
 

学校法人 プール学院 

 理事長 杉山修一 様 

 

     

  ２０１６年度 

プール学院中学校・高等学校 学校関係者評価報告 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ２０１7 年９月２０日 

 

 

                    プール学院学校関係者評価委員 

                    議長 青木多喜子（2017 年度 PTA 会長） 

                    書記 奥井浩子（プール学院後援会会長） 

                    委員 倉戸直実（プール学院評議員） 

                       東條真寿美（プール学院後援会副会長） 

                       藤田知克子（プール学院後援会副会長） 

                       下村智子（2017 年度 PTA 副会長） 

                       辻 早苗（2017 年度 PTA 副会長） 

 



1 

 

 

Ⅰ 委員会の経緯 

  

   6 月 6 日  第 1 回委員会   学校より 2016 年度の学校関係者評価委員の委嘱を

受けた。内海校長、藤本中・高教頭、杉原事務局長

の同席のもと、2016 年度アンケート結果並びに自己

評価に関する資料①めざす学校像②中間目標③本年

度取組内容及び自己評価が配付された。 

その後、評価委員だけでスケジュールと分析方法 

を話し合った。今年度は評価方法に「KJ 法」を取り

入れる。「KJ法」の説明と仮テーマを決めて実際に行

った。 

次回までに与えられた資料を元に「良い所、伸ば

していきたい所」と「改善すべき所、課題」のカー

ドそれぞれ 3枚を書いてくることとした。 

 

   7月 6日  第 2回委員会   それぞれが持ち寄ったカードをテーブルに並べ、グ

ループ（島）を作成した。６つのグループ（島）に

分かれたので、それぞれのグループの担当を決めた。 

  次回までにグループにテーマを付け、根拠をまと

めて持ち寄ることとした。 

 

   8月 26日  第 3回委員会   ６つのグループのテーマを発表し、意見を述べ合い 

まとめ作業を行った 

   9月７日   第 4回委員会   報告（案）を読み合わせし、加筆校正を行った。 

   9月 20日   第 5回委員会    完成した「2016年度学校関係者評価報告」を 

                 評価委員会議長より学校側に手渡し、2016年度の作 

業を終えた。 
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 報告書内での用語について 

 今回の報告書では、一部表現の簡略をしている。 

 詳細は以下の通りである。 

 

 １．設問の表記について 

   アンケート結果に記されている生徒に対する設問は、【生】で記しその後の番号は、 

設問番号を表す。 

   保護者に対する設問は、【保】と表し、教員に対する設問は、【教】と表す。 

 例：生徒に対するアンケート 

   設問１ プール学院の生徒であることに誇りを持っている。 

   報告書内表記は、【生１】と表す。 

 

 ２．肯定的評価と課題的評価について 

   アンケート結果の 

①よくあてはまる ②ややあてはまる の％を足したものを肯定的評価とする。 

③あまりあてはまらない ④全くあてはまらない の％を足したものを課題的評価とする。 

 

 例：生徒に対するアンケート結果 

２ 礼拝は大切な時間だと思う 中 1 中 2 中 3 中学 高１ 高２ 高３ 高校 

 ①よくあてはまる 32.7 21.1 26.0 26.5 23.8 21.2 31.0  25.4 

 ②ややあてはまる 50.9 45.6 35.6 43.2 45.5 46.6 45.8  46.0 

 ③あまりあてはまらない 16.4 26.3 30.1 24.9 24.3 22.1 17.1  21.1 

 ④全くあてはまらない  0.0  7.0  8.2    5.4  6.4 10.1  6.0   7.5 

               中学の平均％に注目  ↓ 

①よくあてはまる 26.5 ＋ ②ややあてはまる 43.2 ＝69.7  …肯定的評価 

③あまりあてはまらない 24.9 ＋ ④全くあてはまらない 5.4 ＝30.3 …課題的評価 

 

 高校の結果についても同様に計算している。 

①よくあてはまる 25.4 ＋ ②ややあてはまる 46.0 ＝71.4 …肯定的評価 

③あまりあてはまらない 21.1 ＋ ④全くあてはまらない 7.5 ＝28.6 …課題的評価 
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 Ⅱ 2016 年度の学校自己評価を受けて 

