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Ⅰ 委員会の経緯 

  

   6月 23日  第 1回委員会   学校より 2017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、杉原事務部長

の同席のもと、以下の資料が配布された。 

① 2017年度 学校評価アンケート集計結果 

② 2016年度 プール学院中学校・高等学校学校関係 

      者評価報告 

③ 2017年度 PDCAサイクル 

その後、評価委員だけでスケジュールと評価方法 

を話し合った。 

評価方法は昨年度との比較のために昨年度採用し

た「KJ法」で行うこととした。 

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 14 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。倉戸委員を除く 6 名の

委員が一つのテーマを担当することになり、６つの

グループ（島）に分けた。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 23日  第 3回委員会   台風のため延期 

8月 25日  第 3回委員会   突然の委員会日程変更のため、多くの委員が欠席。

倉戸、辻、奧井の 3 人で預かった資料を基に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 15日  第 4回委員会   報告（案）を読み合わせし、加筆修正を行った。 

   9月 21日   第 5回委員会    完成した「2017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、2017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 30.8 14.5 15.8 20.9 26.9 17.0 31.8  25.5 

 ②ややあてはまる 47.7 54.5 52.6 51.4 39.6 39.7 46.9  42.1 

 ③あまりあてはまらない 16.9 23.6 22.8 20.9 25.1 31.4 16.6  24.2 

 ④全くあてはまらない  4.6  7.3  8.8    6.8  8.4 11.9  4.7   8.2 

               中学の平均％に注目  ↓ 

① よくあてはまる 20.9 ＋ ② ややあてはまる 51.4 ＝72.3  …肯定的評価 

③あまりあてはまらない 20.9 ＋ ④ 全くあてはまらない 6.8 ＝27.7 …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 25.5 ＋ ②ややあてはまる 42.1 ＝67.6 …肯定的評価 

② あまりあてはまらない 24.2 ＋ ④全くあてはまらない 8.2 ＝32.4 …課題的評価 

 

 ３、好感度指数について 

  好感度指数とは、アンケート結果の①よくあてはまる と ②ややあてはまる の数 

 値を合算したもので、肯定的評価と同じである。 
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 Ⅱ 2017 年度の学校自己評価を受けて 

 ・2017 年度の評価方法 

2017 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、社会に貢献でき

る人」とする。 

    出典：2017 年度 プール学院中学校・高等学校 校長方針  作成 校長：内海伸晃 

 

 今年度、行った評価方法は、昨年度の結果と比較するために同じ方法、「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（2017 年度 PDCA サイクル  

年度末 分掌・学年・教科について）を学校側より、開示可能な限りご提供いただき、評

価を行う上で必要となった場合、資料、必要な数字をご提供、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。 
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Ⅲ 評価内容 

 １ はじめに 

今回で学校評価は 8 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 

  中学生回収率 99.0％  （在籍 179 名 回収 177 名） 

高校生回収率 98.0％  （在籍 645 名 回収 632 名） 

 

教員回収率 100.0％ 

 

  保護者回収率 

中学生保護者回収率 88.0％（保護者数 179 名 回収 158 名）2016 年度より 47.1％↑

高校生保護者回収率 61.0％（保護者数 645名 回収 393名）2016年度より 39.9％↑ 

 

  昨年度課題であった、保護者回収率が大幅に上がったことは評価に値する。 

  学校への関心が高い証拠である。 

 

 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）：「災害対策」 

  

   プール学院中・高の改善すべき所、課題 

   地震や台風の対策 

   想定外の自然災害時に適切な対応や情報発信を行っているか 

   通学途中の安全の確保（自然災害などの対応の周知） 

   災害時の対応が悪い 

地震・大雨・台風などの防災に対して学校、生徒、保護への対応 

安全への意識の向上 

 

  これらのカードに付けたテーマは「災害対策」である。 

※なお、このアンケート結果は、2018 年 6 月 18 日発生の大阪北部地震、2018 年 6 月

28 日から 7 月 8 日までの西日本豪雨、2018 年 9 月 4 日台風 21 号（チュービー）発生以

前に行われました。 
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 【生】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。 

