
2012 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を実施する制度を構築してきま

した。一昨年度より上記の組織以外に幼稚園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、いくつかの共通した

評価項目を選択し、さらに一貫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、初等部

校長、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、大学、中学校、小学校といった年代の異なる人間の

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。 

 選択項目は学校評価ガイドライン（文部科学省、2008 年 1 月 31 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」「教育環境整備」を選びました。さらに、高等部は独自項目として、「キリ

スト教主義教育の実践」を、さらに重点的項目として「人権教育」を加えて実

施しました。2012 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を行い、客観性を高める工夫を

いたしました。 

 今回のアンケート結果では、本学の教育の根幹をなす事柄として、「高等部の

教育はキリスト教が土台となっている」についての生徒が回答した肯定的な回

答の割合が、昨年（57.5％）よりも今年（68.7％）と少しずつではありますが

確実に評価を伸ばしていることに勇気を得て、取り組んできた礼拝改革などこ

れからも地道な努力を続けていきます。また、2011 年度から 2 年間阪神地区私

立学校人権教育協議会の幹事校を引き受け、普段の生徒への人権講座によるも

のに加えて、教員への人権教育研修に取り組めたことも「人権教育」への評価

につながったと考えています。大津市のいじめ自死や大阪市での体罰問題など

の課題を解決するためにも、今後も人権教育を地道に継続させていきます。さ

らに、「教育環境整備」の項目で得られた評価を点検し、2015 年度からの男女共

学化に向けて準備を進めていきます。 

関西学院高等部はこれからも学校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。 

 

2013 年 3 月 22 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 
本校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 を目指す。 

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

する。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） 
 今年も教育課程の説明（進級・卒業・推薦）に関しては、教員・保護者・

生徒とも 80％超が「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」の肯定

的に評価している。 

 また「自分達の学力・体力は的確に評価されている」「興味深い授業があ

る」という項目にも、保護者の 85％以上・生徒の 70％以上が肯定的に評価

している。（昨年比微増） 

 一方昨年同様「授業を通じて学力がついている」「わかりやすく工夫して

いる授業がある」「補習や選択授業など生徒の個性・能力に応じた学びが行

われている」という項目では、今年度も保護者・生徒とも肯定的意見は 60％

超に留まる。しかし「学力がついている」という項目は、上級生になるに

つれ肯定的評価は低下しているが、昨年比２年生が９％向上。また「補習

が適切に行われている」項目も、２年・３年次は５％ずつ向上と、やや改

善している。 

また受験勉強に拘束されない本校が力を入れている「選択授業に対する

満足度」は、全体で 63％が肯定的と昨年比ほぼ同じ。しかし学年ごとの傾

向では、１年次 43％・２年次 60％・３年次 82％と上昇。これは学年が上

がるにつれ選択授業の幅が広がるため、満足度は上昇している。（昨年とは

学年ごとの数字が異なり、比例するようになった） 

 また「外部テストはその後の学習に役立っている」と言う項目に関し、

全体の肯定的評価は 64％。昨年に比べ微増で、学年が上がるにつれての下

降線も横ばい傾向。 

「受験」というゴール設定がない中で、自分の立ち位置を知って、目標

到達に向けて次なる努力する」という思考パターンに結びつけていない。

またこの項目は教員も 61％と肯定的意見は低い。受験を念頭に置いていな

い大学系列校の好事例を、業者などから教えていただく必要がある。 
 
 
 