 ・2016 年度の評価方法 

2016 年度の学校評価における「めざす学校像」は以下である。 

  めざす学校像 

プール学院のミッションは「キリスト教の精神を根底とする霊的人格教育」をもって、 

社会に奉仕することである。ミッションステートメントに基づき、今年度の目指す人間像 

を「生徒一人ひとりが輝き、他者を思いやり、自立し、生きる力をつけ、探究できる人」 

とする。 

 

 今年度、行った評価方法は、「KJ 法」を少しアレンジした形で用いた。 

その方法は、 

１、学校より提供された資料を元に評価委員それぞれが、思いついた事をカードに書く。 

「プール学院中・高の良い所、伸ばしたい所」を書くカード 3 枚 

「プール学院中・高の改善したい所、課題」を書くカード 3 枚 

それぞれ根拠もカードの裏に書く。該当する設問番号も併せて書く。保護者評価、教

員評価も参考にする。 

２、全てのカードを持ち寄り、同じ内容同士をひとつのグループ（島）に分ける。 

３、それぞれのグループ（島）にテーマを付け、総合的に評価を行う。 

というものである。 

 本来の「KJ 法」の場合、グループ（島）の関連性を見つけてひとつの図にするが、それ

をせずに、テーマを付けることとした。 

 なお、分析・評価を行うために必要と考えられる資料（2016 年度 学校関係資料 PDCA

について）を学校側より、開示可能な限りご提供いただき、ご協力頂いた。 

  

参考：KJ 法（文殊カード法） 

   川喜田二郎氏の考案による小集団で思考をまとめる方法。 

   人数は６～7 名（多くても 10 名）程度で行う。ひとり 3 枚のカードを使用。 

   設定されたテーマについて各自が思いついた事をカードに書く。本質が同じカード 

   を集める。これを「島」と呼び討議による問題点の共有と整理を行う。 

   「島」を模造紙など大きな紙の上にそれぞれの相互関係を考慮しながら配置する。 

   関連図（樹木型や魚型にすることもある）に仕上げる。 

 

Ⅲ 評価内容 

 １ はじめに 

今回で学校評価は７回目となった。従来通り、生徒、保護者、教員に対して行われ

た。それぞれのアンケート回収率は 
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  中学生回収率 98.9％  高校生回収率 98.4％ （学校内で実施、当日欠席者のみ 

未回収） 

教員回収率 96.4％ （在籍 56 名 回答数 54 名） 

保護者回収率 

保護者 在籍数 回答数 回収率（％） 

中 1 ５６ ２７  ４８.２ 

中 2 ５８ ３７  ６３.８ 

中 3 ７３ ２４  ３２.９ 

中学合計 １８７ ８８  ４７.１ 

高Ⅰ ２０４ １０３  ５０.５ 

高Ⅱ ２１６  ７５  ３４.７ 

高Ⅲ ２１７  ７６  ３５.０ 

高校合計 ６３７ ２５４  ３９.９ 

 

  保護者回収率が、５０％を切っているのは問題である。学校評価を正しく分析するた 

めには、回収率をあげる必要がある。 

  学校の自己評価アンケート分析結果では、保護者からのアンケート結果分析を行って 

いるが、保護者の半数が答えていない中での分析は、有意性をもっているとは言い難い。 

 懇談時、説明会など保護者が来校の際にアンケートを実施するなど回収率の数値をあ 

げる工夫が必要である。 

 

 ２ 学校関係者評価結果 

  「KJ」法で分けたカード（島）ごとに報告をしていく。 

 グループ①のカード（島） 

  プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

   何かを一緒に最後まで目標に向かって頑張る（それから得られる達成感、喜び 

   思春期に感動を出来るだけ多く心に刻む 

 

   プール学院中・高の改善すべき所、課題 

   中学校の生徒数が激減。クラブの部員数確保が難しいのでは。 

   生徒ひとりひとりに目標を持たせ、達成感を味わさせる経験をさせる 

   中学生はクラブの在り方に不満がある 

   部活動の充実 

 