      肯定的評価 中学 82.5％ 高校 54.8％ 

      好感度指数 中学 －3.4   高校 －13.1 

  

  【生】31 学校は、通学途中の生徒の安全を考えている。 

       肯定的評価 中学 76.3％ 高校 53.4％ 

       好感度指数 中学 ＋0.6  高校 －7.1 

  同様の設問は保護者にも行われており、昨年度に比べて好感度指数が－となっている。 

教員にも同様の設問があり、肯定的評価は 87.3％である。 

 数値だけ見ると肯定的評価は高いが、評価委員会では「改善したい所・課題」ばかりの 

 カードが出た。好感度指数で－が増えた点に注目した結果である。 

今般、想定外の災害が身近に起こっているので、これをきっかけに災害対策を見直し

ていただき、生徒の命と身の安全を最優先に考えて備えをお願いしたい。 

現在の学校の災害対策として、年 2 回の避難訓練を実施している。 

非常時備蓄品を参考資料として掲載する。 

「参考資料」 

大阪市の備蓄品として保管 

品   目        保 管 数 

飲料水  24 本×50 個 生徒一人当たり 1.5 本 

ビスケット  50 個×5 箱 生徒一人当たり 1/3 個 

アルファ化米  50 個×5 箱 生徒一人当たり 1/3 個 

毛布  10 枚×28 箱 生徒 3 人で 1 枚 

防災シート  20 枚×6 箱 

簡易トイレ  5 セット×5 箱 

工具（バール、手斧 

のこぎり、ジャッキ） 

 １式 

シャベル、ロープ  １式 

救急セット  １式 

布担架  １式 

懐中電灯  １式 

ラジオ  １式 

日用品（石鹸、洗濯セ

ットなど） 

 １式 

 なお、上記備蓄品は市の依頼により保管しているもので学校の裁量で使用することはで

きません。 
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 学校用災害用備蓄物資 

  品     目 単  位 ケース 消費期限 

わかめご飯 100g/袋 50 袋  1 ケース 2020/2/1 

ミネラルウォーター 500ml/本 24 本 63 ケース 2020/6/19 

バランスクッキー 25g×2 本/袋 200 袋 7 ケース 2020/9/30 

バランスクッキー 25ｇ×2 本/袋 100 袋 1 ケース 2020/9/30 

乾パン 缶入り乾パン 100ｇ/缶 24 缶 43 ケース 2022/4/1 

排泄物処理キット 4 組  2 ケース 2025/3/1 

排泄物処理キット １組  2 ケース 2025/3/1 

  

 上記が、現在学校に置かれている備蓄品である。これらが、生徒何人分に相当するか、

何人に対応できるのか不明だが、量、種類共に不足していることは明白で、今後全生徒 2

日分は確保するように改善を求めたい。また、平素の避難訓練の時に備蓄品の場所などを

教えることも大切で、停電時、どのように誘導するのかなど想定出来うる限り、訓練に取

り入れていただきたい。その訓練の様子など保護者に知らせ、災害時、我が子は学校に居

れば安全であるという確信を持てるよう、万全にしていただきたい。安全な学校であるこ

とは、学校の特色になりうるくらい大事な要素と考える。多くの災害を経験した今年度中

に新たな災害対策を作成していただきたい。 

  

グループ②のカード（島）:「クラブ活動や自治会活動は生徒の生きる力を伸 

             ばしていく」 

プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

   部活動に参加  

クラブ活動が活発で楽しく学校生活を送っている  

 

  プール学院中・高の改善すべき所、課題 

   生徒の自主性に任せた自治会活動  

   全ての部活動の充実  

 クラブ活動の在り方 年々厳しくなる熱中症対策、指導者の確保、計画性、頻度 

 クラブ活動を通して何事も最後までやりとげる精神を持つ人間になる 

   