改善の具体的方策 
 「進級・卒業・推薦に関する説明会」は、概ね保護者・生徒から理解さ

れていると判断して良いが、さらに機会を増やすなど細やかな情報伝達を

行うよう心がけたい。 
 懸案である「授業を通じて学力がついている」「わかりやすく工夫してい

る授業がある」「補習や選択授業など生徒の個性・能力に応じた学びが行わ

れている」という項目では、大幅とは言えないが、多くの項目で増加傾向

にあるので、さらに教師の相互授業見学や研修会を継続して行い、生徒の

理解向上に努めたい。 
 また「補習などは適切に行っている」と項目の評価向上に向けて、「どの

ような形態の補習」を生徒が求めているのかアンケートを取りはしなかっ

たが、今年は昨年度より各教科で試験前や試験後課題が見つかった生徒に

個別指導を行う機会を増やしたことから、やや改善につながっている。よ

って指名補習の形かどうかは別として、機会を増やせるよう、学年団・教

科とも協力していきたい。 
 

第三者評価／学校関係者評価 

○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、

習熟度別授業や選択授業などを取り入れ、生徒一人ひとりを視野に入れ

たきめの細かい教育を実現しようとしている。「受験」という学習への圧

力がないなかで、学習への意欲的な取り組みを実現しようとする努力は

評価されるであろう。 

○９割を超える生徒が関西学院大学に進学するという特殊な事情の中で、

習熟度別授業、コース制の導入、高大連携プログラム等、多様な形態で

教育課程が編成されている点については評価できる。外部テストの導入

についても、自分の能力を客観的に知るための良い機会であるので、生

徒個人への結果のフィードバックの仕方等を工夫・改善するなどして、

今後も継続することが望まれる。 

○入試という目標を持たない高等部で、日々の授業内容の工夫は、非常に

大切な課題だと思います。しかし、入試に縛られないからこそ、本当に

伝えたいことが教えられると思います。数字を見させていただいて、先

生方の取り組みは、確実に実を結んでいると判断できます。同時に、外

部受験で関学大に入学してくる生徒に負けない教科の力の自信をつけさ

せてやることも必要かと思います。自分の力を客観的に測れる機会が必

要かもしれません。 

○「選択授業の満足度」が、43％⇨60％⇨82％と学年が上がるにつれ２倍近

くに上昇していることに驚く。系統的指導と成長に伴う意欲の高さのあ

らわれであろう。反面「受験」の枠組みのない中で「光」と「陰」が見

え隠れする。短期の求めるべき到達値と自己目標を示すプログラムなど

は、有効かもしれない。具体的方策が必要となる。 

 



○高等部における教育について、生徒および保護者は高い評価を表明して

いるにもかかわらず、「学力がついている」という項目に関する評価は、

すでに自覚されてはおりますが、いずれの場合においても高くはありま

せん。ところが、教員の 80％以上が「適切な学力を定着させている」と

回答しており、この項目に関する生徒および保護者の評価と教員のそれ

との間には大きな乖離が見られます。このことの原因が解明される必要

があるのではないでしょうか。 

 



＜関西学院高等部＞ 

学校評価シート 
【生徒指導】  

現状の説明 
今年度は学校で決められた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・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

う取り組んだ。自転車の未登録者への指導、駐輪マナーの指導も強化した。

現在の状況は、頭髪、制服の着用もほぼ乱れはなく、自転車のマナーも向

上し、高等部生らしい品格になりつつある。今年度は校内での盗難事件（現

金・自転車）が数件おこったため来年度はその改善に取り組みたい。また

中学部保護者会や入試説明会において 2013 年度１年生から始まる制服化

の説明を行い、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

の校外巡視を行った。 

 
評価・分析（アンケート結果を含む） 
生徒指導部関連の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７～８割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、34％の教員

が否定的であることがこのアンケートの最大の特徴であると考える。 

 
改善の具体的方策 
今年度に入り、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。しかし、アンケートから

も判るとおり、過半数の生徒から高等部や教師の指導力不足を指摘され、

一番の問題は我々教師の 34％が指導できていないと認めているところにあ

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来年度より全生徒のロッカーキーの義務化が完了す

るため、自己管理の徹底とモラルの向上に努めたい。 

 

 第三者評価／学校関係者評価 

○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は限界があることを認識して、教

職員の組織としての取り組みの必要性を認識している。きめの細かい指

導がますます求められることを教員は認識している。 

 