  これらのカードに付けたテーマは 

「クラブ活動や行事を通して感動体験をして達成感を得る」 
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 【生】４ 礼拝や宗教行事を通してボランティア活動を身近にかんじるようになった 

      肯定的評価 中学 63.8％ 高校 67.9％ 

      好感度指数 中学 ＋5.6  高校 ＋4.9 

 中高共に昨年より好感度は上がっている。これらは学校の宗教部が礼拝で先生方や外部

の方のお話を聞く機会が与えられ、プール・相馬つながるプロジェクトの継続、周辺の清

掃活動など、生徒がボランティア活動に取り組むきっかけがある成果だと考える。校内に

他者のために何かをする空気が拡がっていることも考えられる。クリスマス礼拝、宗教週

間などの行事だけではなく日々の積み重ねの結果と言える。 

  【生】１０ 校外活動（修学旅行や宿泊行事、遠足など）の内容は充実している 

        肯定的評価 中学 81.5％ 高校 60.9％ 

        課題的評価 中学 18.5％ 高校 40.3％ 

        好感度指数 中学 ＋2.1  高校 －9.5 

 高校生は、校外活動の内容に満足していないことがわかる。学年が上がるにつれて学習

時間が増え、活動自体が少なかったことも要因としてあると考える。教員が考えたプラン

が生徒の望むことと異なると評価されにくいかもしれない。 

  【生】１１ 体育祭、文化祭、合唱コンクールなどの自治会行事は活発に行われてい 

る。 

        肯定的評価 中学 86.9％ 高校 64.5％ 

        好感度指数 中学 －3.0  高校 －7.4 

 設問の行事は毎年行われているもので、なぜ好感度指数が下がったのかは、この設問だ

けでは読み取れない。 

  【生】３３ 学校はカナダ、オーストラリア研修やイギリス、韓国の姉妹校の交流を 

通して国際教育を推進している。 

肯定的評価 中学 89.7％ 高校 88.0％ 

 評価が高く、国際交流は定着してきていると考える。 

  【生】３４ 学校は国際問題、環境など現代の問題に興味・関心を持つ取り組みをし 

ている。 

肯定的評価 中学 83.9％ 高校 73.8％ 

 環境問題に関しては、学校のビオトープや太陽光発電など校内でも身近に学ぶ機会があ

ることが高評価につながっていると考えられる。国際問題については、教科で学ぶだけで

なく、ニュース検定を受けたり姉妹校との交流をしたりということが評価につながったと

考える。 

 

  【生】１２ 現在いずれかの部活動に参加している。または引退まで活動した。 

        肯定的評価 中学 62.3％ 高校 54.8％ 

        課題的評価 中学 37.3％ 高校 45.3％  中 3 は 50.7％と高い 
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  【生】１３ 本校のクラブ活動は活発に行われている 

        肯定的評価 中学 72.8％ 高校 65.0％ 

        課題的評価 中３ 33.3％ 

 一貫特進クラス在籍生徒は、クラブ活動の時間が取りにくい現実がある。 

 