これらのカードに付けたテーマは 

 「クラブ活動や自治会活動は生徒の生きる力を伸ばしていく」 

  【生】12 現在、いずれかの部活動に参加している、引退まで活動した。 

       肯定的評価 中学 65.9％ 高校 49.5％ 

        課題的評価 中学 34.1％ 高校 47.3％ 
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  【生】13 本校クラブ活動は活発に行われている。 

        肯定的評価 中学 74.4％ 高校 64.0％ 

        課題的評価 中学 25.5％ 高校 36.0％ 

  クラブ活動に関しては、昨年度の評価でもテーマとして取り上げている。 

  【生 12】についての好感度指数は、 

  好感度指数の差（2017 年度－2016 年度） 中学 3.2  高校 －2.0 

  好感度指数の差（2016 年度－2015 年度） 中学 －1.3 高校 9.7 

  【生】13 についての好感度指数は 

   好感度指数の差（2017 年度－2016 年度） 中学 1.6  高校 －1.0 

   好感度指数の差（2016 年度－2015 年度） 中学 －4.0 高校 －3.7 

 昨年の評価では、 

・中学生の生徒数の少なさがクラブ活動に影響を与えていること 

・入部したいがカリキュラム上、不可能な生徒に関して新しいクラブの形を模索してい

ただき、プールの特色になれないかと考える 

とまとめている。 

 今年度も、－数値になったことを委員会では課題としてとらえた。昨年提案したこと

は取り入れられていない。学校は、クラブ活動の種類によっては、校外で個人的に活動、

活躍するよう勧めて応援することも一手だと考える。 

校内でクラブ活動を行う場合は、特に生徒数の少ない中学校では、人数に応じたクラ

ブ活動をぜひやっていただきたい。 

  

 グループ③のカード（島）：「国際教育の必要性とグローバルチャレンジプロ

グラムの今後の課題」 

 

 プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

   国際教育の推進 

外の世界を知る事から進むべき進路を考える 

国際教育 

これらのカードに付けたテーマは 

「国際教育の必要性とグローバルチャレンジプログラムの今後の課題」 

【生】33 【保】28 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。  

      【生】33 肯定的評価 中学 88.0％ 高校 89.7％ 

           課題的評価 中学 11.9％ 高校 10.2％ 

      【保】28 肯定的評価 中学 97.5％ 高校 92.6％ 

           課題的評価 中学  2.5％ 高校  7.4％ 
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【生】34 【保】29 【教】27 

 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。 

 【生】34 肯定的評価 中学 80.3％ 高校 76.8％ 

      課題的評価 中学 19.6％ 高校 23.2％ 

【保】29 肯定的評価 中学 88.5％ 高校 84.4％ 

      課題的評価 中学 11.5％ 高校 15.5％ 

 【教】27  肯定的評価 89.1％ 課題的評価 10.9％ 

国際教育の必要性を考えたときに、学校では国際教育の推進のひとつとして、「グローバ

ルチャレンジプログラム」を実施している。評価としては、プラス指数となっているが、

参加している生徒は全体の 10％未満であり、本来の評価となっているかどうか疑問である。

中学では、好感度指数が前年度より－となっているが、おそらくプログラムに参加できな

いので興味・関心がないのが原因と考える。プログラム自体は取り組みとして評価されて

いるが、多額の費用、留学中の単位認定など生徒全員が経験するのは不可能である。参加

できない生徒には、海外の学校との校内交流、英語力を伸ばすプログラムの充実は評価で

きる。これは、昨年度の評価で課題としてあげた点であり、改善された意味は大きい。 

全員が参加するプログラムとして、現在、修学旅行でシンガポールに行っているが、こ

れは国際理解教育として行われている。これは、生徒にみな等しく海外での経験ができる

プログラムである。しかし、これに関する設問は、【生】10 校外活動の充実を問うている。 

結果は、好感度指数は－である。全員が体験できる修学旅行の内容充実も国際理解教育

の観点からいって大事なことと考える。 

 

