を共有している。 14 20

キリスト教主義的人間理解を基に日々の教育活動を行っ
ている。

30 学校は、キリスト教的人間理解を基に日々の教育活動を
行っている。

教員がキリスト教主義教育への理解を深める環境にあ
る。

31 学校は、教員がキリスト教主義教育への理解を深める環
境を提供している。

礼拝を学校の重要な柱として守っている。 32 学校は、礼拝を教育の重要な柱とし、教員はそれを意識
して守っている。

21 礼拝の時間は大切だと思う。

生徒のキリスト教的人間理解を育成するためのプログラ
ムを実施している。

33 学校は、生徒のキリスト教的人間理解を育成するプログ
ラムを実施している。

22

生徒に教会出席を奨励している。 34 学校は、生徒に教会出席を奨励している。

教会など他のキリスト教関係団体から礼拝の奨励者を招
いている。

35 学校は、教会など他のキリスト教関係団体から礼拝の奨
励者を招いている。

23

教会などキリスト教関係団体を通じて献金を広く献げて
いる。

36 学校は、教会などキリスト教関係団体を通じて献金を広
く献げている。

キリスト教諸団体と種々の連携を図っている。 37 学校は、キリスト教諸団体と種々の連携を図っている。

38 教科等の指導において、一人ひとりが大切にされる授業
がなされ、お互いの良さや可能性を発揮できる学習活動
づくりがされている。

15 いじめのアンケートやホームルームでの取り組み等を通
して、高等部は学校としていじめの問題を把握し、その
防止に取り組んでいる。

24 高等部では、学校の教育活動全体で一人ひとりの生徒の
人権が尊重される環境になっている。

39 いじめなどがなく、一人ひとりの生徒が安心して過ごせ
る環境づくりができており、お互いの生き方や可能性を
認め合う仲間づくりを促すなどの生徒指導、学級経営な
どがされている。

16 生徒自身が種々の人権問題についてより関心を持つよう
になったと家庭で感じる。

25 いじめのアンケートやホームルームでの取り組み等を通
して、高等部は学校としていじめの問題を把握し、その
防止に取り組んでいる。

40 人権教育の柱として、現在続けている「人権講座」を大
切にしている。

26 「人権講座」の時間を通して、高等部はさまざまな人権
問題について意識を高める教育を行っている。

生徒会やHR活動を通じて自治活動を実践し、その意義を
高める

41 学校は、学友会やホームルーム活動を通して、自治活動
への取り組みを促進している。

17 生徒会（学友会）やホームルーム活動など生徒の自治活
動が活発に行われている。

27 学友会やホームルーム活動など、生徒の自治活動が活発
に行われている。

クラブ活動や校外研修などの課外活動を充実させる。 42 学校は、クラブ活動や校外研修など課外活動を通して、
生徒の心身における発育をサポートしている。

18 生徒は、クラブ活動や校外研修など課外活動を通して、
心身共に健全な発育をしている。

28 クラブ活動や校外研修など課外活動を通して、多くのこ
とを学んでいる。

クラブ活動などの課外活動と学習を両立させる 43 クラブ活動などの課外活動と学習が、概ね両立できてい
る生徒が多い。

19 生徒はクラブ活動などの課外活動と学習を概ね両立でき
ている。

29 クラブ活動などの課外活動と学習は概ね両立できてい
る。

人権を侵害
する様々な
現実から
深く学び、
人権尊重の
精神と実践
力を育てる

教育活動全体を通じて人権尊重の視点に立った学校づく
りを進める。

高等部の教育にとって、キリスト教はその土台であると
思う。

学校が実施しているキリスト教主義教育は、子どもの人
間的成長に寄与している。

キリスト教
主義教育の
推進

キリスト教
関係諸団体
との連携

キリスト教
主義教育の
理念の共有

人
権
教
育

独
自
項
目

教
科
以
外
の
生
徒
活
動

課外活動の
充実

学校外部のキリスト教関連団体（教会・ボランティア）
に関心を持っている。

聖書の言葉には共感できる部分がある。

独
自
項
目

キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
の
実
践

独
自
項
目
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質問1.学校は、進級・推薦・卒業などに関する説明を適切に