○甲東地区の夜間巡視等、生徒指導の充実に向けての努力がみられる点は

評価できる。ただし、生徒や教師自身が指導力の不足を認めている点は

問題が残る。今の生徒は教師の個人技だけでは指導が難しいことから、

担任、学年団、生徒指導部、管理職等が連携・協力して問題行動の改善

に向けて取り組むことが必要である。こうしたことから、よりシステマ

ティックな指導体制の構築と、情報の共有が今後の課題となる。 

○生徒指導に関しては、教員の足並みが揃っていることが大前提です。高

等部は、これだけは許さないというような項目を、日ごろから確認して

おく必要があります。生徒たちも、きちんとした学校でありたいと願っ

ていると思います。高校生で、小中とはまた違った指導が必要ですが、

気持ちをあわせて根気強くご指導いただければと思います。 

○年代が上がるにつれ、難しくなる生徒指導である。統一性のある指導強

化は効果的であっただろう。さらに、学校の姿勢を明確に示し品格を問

う中で、「最大の特徴である」と示されている。『ルール指導』をどう転

換させ形作っていくか。新年度、１年生から始まる制服化をよき転機に

と考える。 

○若干の相違があるものの、生徒および保護者は、さまざまなルールを遵

守するための指導について肯定的に評価しておりますが、実際に行われ

ている指導が不十分であることを指摘しています。また、教員もそのこ

とを是認する評価を下しています。さらに、生徒においては、半数以上

が「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」という項

目には否定的な回答をしています。したがって、問題点は明白であると

思います。 

 



＜関西学院高等部＞ 

学校評価シート 
【教育環境整備】  

現状の説明 
 高等部の校舎は、1989 年に学院 100 周年を記念して建設されたもので、

竣工後 20 周年を経ているが、高校校舎として充実した施設内容を持ち、維

持・管理も適切に行われてきた。特に、視聴覚設備は現在の授業の中では

施設的に大変重要であり、2012 年には、各教室へのスクリーンの設置、視

聴覚教室の改装・充実が図られるなど施設の更新が進んでいる。また、2012

年に高等部特別教室棟が完成し、第二視聴覚教室、メディア教室、英語メ

ディア教室、ディスカッション教室、プレゼンテーション教室、和室など

を備えた充実したものと 

なった。新たに完成した特別教室棟の各室には、最新式の機器を装備し、

英語科、情報科の授業などが行われている。さらに、2015 年の男女共学化

に向けて、高等部棟の改築（教室の増設、女子用施設の建築など）が進め

られ、2014 年には、高等部新体育館の建設も予定されているなど、更なる

施設・設備面の充実が計画されている。 

 
評価・分析（アンケート結果を含む） 
 施設・設備の満足度については、教員、生徒、保護者ともに高い評価に

なっている。問題と考えられるのは、教材・教具の整備、管理に問題を感

じている教員が 15％前後いる点、生徒においては学習面以外の学校生活に

必要な施設・設備の面では、不十分と感じている生徒が 18％いる点である。

教員のＯＡ機器活用能力については、90％の教員しか「有している」と答

えていない点も気にかかる。保護者については、質問項目が一つしかない

ので、詳しい分析はできないが、施設設備に関して大きな問題を感じてい

ないように分析できる。 

 
改善の具体的方策 
 現在の計画に従い、2015 年の男女共学化に向けて、現在の施設充実計画

を推進していくことによって、新たな時代に求められる教育を実現できる

ような施設・設備を形成していく。特に、ＩＴ化、視聴覚機器の充実、快

適な学習・生活環境を重視していくことが重要である。さらに、セキュリ

ティー面での設備充実化も重要である。教材・教具の整備、管理について、

教員間で実情を話し合い、問題点をﾁｪｯｸしていくことが必要である。それ

についてさらに詳しいｱﾝｹｰﾄ調査などが必要である。生徒の意見に合った

「生活面」での更なる施設・設備についても、同様な調査が必要であろう。

 