グローバルチャレンジプログラムに関する資料 

学 年  中 1  中 2  中 3  高Ⅰ  高Ⅱ  高Ⅲ 

在籍数（名）  ４７  ６４  ５６  ２０５  ２２６  １９８ 

グローバルチャレンジプログラム参加者数（2018年 8月現在） 

出発日  参加学年 対象人数 参加人数 参加率 

4月 1日 カナダ 1年留学 高Ⅱ ２２６ １２ 5.3％ 

4月 25日 ニュージーランド 3か月留学 高Ⅱ ２２６  ４ 1.8％ 

7月 25日 英国 1ヶ月語学研修 高ⅠⅡ ４３１ １９ 4.4％ 

8月 19日 崇徳女子高短期留学 高Ⅱ ２２６  １ 0.4％ 

10月 27日 崇徳女子高訪問 中 3～高Ⅱ ４８７ ２８ 5.7％ 

未実施 オーストラリア英語研修 中 2・3 １２０ 未定  

未実施 英国姉妹校訪問 実施せず    

【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。 
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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 礼拝や宗教行事が日々の生活や、周りの人たちとの関りを考える機会になっている。 

の評価は、高校では肯定的評価（58.4％）と課題的評価（41.7％）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％ 

 

グループ④のカード（島）: 「先生の役目・役割とは何であろうか。理想と現

実を考える」 

プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

 先生は私たちを公平に評価し、ひとりひとりを大切にしてくれている 

先生は信頼できる最も身近な相談相手である 
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 先生と信頼関係ができている 

生徒と教師の信頼関係 

先生との信頼関係が築かれている 

 

プール学院中・高の改善すべき所、課題 

 公平性の原則 

 教員の意識改革 

 5 教科の習熟度 

これらのカードに付けたテーマは 

「先生の役目・役割とは何であろうか。理想と現実を考える」 

 このテーマをつけるのに根拠とした設問は、以下である。設問のあとの（  ）内は、

2016 年度と比較をした好感度指数のアップ度を示す。 

 【生】20 信頼できる先生がいる。（中学＋4.1 高校＋4.3） 

 【生】21 先生はいろんな相談に応じてくれる。（中学＋3.9 高校＋3.7） 

 【生】22 学習についてわからないところがあるときは、先生に質問や相談をしようと思う。 

      （中学 ＋7.9 高校＋2.8） 

 【生】28 先生は生徒を公平に評価している。（中学＋6.7 高校＋2.2） 

【保】16 子どもは信頼できる先生がいると言っている。（中学－5.0 高校＋3.8） 

【保】21 先生は評価を適正かつ公平に行っている。（中学－3.2 高校＋5.3） 

【保】27 学校は生徒や保護者に関する個人情報を守っている。（中学＋4.4 高校＋2.8） 

 【教】５ 生徒からの信頼が得られるよう努力している。（＋3.8） 

 【教】６ 保護者からの信頼が得られるように努力している。（＋1.9） 

 以上の設問に対してそれぞれ評価は、好感度指数がほとんどの項目で上がっている。 

 生徒と教員の信頼度は、今までの評価でも大きな課題であった。しかし、先生方の細かな心

配りで、生徒が、私たちはひとりひとり大切にされていることを感じたからの結果だと考える。 

 一方、残念ながら、改善すべきところにも公平性のカードが島分けされていた。 

先生の公平性とは何なのかを先生自身がもっと考えてほしい。授業をするとき、生徒に話しか

けるとき、どちらを見て話しをしているか、誰をみているか、授業で当てる回数は客観的に公

平さを測るものさしになる。先生の大人度を踏まえてもう一歩努力頂きたい。そうすればさら

に信頼が得られると考える。 

【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。（ ）には好感度指数を示している。 

【生】２３ 国語 課題的評価   中学 19.2％（0.8） 高校 23.2％（1.8）                                                     

【生】２４ 数学 課題的評価   中学 29.0％（－0.7）高校 44.6％（－4.1）                                    

【生】２５ 社会 課題的評価   中学 36.0％（0.2） 高校 29.1％（－1.0）           

【生】２６ 理科 課題的評価   中学 30.5％（1.9） 高校 41.3％（1.9）           
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【生】２７ 英語  課題的評価   中学 22.5％（1.9） 高校 37.1％（－2.6） 