行っている。

質問2.教員間で、教育課程の編成や実施について教務部を

中心として連携を図っている。

質問3.教員は、外部テストなどを活用して生徒の学力を把握

し、その後の指導に役立てている。

質問4.教員は、生徒の学力の的確な評価に努めている。

質問5.教員は、生徒の体力の的確な評価に努めている。

質問6.教員は、授業を通じ、生徒に適正な学力を定着させて

いる。

質問7.教員は、質の高い授業を目指し、授業研究を十分に

行っている。

質問8.教員は、授業研究の成果を活かし、授業改善の工夫を

行っている。

質問9.学校は、補習・選択授業を通じ、生徒の個性･能力に応

じた学びを展開している。

質問10.高等部は、中学部と適切に連携を図っている。

質問11.高等部は、大学・学部と適切に連携を図っている。

質問12.学校は、大学・学部に関する情報を生徒に適切に提

供している。

質問13.教員は、クラス担任・クラブ顧問として生徒とコミュニ

ケーションを取り、生活状況などに配慮している。

質問14.学校は、挨拶・時間厳守・美化など、学校生活の基本

ルールを適切に指導している。

質問15.学校は、守るべきルールやマナーを明示し、日々の

指導をきめ細かく行なっている。

質問16.学校は、状況をわきまえ周囲に配慮して行動できる、

よき社会人の育成を図っている。

２０１３年度 学校評価アンケート集計結果

（高等部・教員 質問1～16）

回答番号１：強くそう思う 回答番号２：どちらかといえばそう思う

回答番号３：あまりそう思わない 回答番号４：まったくそう思わない
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質問17.学校は、不正やいじめを許さない強い姿勢を生徒に示

している。

質問18.学校は、生徒の問題行動などの早期発見に努め、教

員間で情報の共有を図っている。

質問19.学校は、生徒の問題行動などに対し、迅速かつ適切な

指導を行っている。

質問20.学校は、保護者との間で生徒に関する情報交換を適切

に行っている。

質問21.学校は、進路講演会・学部説明会等を実施し、生徒に

進路理解のための様々な情報を提供している。

質問22.学校は、保護者会、保護者面談等を利用し、保護者に

定期的に進路情報を提供している。

質問23.学校は、生徒の進路希望状況を適宜把握し、円滑に指

導が進むように情報を提供している。

質問24.進路コーナーが設置され、進路情報誌や大学案内をは

じめとする様々な情報を得ることが可能である。

質問25.生徒一人ひとりの興味・関心・適性に応じた進路選択

ができるような支援体制がある。

質問26.計画的な指導体制が整い、それに従って指導がなされ

ている。

質問27.大学との連携・協力体制が整い、指導が行われてい

る。

質問28.学校は、大学オープンキャンパスへの参加を促し、授

業体験等を通じて生徒の学習意欲や目的意識を高める工夫を

している。

質問29.教員間でキリスト教主義教育の理念を共有している。

質問30.学校は、キリスト教的人間理解を基に日々の教育活動

を行っている。

質問31.学校は、教員がキリスト教主義教育への理解を深める

環境を提供している。

２０１３年度 学校評価アンケート集計結果

（高等部・教員 質問17～31）

回答番号１：強くそう思う 回答番号２：どちらかといえばそう思う

回答番号３：あまりそう思わない 回答番号４：まったくそう思わない
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質問32.学校は、礼拝を教育の重要な柱とし、教員はそれを意

識して守っている。

質問33.学校は、生徒のキリスト教的人間理解を育成するプロ

グラムを実施している。

質問34.学校は、生徒に教会出席を奨励している。

質問35.学校は、教会など他のキリスト教関係団体から礼拝の

奨励者を招いている。

質問36.学校は、教会などキリスト教関係団体を通じて献金を

広く献げている。

質問37.学校は、キリスト教諸団体と種々の連携を図っている。

質問38.教科等の指導において、一人ひとりが大切にされる授

業がなされ、お互いの良さや可能性を発揮できる学習活動づく

りがされている。

質問39.いじめなどがなく、一人ひとりの生徒が安心して過ごせ

る環境づくりができており、お互いの生き方や可能性を認め合

う仲間づくりを促すなどの生徒指導、学級経営などがされてい

る。

質問40.人権教育の柱として、現在続けている「人権講座」を大

切にしている。

質問41.学校は、学友会やホームルーム活動を通して、自治活

動への取り組みを促進している。

質問42.学校は、クラブ活動や校外研修など課外活動を通し

て、生徒の心身における発育をサポートしている。

質問43.クラブ活動などの課外活動と学習が、概ね両立できて

いる生徒が多い。

２０１３年度 学校評価アンケート集計結果

（高等部・教員 質問32～43）

回答番号１：強くそう思う 回答番号２：どちらかといえばそう思う

回答番号３：あまりそう思わない 回答番号４：全くそう思わない
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質問1.学校から進級・推薦・卒業などに関する説明を適切に