  クラブ加入率について見てみると 

  文化部 運動部 クラブ加入率 

中学 34.2％ 24.1％ 58.3％ 

高校 29.4％ 20.3％ 49.6％ 

中学は生徒数が少ないのでクラブ活動に支障をきたしているクラブがあるのが現状であ

る。 

活発に活動している吹奏楽部などは、カリキュラム上、全体練習に参加できない生徒に

対しては、一人で練習をして、学習時間に合わせたクラブ参加を認める方法も必要だと考

える。クラブ顧問に関しては、外部コーチの指導が増えてきているが、これも学習カリキ

ュラムが理由で指導してもらえない生徒もいる。生徒からの要望などを取り入れて頂きた

い。 

 入部したいがカリキュラム上の理由で入部出来ない生徒に対して、何か新しいクラブの

形を模索して頂き、新たにこれがプール学院の特色になれないかと考える。 

 クラブには所属していないが、校外で個人的にスポーツや芸術部門で活動、活躍してい

る生徒もいる。先生方はその活動も把握して頂いており、温かい励ましや応援を頂き、生

徒ひとりひとりが大切にされていることを感じられる一面である。 

  【生】１９ 学校は楽しい。 

        肯定的評価 中学 74.9％ 高校 72.8％ 

        課題的評価 中学 25.2％ 高校 27.2％ 

        好感度指数 中学 －7.3 高校 －5.8 

 アンケート結果の数字から見ると、中高共に約 7 割の生徒が、学校は楽しいと答えてい

る。しかし、好感度指数を見ると、昨年度より、中高共に下がっている。また全くあては

まらない、つまり学校が全く楽しくないと答えている生徒が、中 1、高１で 10.9％いる。こ

の生徒への対応はどうなっているのであろうか。教室以外に保健室、図書室、クラブ活動、

ボランティア活動など校内に居場所や機会が用意されているので、声をかけて見守りなが

ら対応して頂けることを望む。 

  

グループ②のカード（島） 

  プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

   学院に対する誇り 
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  プール学院中・高の改善すべき所、課題 

  自分や自分の周りの存在、物に誇りが持てない 

    

  これらのカードに付けたテーマは 

 「行きたい学校・行ける学校・仕方なく行ってる学校…魅力ある学校とは？」 

  【生】１ プール学院の生徒であることに誇りを持っている 

       肯定的評価 中学 73.5％ 高校 71.4％ 

       課題的評価 中学 26.4％ 高校 28.6％ 

  【保】１ 子どもはプール学院の生徒であることに誇りを持っている 

       肯定的評価 中学 89.7％ 高校 86.2％ 

       課題的評価 中学 10.2％ 高校 13.8％ 

  【生】７ 登下校のマナーに気を付けている 

       肯定的評価 中学 92.0％ 高校 87.3％ 

       課題的評価 中学  7.0％ 高校  9.1％ 

  【生】８ 時間を守る・服装を整えるなど校則を守って学校生活を送っている 

       肯定的評価 中学 90.8％ 高校 90.9％ 

       課題的評価 中学  9.1％ 高校  9.1％ 

  【生】１９ 学校は楽しい 

       肯定的評価 中学 74.9％ 高校 72.3％ 

       課題的評価 中学 25.2％ 高校 27.2％ 

  【保】１５ 子どもは楽しく学校に通っている 

       肯定的評価 中学 86.4％ 高校 89.0％ 

       課題的評価 中学 13.6％ 高校 11.1％ 

  【保】１６ 子どもは信頼できる先生がいると言っている 

       肯定的評価 中学 79.5％ 高校 70.4％ 

       課題的評価 中学 20.5％ 高校 29.6％ 

  【生】２９ 学校の施設や設備に満足している 

       肯定的評価 中学 77.7％ 高校 83.7％ 

       課題的評価 中学 22.3％ 高校 16.3％ 

そもそも「誇り」とは、何を意味するのか。人や物に対して誇りを持つと言う表現に使

うが。名誉に思う事、感じる事、自慢に思う、胸を張る、プライドを持つ、自信を持つ、

光栄に思う、鼻が高い…などが言葉そのものの意味である。 

そこから考えると学校に対する誇りとは、生徒から見て自身が通っている学校が他より

素晴らしく、ここは他校にない、負けないと胸を張って自慢できるところであるのならば、

大前提に学校が楽しく、好きで何か目標がなければそこに繋がらないと思うが、上記のデ

ーターでは裏付けられていない。 
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保護者からの評価を見ると、高評価であるが、全ての保護者が娘の学校を支持している

わけではない。教員は、自身の勤務する学校に対して、どう思っているのだろうか。 

それを問う設問はなく、今後追加して欲しい設問である。進路、進学実績も学校の魅力

を表す指数になるが、この学校はキリスト教の礼拝を通して、10 代に身につけてほしい躾

や礼儀に関しても期待を寄せて選ぶ保護者もあると考える。自分にも周りの存在・物にも

誇りが持てるような人に育てて頂きたい。 

施設、設備が一見整ったように見える本校だが、トイレひとつとっても「音姫」はあっ

ても洋式化は進まず、公立校、他の女子校に遅れを取っている。多忙を極める教員にとっ

ても、多感な生徒にとっても快適な居場所造り（学校）が急務と考える。 

 