中学、高校ともに 3 割から 4 割の生徒が授業に評価をしていない。 

積年の課題であった「信頼度」の回復が、学力の底上げに繋がるのかが新たな課題であ

る。「あの先生の授業だから、頑張る。信頼できるから教科に興味・関心を持つ」になって

欲しい。理想は、プール学院は信頼できる先生が、しっかりと生徒ひとりひとりを見て公

平に評価しつつ生徒の学力の向上と進路指導を行うという定評になっていただきたい。 

しかし、現実はまだ到達していないといえる。 

 

グループ⑤のカード（島）：「学校に対する誇りと学力向上」 

プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

学校に誇りをもって学校生活を楽しんでいる 

挨拶をきちんとする 

日常生活でのマナー指導・モラル 

 

 プール学院中・高の改善すべき所、課題 

 進学率を抑止学校全体の学力を上げ、行きたい学校にする 

 学年間の評価差 

教師間の指導能力の格差 

高校生への受験対策 

 

これらのカードにつけたテーマは、「学校に対する誇りと学力向上」 

 このグループに関する設問は、「プール学院に対する誇り」に関して 

【生】１ プール学院の生徒であることに誇りを持っている。 

【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。 

 【教】34 プール学院の教員であることに誇りを持っている。 

【教】34 の設問は、昨年度の評価委員からの提言として載せていたことを取り上げていた

だいた形である。大いに評価したい。プール学院に対する誇りは、学校自己評価に書かれ

ている通り、安定して評価されている。 

 日常の挨拶やマナーについての設問は、 

 【生】６ 登下校時には先生や友人にあいさつする。 

 【生】７ 登下校のマナーに気を付けている。 

 【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。 

 約 9 割ちかくの生徒はマナーを守り、社会のルールに則り通学していることが伺える。

保護者もそれを意識して子どもを送り出している。そして教員も意識して生徒の指導に当

たっていることが、これに関した設問の肯定的評価が 100％であることが語っている。 

多くの生徒が「学校が楽しい」と回答をしている。学校生活は安定していると言える。 
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 もうひとつのテーマである学力向上に関しての設問は、 

 【生】15 学校の進路説明会は、自分の進路を考えるために役立っている。 

    肯定的評価 高校 60.5％  課題的評価 34.8％ 好感度指数 1.4 

 【生】16 学校で行われる補習や講習は大学の受験対策としてためになる。 

    肯定的評価 高校 57.3％  課題的評価 42.7％ 好感度指数 －0.9 

 【生】17 HR、講演、進路関係の行事、体験学習などが将来の職業などを考える機会と

なっている。 

    肯定的評価 59.1％  課題的評価 40.9％  好感度指数 －1.8 

 この３つの設問は高校生のみに対して行われたが、学校では大学受験対策が十分でない 

考える生徒が半数近くいる。一方、保護者に対しての設問 20 は、 

 【保】20 子どもは授業内容が理解できているようだ。 

 課題的評価に学年間のばらつきがある。高校での好感度指数が、－3.6 と出ているが、高

Ⅰから高Ⅲと学年が上がるにつれて、肯定的評価はよくなり、高Ⅲでは、肯定的評価は、

85.4％になっている。保護者も受験が近づくと興味をもって子どもを見守っていることが伺

える。 

 教員アンケートからは、 

 【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。 

    肯定的評価 75.0％  好感度指数 2016 年度 －2.6  2017 年度 4.6 7.2↑ 

 この問題も、長年、評価委員会では取り上げてきたテーマであったが、2017 年度に大き

く改善されたことは評価に値する。 

 受験が近づくと子どもたちも意識が変わり、先生方の指導を熱心に仰ぎ、保護者の厳し

くも温かい見守りで、子どもたちの望む進路保証がされることを望む。 

 しかし、学校の自己評価でも授業の理解度が上がっていることは、書かれているが、進

学率の向上に結び付けることが課題である。 

 高Ⅲで受験を意識するのではなく、入学した時から意識を持たせる工夫がほしいと考える。 

     