受けている。

質問2.学校は、生徒の学力を的確に評価している。

質問3.学校は、生徒の体力を的確に評価している。

質問4.学校は、授業を通じ、生徒にしっかりした学力の定着を

図っている。

質問5.学校は、補習・選択授業を通じ、生徒の個性・能力に

応じた学びを展開している。

質問6.学校は、大学に関する情報を適切に提供している。

質問7.学校において、教師と生徒とのコミュニケーションが十

分とれている。

質問8.学校は、挨拶・時間厳守・美化など学校生活の基本

ルールを適切に指導している。

質問9.学校は、生徒が規則正しい生活が送れるよう適切に指

導している。

質問10.学校は、生徒のトラブルや問題行動などに対して、迅

速かつ的確な対応をしている。

質問11.学校は保護者会・保護者面談等を通じて、定期的に

進路情報を保護者に提供している。

質問12.学校は生徒一人ひとりが自分の興味・関心・適性に

応じた進路選択を行うことができるような指導を行っている。

質問13.学校は学部説明会の実施やオープンキャンパスへの

参加に関して、大学と連携・協力を図っている。

質問14.学校が実施しているキリスト教主義教育は、子どもの

人間的成長に寄与している。

質問15.いじめのアンケートやホームルームでの取り組み等を

通して、高等部は学校としていじめの問題を把握し、その…

質問16.生徒自身が種々の人権問題についてより関心を持つ

ようになったと家庭で感じる。

質問17.生徒会（学友会）やホームルーム活動など生徒の自

治活動が活発に行われている。

質問18.生徒は、クラブ活動や校外研修など課外活動を通し

て、心身共に健全な発育をしている。

質問19.生徒はクラブ活動などの課外活動と学習を概ね両立

できている。

2013年度 学校評価アンケート集計結果

（高等部・保護者）

回答番号１：強くそう思う 回答番号２：どちらかといえばそう思う

回答番号３：あまりそう思わない 回答番号４：まったくそう思わない
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質問1.学校から進級・推薦・卒業などに関する説明を適切に

受けている。

質問2.実力テスト・ＧＴＥＣなどの外部テストは、自分の学力

分析やその後の学習に役立っている。

質問3.自分たちの学力は的確に評価されている。

質問4.自分たちの体力は的確に評価されている。

質問5.授業を通じ、学力がついている。

質問6.わかりやすく工夫している授業がある。

質問7.興味深い内容のある授業がある。

質問8.選択授業は充実している。

質問9.補習などは適切に行われている。

質問10.大学に関する情報を知り、進路について考える機会

がある。

質問11.担任やクラブ顧問とのコミュニケーションが十分取れ

ている。

質問12.挨拶・時間厳守・美化など学校生活の基本が適切に

指導されている。

質問13.守るべき学校生活のルールやマナーがはっきりして

いる。

質問14.学校は、不正やいじめを許さないよう指導している。

質問15.学校は、問題やトラブルが起こった際、適切な対応を

している。

2013年度 学校評価アンケート集計結果

（高等部・生徒 質問1～15）
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質問16.進路講演会・学部説明会等により、進路理解のため

の様々な情報を受けている。

質問17.進路コーナーにある進路情報誌や大学案内によっ

て、進路に関する様々な情報を得ることが可能である。

質問18.生徒一人ひとりが自分の興味・関心・適性に応じた進

路選択を行うことができる。

質問19.学校は、学部説明会の実施やオープンキャンパスへ

の参加に関して、大学と連携・協力を図っている。

質問20.高等部の教育にとって、キリスト教はその土台である

と思う。

質問21.礼拝の時間は大切だと思う。

質問22.聖書の言葉には共感できる部分がある。

質問23.学校外部のキリスト教関連団体（教会・ボランティア）

に関心を持っている。

質問24.高等部では、学校の教育活動全体で一人ひとりの生

徒の人権が尊重される環境になっている。

質問25.いじめのアンケートやホームルームでの取り組み等を

通して、高等部は学校としていじめの問題を把握し、その防止

に取り組んでいる。

質問26.「人権講座」の時間を通して、高等部はさまざまな人権

問題について意識を高める教育を行っている。

質問27.学友会やホームルーム活動など、生徒の自治活動が

活発に行われている。

質問28.クラブ活動や校外研修など課外活動を通して、多くの

ことを学んでいる。

質問29.クラブ活動などの課外活動と学習は概ね両立できて

いる。

2013年度 学校評価アンケート集計結果

（高等部・生徒 質問16～29）
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