 第三者評価／学校関係者評価 

○教育の動向や教育内容の変化のなかで、施設設備の充実は重要な教育条

件であるが、現状では満足度も一定の水準にあるが、高等部における今

後の男女共学化、いっそうの教育現場の IT 化の進行に対応すべく、教育

条件の充実が今後いっそう求められている。 



○校舎自体竣工後あまり時間が経過していないこともあり、施設・設備の

満足度は教員、生徒、保護者ともに高い評価となっている。今後は、2015

年からの男女共学化に向けて、先行する中学部と情報交換等を行いなが

ら、教育環境の整備・充実へのさらなる取り組みが期待される。 

○2015 年から共学に入る高等部として、入念な準備をしておられると思い

ます。生徒たちを迎える環境作りは本当に大切です。それと同時に、施

設を使用するのは人間なので、恵まれた環境を、いかに大事に丁寧に有

意義に使うかが問われてきます。共学という大きな節目が、50 年後、100

年後の関学の歴史をつくる良いきっかけとなるようであればと願いま

す。 

○満足度の高評価が、充実を物語っている。関西学院の特色である校舎や

環境が、まさに人を育て人格を守っているかのようである。日常の使い

やすさを主に、時代に応じた快適さを加えた整備が重要となる。男女共

学化に向け、さらに中学部との連携が増すであろう。 

○施設や設備に対する満足度に関しては、教員、生徒および保護者のいず

れの場合も高い評価が与えられており、これまでの努力に対する効果が

着実に現れているものと思われます。教員の「ＯＡ機器活用能力」です

が、これはすべての教員が備えているに越したことはありません。しか

し、そのことのみに目を奪われて、ＯＡ機器を活用することが必ずしも

よい教育をもたらすものではないという点が看過されてはならないでし

ょう。ＯＡ機器の過度の利用が惹起するデメリットも視野に入れられる

べきであると思います。 

 



＜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思っている。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

基礎におく本校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） 

例年通り、教員・保護者と生徒の間にはやや意識の差がある。しかし、

生徒の肯定的な回答の割合が、昨年よりも更に上がった。①「高等部の教

育はキリスト教が土台になっている」68.7％（昨年 57.5％)、②「礼拝の

時間は大切である」69％（昨年 63.4％)、③「聖書の言葉に共感できる」

70.2％（昨年 68.5％) といずれも上がっている。４年間のデーターを比較

すると、少しずつではあるが、確実にパーセンテージを伸ばしている。高

等部の宗教教育が浸透しつつある証拠だと思う。また中学部出身者と外部

からの入学生を比較すると①②③いずれの問いも中学部出身者の方が肯定

的な回答の割合が低いことが分かる。これは中学部と高等部では、一人当

たりのチャペルの回数が違うことによるところが大きいと思われるが、こ

れを単純に中と高の比較としてではなく、中学生の発達段階でのキリスト

教育と高校生の発達段階でのキリスト教育の違いという視点で考える必要

があるように思う。 

「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 21.8％（昨年 19.5 ％）と少しだけパーセン

テージが上がったが、大きな変化とは言えない。特に外部からの入学生が

16.4％と低いことは、外部からの入学生が高等部に求めていることが「ク

ラブ活動」にあることが分かる。しかし、宗教部の生徒など、これらのこ

とに特化している生徒がいることも覚えたい。 

 
改善の具体的方策 

今後も教会出席のあり方、出席方法など、更に検討を行い、これらの自

覚や関心をもっともてるように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必要があると考える。 
また、「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、チャペルにおいて、牧師・クリスチャンワーカーにメ

ッセージを担当してもらう機会を更に増やし、意識づけをしていくことは

もちろんだが、宗教的な働きに特化した生徒の育成に、更に力を入れてい

きたい。彼らを中心に、輪を広げていくことが、重要であると考える。 

 

 

 

 



 第三者評価／学校関係者評価 

○「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、成果を上げていることを理解できる。生徒

の発達段階を踏まえた取り組みの必要性を教員が認識し、教育の成果を

上げるよう努力している。 
○キリスト教主義教育の効果が毎年少しずつながら向上していることが明

らかとなっており、大いに評価されるところです。ただ、宗教教育に対

する肯定的な評価が、外部出身者と比較して中学部出身者の方が低いと

いう点が気になります。保護者の評価においても同様の現象が見られま

す。それは、中学生と高校生という発達段階の相違のみに還元できない

のではないかと感じます。また、「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」については外部からの入学生による肯