グループ⑥のカード（島）：「礼拝を大切にしている生徒はキリスト教の精神を

学んでも実践の場は少ないと感じている。悩みを抱えてもスクールカウンセラ

ーは活用されていない」 

プール学院中・高の良い所・伸ばしていきたい所 

プール学院の生徒であることに誇りを持って礼拝や宗教教育も大切にしている 

キリスト教を理解して生活の中心として考えている 

日々の礼拝の大切さ 

礼拝より（宗教行事を通してボランティア活動、地域貢献）学ぶ 

他者への思いやりキリスト教に基づいて人を思いやる心、信頼できる学校になるにはどうしたらよいか 
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プール学院中・高の改善すべき所、課題 

礼拝での学びは、人権問題の取り組みに役立ち、他社への思いやりにつながっている 

宗教行事などを通してのボランティア活動があまり活発でない 

思春期の生徒の悩みを学校で安心して相談できるところがあり、居場所がある 

スクールカウンセラーの使い方 

スクールカウンセラーがあまり利用されていない 

スクールカウンセラーの取り組みを通じていじめや暴力に対して適切な対応 

 

これらのカードにつけたテーマは 

「礼拝を大切にしている生徒はキリスト教の精神を学んでも実践の場は少ない

と感じている。悩みを抱えてもスクールカウンセラーは活用されていない」 

プール学院での学校生活の基本である日々の礼拝と生徒としての誇りに関しての設問は、

以下である。 

【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 81.9％ 高校 71.7％ 

     課題的評価 中学 18.1  高校 28.3％ 

【生】２ 礼拝は大切な時間だと思う。 

      肯定的評価 中学 72.3％ 高校 67.6％ 

      課題的評価 中学 27.7％ 高校 32.4％ 

【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 60.8％ 高校 58.4％ 

      課題的評価 中学 39.2％ 高校 41.7％ 

【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。 

      肯定的評価 中学 57.0％ 高校 63.2％ 

      課題的評価 中学 43.0％ 高校 36.8％ 

【生】５ 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

とができるようになった。 

      肯定的評価 中学 68.4％ 高校 70.2％ 

      課題的評価 中学 31.6％ 高校 29.9％ 

 生徒は日々の礼拝を大切にしている。高校生では高Ⅰ、高Ⅱでやや肯定的評価が少なくなり昨

年度より低くなっているが、高Ⅲでは 8 割近くの生徒が大切に思っている。高校生の多くが高校

に入学してから礼拝を経験するので学年が進むにつれて大切な時間と感じていることは大変評価

できる。 

 しかし、礼拝での学びはボランティア活動、人権 HRを通していろいろな人の立場を知り違いを

認め合う事に必ずしも繋がっていない。2016年度と比較して好感度指数は下がっている。学校の

自己評価でも肯定的な回答が下がっていると記しているが、今後回復できると思われるとしてい
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るが、その根拠がわからない。宗教部の PDCAサイクルを見るとできるだけ多くの生徒が関わるよ

うに取り組みが行われているが、中１、高Ⅰの生徒は入学して日が浅く学びが繋がっていないと

考えられ、全体の数字として下がっていると考えられる。保護者も概ね礼拝を通しての学びを肯

定的に受け止めている。 

 