グループ③のカード（島） 

 プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

   ボランティア活動への参加 

社会にいる様々な人、色々な立場を知り、それぞれの違いを認め合うことが出来る 

礼拝、宗教活動の充実 

国際教育に力を入れている 

礼拝や宗教行事を通してボランティア活動を身近に感じるようになった 

日々の礼拝を大切にして内容を充実させている 

人権 HRの取り組みを通していろいろな人の立場を知り違いを認め合うことができる 

グローバルチャレンジプログラムの実施に力を入れている 

 

プール学院中・高の改善すべき所、課題 

礼拝・宗教行事が日々の生活や周りの人たちとの関わりを考えることにつながりにくい 

文化や習慣の違いを知り何を学んで帰り、それをどう活かしているのだろうか。 

 

これらのカードに付けたテーマは 

「キリスト教の精神を学ぶプール学院の礼拝は、社会や世界を知る入り口である。」 

プール学院での学校生活の基本である日々の礼拝に関しての設問は、３つある。 

【生】２ 礼拝は大切な時間だと思う 

      肯定的評価 中学 69.7％ 高校 71.4％ 

      課題的評価 中学 30.3％ 高校 28.6％ 

【生】３ 礼拝や宗教行事が日々の生活や、周りの人たちとの関わりを考える機会にな

っている 

 肯定的評価 中学 46.7％ 高校 56.8％ 

 課題的評価 中学 43.3％ 高校 43.2％ 

【生】４ 礼拝や宗教行事を通して、ボランティア活動を身近に感じるようになった 
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      肯定的評価 中学 63.8％ 高校 67.9％ 

 課題的評価 中学 36.2％ 高校 32.1％ 

中高共に 7 割の生徒が日々の礼拝を大切にしている。そして礼拝を通してボランティア活

動を身近に感じている。 

【生】５ 人権 HR の取り組みを通して、色々な人の立場を知り、違いを認め合うこと

ができるようになった。 

中高共に肯定的評価が約 7 割である。また、グローバルチャレンジプログラムや国際理解

教育に関しては、 

 【生】33 学校は、カナダ・オーストラリア研修やイギリス、韓国の姉妹校との交流を

通して国際教育を推進している。 

      肯定的評価 中学 89.7％ 高校 88.0％ 

 【生】34 学校は、国際理解、環境など現代の問題に興味・関心を持つ取り組みをして

いる。 

      肯定的評価 中学 83.9％ 高校 46.8％ 

保護者、教員に対する同様の設問でも高い評価となっている。 

しかし、【生】３の評価は、肯定的評価と課題的評価の差があまりない。 

結果として矛盾した数値となっている。それは、グローバルチャレンジプログラムに参

加できる生徒は、一部である事（以下の参加率を参考に掲載）、そして貴重な体験をしても

それが自分の中で消化できていないのではないかと考えられる。 

グローバルチャレンジプログラムは益々充実させなければならないが、プログラムに参

加できない多くの生徒に対して、周りの人たちとの関わり、違いを学ぶ機会を与えなけれ

ばならない。その取り組みが必要である。 

実際に留学をしなくても学べる語学プログラムや留学生の受け入れ、一日英語のみで過

ごす日を設けるなど、学校としてユニークな取り組みを考えて頂きたい。 

礼拝を通して知らない世界、社会のしくみを知り、恐れずチャレンジできる生徒を育て

てほしいと思う。 

プール学院の教育の原点である礼拝のさらなる充実が、カギと考える。 

参考：2016 年度グローバルチャレンジプログラム参加者数と対象人数の比率 

  対象人数 参加人数 参加率 

カナダ 1 年留学 ２１６   ７ 3.2％ 

ニュージーランド 3 ヶ月留学 ２１６   ３ 1.4％ 

英国 1 ケ月語学研修 ４１９  １８ 4.3％ 

崇德女子高校短期留学 ２１６   １ 0.5％ 

崇德女子中高訪問 ４９２  ２６ 5.3％ 

オーストラリア英語研修 １３１  １５ 11.5％ 

英国姉妹校訪問 ６２３   ４ 0.6％ 
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グループ④のカード（島） 

プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

 理科、国語、英語の授業内容は理解できる 

学力や到達度がよく知る事が出来る通知表や分布表となっている 

 偏差値重視でない進路の選び取り 

 

プール学院中・高の改善すべき所、課題 

 進路説明会・体験学習の充実 

 （古き良き）プール生の印象 英語がすごく出来る（全てできる） 

 学習についてわからないことがある時、生徒が質問や相談しやすい環境をつくる 

 

これらのカードに付けたテーマは 

「学力の定着・進路指導に関する取り組み」 

【生】２３～２７は、国・数・社・理・英の授業内容の理解度を聞いている。 

それぞれの評価は以下の通りである。 

【生】２３ 国語 肯定的評価   中学 80.0％     高校 75.0％                                                     

【生】２４ 数学 肯定的評価   中学 71.5％     高校 59.6％                                    

【生】２５ 社会 肯定的評価   中学 63.8％     高校 61.8％           

【生】２６ 理科 肯定的評価   中学 67.6％     高校 56.9％           

【生】２７ 英語  肯定的評価   中学 75.5％     高校 62.8％ 

中学、高校ともに肯定的評価が高く半分以上の生徒は授業を理解できていると思ってい

る。 

指数が低めの高校の数学、理科でも昨年より数学が 6.7％、理科が 6.5％プラス指数にな

っているので、授業内容は、充実しているのではないかと思われる。 

【教】１７ 教科内容に興味を持てるよう配慮して授業を行っている 

教員の肯定的評価が１００％なので、この結果が生徒へも伝わっているのではないかと

思われる。 

【生】２２ 学習についてわからないことがある時は先生に質問や相談をしょうと思う。 

       肯定的評価  中学  56.8％   高校 60.3 % 

       課題的評価  中学 43.2％   高校 39.7 % 

この指数は、肯定的評価がやや多いものの、中学では、約半数に近い生徒が課題的評価

で回答しているのは、先生に質問や相談をしにくい雰囲気なのではないか。生徒も教員も

現状に満足することなく、より高いレベルでの学力定着を目標に改善できるところは、改

善する努力をしてほしいと思う。 

【生】１４【保】１１ 通知表や分布表から自分の学力や達成度を知ることができる 

この設問については、生徒も保護者も肯定的評価８０％以上の指数が出ているので、現
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在の自分を良く知り、今後の進路選択につなげて行けたら良いのではと思う。 

学校の進路指導については、生徒に対して 5 設問、保護者に対して 4 設問あるが、どの

設問も共に約５０％が「ややあてはまる」との回答ではあるが、「よくあてはまる」「あま

りあてはまらない」の指数がほぼ同じ結果となっているので、全員が満足な進路指導を受

けられていないと考えられる。 

その反面、教員への進路に関する設問は、３設問あるが、全ての設問は肯定的評価が約

９０％以上であり、生徒、保護者との受け止め方に差があるようだ 

この温度差を無くすには、生徒・保護者は、教員への相談を積極的にするとともに、学

校においては、生徒・保護者との信頼関係を深め、より相談、質問しやすい環境を築いて

いくことが大切だと思われる。 

 

グループ⑤のカード（島） 

プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

 スクールカウンセラーの取り組み 

 

 プール学院中・高の改善すべき所、課題 

 いじめや暴力に対しての対応 

 いじめや暴力に対する適切な対応 

 

これらのカードにつけたテーマは 

「先生は頼りになるか」 

【生】２０ 信頼できる先生がいる 

高校 肯定的評価 47.6％ 課題的評価  52.5％  

課題的評価の方が高く、その上「③あまりあてはまらない」の数値が 33.7％と高い。 

【生】２１ 先生はいろんな相談に応じてくれる 

    高校 肯定的評価 53.6％ 課題的評価  46.3％ 

肯定的評価の方がやや高いが、「③あまりあてはまらない」の評価が 32.5％とやや高い。 

 