定的な回答が少ないのですが、そのことの原因が、「外部からの入学生が

高等部に求めていることが『クラブ活動』にあるからである」という論

理が理解できません。 
○アンケー卜による生徒の肯定的回答がさらに上昇したことは、数字以上

の意味を持つ。「学校外」の課題は、意識と共に生徒のライフスタイルに

も関係するものなのかもしれない。根幹の輪の広がりを期待したい。 
○高等部の礼拝に出席させていただいて、年々生徒たちの礼拝への取り組

む姿勢が良くなっていると感じています。クラブの時間帯のみならず、

授業態度や教会出席など、高等部生活のすべての場面が人間形成にとっ

て大事なんだという自覚がますます育てば、それがやがてはクラブ活動

の結果や実績につながると確信しています。そのことに気づかせるよう

な指導や導きが必要なのかもしれません。 
○生徒に関して、４年間連続で肯定的回答の割合が上昇していることは、

生徒へのキリスト教主義教育の浸透という意味において評価できる。た

だし、そうした理解が学外のキリスト教関連団体との連携等の実際的行

動にまで至っていない点については、今後改善の余地がある。 
 



＜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む課題 
 理想的には、ホームルーム単位での人権学習や話し合いがもっと活発に

行われ、一方通行ではない形で人権尊重の文化を学校に育んでいくことが

求められている。しかしながら、教科指導・クラス経営・クラブ指導・保

護者対応・複数の校務分掌と、教員の多忙さは年度を経るごとに増してい

る。そのような現状では、人権教育のベースとなるものは、やはり人権講

座で提供していくしかないように思われる。内外の講師の協力も得て人権

講座の内容を豊かにしていくこと、教師と生徒という線引きを超えて、「同

じ人間として」学び、考える時間として人権講座をよりよいものにしてい

くこと、このことが最大の課題である。 

 また、中学校時代に最も激しくなるいじめは、高等学校では沈静化に向

かうものの、学校として重く受け止める姿勢が大切である。人の好き嫌い

にかかわらず、そのことを理由に精神的・身体的・金銭的な圧力を加える

ことは間違っている。まずは、1 年生の最初の人権講座でこのことを訴え

たい。 

 
具体的な取り組み内容 
 高等部では、人権教育の柱を構成するものとして、学年礼拝の時間帯

（10：20－10：45）に人権講座を実施している。一学期は 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」とは何か）、二学期は 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様々な人権問題）、三学期は 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部落差別 ②障がい者差別）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「いじめ実態調査」を実施しているが、

今年度（2012 年度）は、９月に実施した。 

 
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。記名式で行ったことも関係していると思われる

が、投げやりな記述はほとんど見られなかった。それぞれが、自分の言葉

で気づき、学び、考えたことを記述してくれた。また、滋賀県大津市の公

立中学でのいじめによる自死を受けて、関心が高まったこともあり、8 月

に文部科学省からいじめの実態調査依頼が来た。従来から行っていた高等

部独自の「いじめ実態調査」も改編し、文科省の調査と合体する形で９月

に調査を実施した。いじめは、夏休み中、そして夏休み明けにエスカレー

トすることも多いため、11 月よりは９月の方が望ましいように思われる。

 保護者への質問 11 の集計結果は、76.9%（前年度 82.6%）が学校の取り



組みを肯定的に評価している。生徒への質問 17 の集計結果は、65%（前年

度 58%）の肯定的回答、質問 19 の集計結果は、69.6%（前年度 60%）の肯定

的回答となっており、保護者と比較すると少ないものの、前年度よりは前

進したように思われる。 

 「一度学習すれば、全てのことが分かり、人格が変容する」もし人間が

このような存在であるのならば、小学校、中学校、高等学校と繰り返し人

権学習をする意味はないであろう。現実には、学びなおし、気づきなおし、

新たな知見を得ることが、教師にも生徒にも保護者にも求められる。人権

教育に不断の取り組みが求められる所以である。 

 

 第三者評価／学校関係者評価 

○人権教育のベースに、人権講座を置き、内外の講師の協力も得て人権講

座の内容を豊かにしていく方向で、人権教育に取り組んでいる。そして、

いじめ、ネット社会、男女共生、平和、部落差別、障がい者差別等をテ

ーマに掲げ、生徒の内面に迫る指導に取り組んでおり、高く評価できる

であろう。 

○人権問題に対する真摯な取り組みがなされていることが窺えます。この

ことは大いに評価されてしかるべきです。引き続き、地道な努力を積み

重ねることが重要であると思います。 

○「人権講座」の位置付けが明確である。教師と生徒がテーマを交え、「人

として」の学びを深める姿勢は評価できる。また、肯定的回答は不断の

取り組みの成果であろう。日々の小さな兆しや変化を鋭く感知できる集

団が、さらに求められている。 

○高等部が人権教育講座を大事にしてこられたのは、高く評価できると思

います。また、学期末の振り返りをきちんとされていることも、そして

生徒たちが投げやりにならず、誠実に回答していることも、本当に頭が

下がる思いでいます。人権教育は、生涯を通じて大事になるので、引き

続きご指導いただきたいと思います。 

○教師の多忙化については十分理解できる。そうした状況の中で、人権講

座の充実も一つの方策であろうが、やはり一番大切なのは日常の教育活

動を通じての人権意識の涵養であろう。いじめ問題にしても、いじめは

人権侵害に当たる行為で、傍観者もまた加害者と同じであるということ

等を、生徒の目線に降りて問題提起し、教育のあらゆる機会を活用して

共に考えることが、第一歩ではないかと考える。 

 



 2012年度　学校評価　実施項目一覧（高等部）

教職員用 保護者用 生徒用

教員間でキリスト教主義教育の理念を共有している。 １．教員間でキリスト教主義教育の理念を共有してい
る。

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。

２．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。

３．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。 ４．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。

２．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。

５．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。

生徒に教会出席を奨励している。 ６．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。

７．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。

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。

８．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。 ９．学校は、キリスト教諸団体と種々の連携を図ってい
る

教員が教職課程の全体像を理解している。 10．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。

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。

11．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。

12．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。

６．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。

教員は体力評価についての理解向上に努めている。

教員は自らが担当する教科の特性を理解している。

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。

15．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。

９．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。 16．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。

10．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。 11．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。 12．補習などは適切に行われている。