【生】２２ 学習についてわからないことがあるときは先生に質問や相談をしようと思 

      う 

肯定的評価  中学 56.8％ 高校 60.3％ 

肯定的評価が高くなっているが、「③あまりあてはまらない」の評価が中学 30.8％、高校

26.9％とやや高く 学年があがるほど③の数字が高くなっている。 

この結果から、「③あまりあてはまらない」の結果数値 に着目してみると 

【生】２０ 高校 33.7％、【生】２１ 高校 32.5％、【生】２２ 中学 30.8％ 

肯定的評価＞課題的評価あっても「③あまりあてはまらない」の数字が高いのは課題があ
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ると考えた方がよいのではないか。 

【生】２８ 先生は生徒を公平に評価している 

この設問も「③あまりあてはまらない」の数字が高く、中学 48.0％、高校 54.1％であり課

題と考えられる。 

【生】２２の結果では 

「③あまりあてはまらない」中学 1 年 20.0％ 中学 2 年 35.1％、中学 3 年 35.6％ 

高校 1 年 22.8％ 高校 2 年 25.6％ 高校 3 年 31.9％ 

上記の数値より、学年があがるほど「③あまりあてはまらない」の数字が高くなるのは、

中３は高校への進級、高３は大学進学を考える生徒が多い中、少し問題があるのではない

かと思う。 

 

 【生】９ 学校にスクールカウンセラーがいて、悩みを相談できることを知っている。 

    肯定的評価 中学 82.1％   高校 78.8％ 

学校内にスクールカウンセラーが設置され悩みを相談できる場があることを、生徒も保

護者も認識し肯定的評価が高いのが心強い事である。あたたかくて気軽に話を聞いてもら

えるところであることを願う。また、本校にはチャプレンがおり、子ども達の心の支えに

なっている。 

いじめや不登校だけではなく、さまざまな不安や悩みを抱える子どもが多い現在、先生

と生徒の間の信頼関係やコミュニケーションが薄弱であると、いじめや暴力を受けている

生徒が相談する勇気を持てなかったり先生も気付くことができず、重大な問題や事件に発

展する可能性が出てくる。変わった様子はないか、元気のない生徒はいないか生徒一人ひ

とりと寄り添う姿勢を大切にすることを一層心がけて頂きたい。 

 

グループ⑥のカード（島） 

プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

 あいさつ・マナーの良さ 

 コミュニケーションなど全ての基本である「あいさつ」 

 明るく活気のある学校生活が送れるよう日常的にマナーの指導に力を入れている 

 人として自分は何をすべきか（立場、自分自身を知った上で）とっさの判断。 

「しなくちゃ」ではなく自然に出来る（とれる）行動（力） 

 

 プール学院中・高の改善すべき所、課題 

生徒からの信頼 

学校生活で一番身近な先生を信頼できるか 

生徒を公平に評価しているか 

教職員の中には悩みをかかえている者がいる 
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学院からの連絡（災害時などの生徒・保護者に向けての連絡 

先生は生徒を公平に評価している 

 

 これらのカードにつけたテーマは 

「生徒と教員の信頼関係について」 

  このテーマをつけるのに根拠とした設問は 

 【生】２０ 信頼できる先生がいる 

 【生】２１ 先生はいろんな相談に応じてくれる 

 【生】２２ 学習についてわからないことがあるときは、先生に質問や相談をしようと 

       思う。 

 【生】２８ 先生は生徒を公平に評価している 

 【保】１６ 子どもは信頼できる先生がいると言っている 

 【保】１７ 学校は、いじめや暴力に対して適切に対応している 

 【保】１８ 先生は保護者の相談に応じてくれる。 

 【保】２１ 先生は、評価を適切かつ公平に行っている 

 【教】 ５ 生徒からの信頼が得られるよう努力している 

 【教】 ６ 保護者からの信頼が得られるよう努力している 

【教】１９ 校内外の研修に参加するなど資質向上に取り組む努力をしている 

【生】３０ 【保】２４ 学校は、地震や台風など自然災害の対応について、生徒や保

護者に知らせている。 

【教】２９ 学校は、災害時の役割分担の明確化、訓練などの実施によって安全対策を

とっている。 

【教】３０ 学校は、地震や台風など自然災害の対応について、生徒や保護者に知らせ

ている 

 

この件は、２０１５年度学校関係者評価報告でも取り上げた。 

上記の設問の結果を 2016年度好感度指数から見ると今年度は【生】２０の設問に対して

中学生全体で昨年度より２.１ポイント上がっただけで、その他のこれに関連する設問に対

しては全学年で昨年度よりマイナスとなっている。 

【生】２２の設問では、中学では昨年度より１１.０ポイントも下がっており、生徒と教

員のコミュニケーション不足が考えられる。  

これに関連して【生】２８、【保】２１の評価の公平さに関する設問でも、中学の保護者

のポイントが昨年度より若干上がっただけで、全生徒、また高校の保護者のポイントは下

がっている。 

また懸念材料として、【教】５の設問に対し、「あまりあてはまらない」と回答した教員

がいるという点もある。 
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【教】１９に見られるように、多くの教員は校内外の研修に参加し、資質の向上の努力

をしていると回答しているが、「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」と回答し

ている教員も３割ほどおり、教員の研修内容なども再考が必要と考えられる。   

また、生徒と保護者からの信頼を得るために、相互のコミュニケーションの機会を増や

すことも大切であるが、学校からの正確な情報発信と対応も求められている。自然災害な

どの対応に関する設問、【生】３０と【保】２４では、いずれも昨年度よりマイナスとなっ

ており、高校の生徒では、昨年度よりも１２.５もマイナスポイントとなっている。 

教員に関しては、【教】２９の設問で、災害時の役割分担などに３割もの者が不安を抱い

ており、また【教】３０では２割の者が、災害時の情報発信が不十分であると考えている。 

 

 学校と言う空間で、命を守る、お互いを信頼し合うと言った基本像を作り出すためには、

生徒、保護者、教員全体のコミュニケーションの機会を増やす、そして学校からの正確な

情報発信と的確な対応が求められていると言える。 

 

Ⅳ 評価のまとめ 

  それぞれのカード（島）につけたテーマを再度書き並べてみると 

 ・「クラブ活動や行事を通して感動体験をして達成感を得る」 

 ・「行きたい学校・行ける学校・仕方なく行ってる学校…魅力ある学校とは？」 

 ・「キリスト教の精神を学ぶプール学院の礼拝は、社会や世界を知る入り口で

ある。」 

 ・「学力の定着・進路指導に関する取り組み」 

 ・「先生は頼りになるか」 

 ・「生徒と教員の信頼関係について」 

 

 今回は「KJ 法」をアレンジして行い、カード（島）の関連性は考えない事にしたが、結

果として繋がりが見えたのである。それが以下の図である。 

 

礼拝 

生徒 

保護者 教員 

信頼 
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 プール学院の根幹である礼拝を中心に生徒、保護者、教員は繋がっている。そして、そ

の繋がりの最も大事なキーワードは、「信頼」であると我々は考えた。 

 学校の自己評価では、「教員に対する信頼については年々改善しつつある」と評価してい

る。しかし、分析結果からは、それが裏付けられなかった。信頼が確立されていると、そ

れぞれのテーマに関する問題は解決されていくと考える。「信頼」は人間関係を築く中で最

も大切であり、難しいものである。一朝一夕に解決される問題ではないが、一日の大半を

過ごす学校が、生徒達にとって安心して過ごせる居場所となって欲しい、また居場所とし

て頂きたいと考える。 

 

Ⅴ 評価委員からの提案 

  評価をおこなっている過程で出てきた学校への提案 

・国際チャレンジプログラムに参加できない大多数の生徒への新しいプログラムの作成。 

 ・教員アンケートに学校への誇りを尋ねる設問の追加。 

 ・クラブの新しい形の提案。 

 ・保護者アンケートの回収率のアップ。 

 ・ホームページに載せる際は、この報告すべてを載せて欲しい。 

     作業風景 

   「カード（島）」の分類 