初等部と中学部との連携がされている。 18．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。

中学部と高等部の連携がされている。 19．高等部は、中学部と適切に連携を図っている。

高等部と大学の連携がされている。 20．高等部は、大学・学部と適切に連携を図っている。

独
自
項
目

キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
の
実
践

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ア　ン　ケ　ー　ト
小項目 目標

大
項
目

８．授業を通じ、学力がついている。

１．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。

１．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

３．聖書の言葉には共感できる部分がある。

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

６．学校は、大学に関する情報を適
切に提供している。

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。

生徒の学
力・体力の
的確な把握

４．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。

５．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。

接続学部と
の連携

13．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。

17．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。

７．自分たちの学力・体力は的確に評価されて
いる。

３．学校は、生徒の学力・体力を的
確に評価している。

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

２．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。

13．教員は、生徒の学力・体力の的確な評価に努めてい
る。

教育課程に
ついての教
職員間の共
通理解と連
携

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。

14．教員は、授業を通じ、生徒に適正な学力を定着させ
ている。



 2012年度　学校評価　実施項目一覧（高等部）

教職員用 保護者用 生徒用

ア　ン　ケ　ー　ト
小項目 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。

21．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

14．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。

22．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。

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。

23．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。

16．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。

24．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。

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。

25．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。

26．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。

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。

27．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。

28．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。

29．教科等の指導において、一人一人が大切にされる授
業がなされ、お互いの良さや能性を発揮できる学習活動
づくりがされている。

11．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。

19．高等部では、学校の教育活動全体で一人一
人の生徒の人権が尊重される環境になってい
る。

30．いじめなどがなく、一人一人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。

12．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。

20．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。

31．人権教育の柱を構成する者として、現在続けている
人権講座を今の形を保ったまま継続していくべきであ
る。

21．人権教育の時間を通して、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。

多様な学習内容・学習形態に対応した施設・設備が整
備されている。

32．学校は多様な学習内容・学習形態に応じた施設・設
備を整備している。

13．学校は多様な学習内容・学習形
態に応じた施設・設備を整備してい
る。

22．学習に必要な施設・設備・教具（映像・音
響、実験・実習、体育等）が十分整備されてい
る。

生徒の生活空間として学校施設・設備が提供されてい
る。

33．学校は生徒の生活空間として施設・設備を整備して
いる。

23．学習面以外の学校生活に必要な施設・設備
などが十分整備されている。

施設・設備の管理・保守が適正に行われている。 34.学校は施設・設備の管理・保守を適切に行ってい
る。

多様な学習内容・学習形態に対応した教材・教具が整
備されている。

35．学校は多様な学習内容・学習形態に応じた教材・教
具を整備している。

教材・教具の管理が適正に行われている。 36．教員は、教材・教具の管理を適切に行っている。

教員は業務上必要なＯＡ機器活用能力を有している。 37．教員は、業務上必要なＯＡ機器活用能力を有してい
る。

教員は適切な情報倫理・個人情報保護倫理を有してい
る。

38．教員は、情報倫理を有し個人情報保護について配慮
している。
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生
徒
指
導

学校生活の
尊重

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。

18．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。

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。

15．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。

17．学校は、不正やいじめを許さないよう指導
している。

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。

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。

問題行動へ
の対応

規範意識の
涵養

施設・設備
の充実

教材・教具
の充実

業務情報化
への教職員
の対応

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



2012年度　学校評価アンケート集計結果
（高等部・教員　質問1～13）
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質問1.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2.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3.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。

質問4.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5.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6.学校は、生徒に教会出席を奨励している。

質問7.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8.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9、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10.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11.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12.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13.教員は、生徒の学力・体力の的確な評価に努めている。

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



2012年度　学校評価アンケート集計結果
（高等部・教員　質問14～26）
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質問14.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15.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16.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17.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18.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19.高等部は、中学部と適切に連携を図っている。

質問20.高等部は、大学・学部と適切に連携を図っている。

質問21.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22.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23.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24.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。

質問25.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26.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。

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



2012年度　学校評価アンケート集計結果
（高等部・教員　質問27～38）
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質問27.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28.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29.教科等の指導において、一人一人が大切にされる授業がな
され、お互いの良さや能性を発揮できる学習活動づくりがされてい

る。

質問30.いじめなどがなく、一人一人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31.人権教育の柱を構成する者として、現在続けている人権講
座を今の形を保ったまま継続していくべきである。

質問32.学校は多様な学習内容・学習形態に応じた施設・設備を整
備している。

質問33.学校は生徒の生活空間として施設・設備を整備している。

質問34.学校は施設・設備の管理・保守を適切に行っている。

質問35.学校は多様な学習内容・学習形態に応じた教材・教具を整
備している。

質問36.教員は、教材・教具の管理を適切に行っている。

質問37.教員は、業務上必要なＯＡ機器活用能力を有している。

質問38.教員は、情報倫理を有し個人情報保護について配慮してい
る。

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



2012年度　学校評価アンケート集計結果
（高等部・保護者）
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質問1.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2.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3.学校は、生徒の学力・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.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12.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13.学校は多様な学習内容・学習形態に応じた施設・設備を整
備している。

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



2012年度　学校評価アンケート集計結果
（高等部・生徒　質問1～12）
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質問1.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2.礼拝の時間は大切だと思う。

質問3.聖書の言葉には共感できる部分がある。

質問4.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5.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6.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7.自分たちの学力・体力は的確に評価されている。

質問8.授業を通じ、学力がついている。

質問9.わかりやすく工夫している授業がある。

質問10.興味深い内容のある授業がある。

質問11.選択授業は充実している。

質問12.補習などは適切に行われている。

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



2012年度　学校評価アンケート集計結果
（高等部・生徒　質問13～23）
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質問13.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14.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15.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16.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17.学校は、不正やいじめを許さないよう指導している。

質問18.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。

質問19.高等部では、学校の教育活動全体で一人一人の生徒の人
権が尊重される環境になっている。

質問20.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21.人権教育の時間を通して、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22.学習に必要な施設・設備・教具（映像・音響、実験・実習、体
育等）が十分整備されている。

質問23.学習面以外の学校生活に必要な施設・設備などが十分整備
されている。

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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