スクールカウンセラーについての設問は設問６である 

【生】６ 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 71.4％ 高校 76.6％ 

    課題的評価 中学 28.6％ 高校 23.4％ 

 数字から見ると評価はされている。ただ 2016年度と比べて大きく好感度指数がさがって

いる。（好感度指数とは、肯定的評価のことである） 

 PDCAサイクルをみると、「特別支援委員会」が設けられ、課題として「中高の支援が必要

な生徒への全校的な校内支援体制づくりの参画と提起」書かれている。スクールカウンセ

ラーは、不登校生徒、発達障害などの生徒に関して、担任、養護教諭と連携して、それら

の生徒たちが学校生活を安心して送れるよう取り組んでおられる。しかし、評価をしてい

る方からすると、担任は、多くのカリキュラムでその余裕はない。専門のサポートチーム、

コーディネーターが別途必要と考える。一般の生徒は、スクールカウンセラーを身近に感

じていないためこの結果になったと思われる。 

 昨今、様々な障害を抱えた子どもたちが入学してきている。小学校の段階で認定と方策

をジャッジされている生徒もいるだろう。その子どもたちを受け入れる私学は少ない。 

この「特別支援体制（受け入れ、進学・進路の保証と共に）」をプール学院の特色としては

どうだろうか。障害のある子どもにも大きく門戸を広げることはおおきな特徴となりうる

と考える。日本語指導の必要な子どもたち、帰国子女を含めて門戸を広げることも新たな

特色となると考える。 

 

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 

  「災害対策」 

  「クラブ活動や自治会活動は生徒の生きる力を伸ばしていく」 

  「国際教育の必要性とグローバルチャレンジプログラムの今後の課題」 

  「先生の役目・役割とは何であろうか。理想と現実を考える」 

  「学校に対する誇りと学力向上」 

  「礼拝を大切にしている生徒はキリスト教の精神を学んでも実践の場は少ないと

感じている。悩みを抱えてもスクールカウンセラーは活用されていない」 

2016 年度の評価で大きな課題となった生徒と教員の「信頼」は大きく改善されたことは

評価できる。では、生徒、保護者が求める学校への期待は何か。それは、最も多感な思春
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期での人格形成と進路・進学の保障である。 

・キリスト教の精神を根底とする人格教育の徹底 

・体の底から感動し体感できるクラブ活動や自治会活動、グローバル体験 

・教員は、信頼されていることに自信と責任感を持ち、生徒ひとりひとりの満足できる進路・

進学を手に卒業させること 

この３点を重点的に学校運営をしていただきたい。 

 

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関しての要望 

① すべての生徒が参加可能なプログラムの作成（費用の改善も含む） 

② 学校側からの説明だけでなく実際に参加した生徒からメリット、デメリットを聞く

機会を設ける 

③ 評価の設問に参加した生徒、保護者、付き添い教員に対する設問の追加 

 ・クラブの新しい形の提案 

 ・様々な障害、配慮を要する生徒の受け入れコースの新設 

 ・入学者獲得のための新しい作戦 

① 実際に入学した生徒、保護者にプール学院のどこに魅力を感じて入学したかを問う 

② 卒業したばかりの生徒にプール学院の魅力と改善点を聞く（同窓会の協力が必要） 

 ・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 

     

Ⅵ 評価を終えて 

 8 回目の評価が終わった。この 8 年間の間に新校舎の人気での入学者増、そして昨今の入学者数

の激減と様々なことがあった。子どもの数の減少、女子高の不人気など、外的要因を挙げればきり

がない。しかし、こうした状況でも入学者数を確実に確保している学校はある。公立校か私学男女

共学校を選ぶのか、実際に保護者が迷っているのも事実である。 

「プール学院は入学してもらえば良さがわかってもらえるのに」という声を聞くが、まずもって志

望校に選んでもらい、入学して頂く必要がある。Ⅴの提案にも述べたが、プール学院の魅力と改善

点を生の声から吸い上げていくことが肝心である。例え、それが厳しい意見や声であっても、きめ

細かく耳を傾けることが必要であると考える。 

  過去、6 回までもプール学院の未来を考えて様々な提案、要望をまとめてきたが、何一つ取り入

れていただけず、大変残念であった。しかし、今年度は、2016 年度（7 回目）の評価で提案したこ

と 2点（教員アンケートに学校への誇りを尋ねる設問の追加。保護者アンケートの回収率のアップ）

を取り上げていただき、喜んでいる。 

最後に、今回の評価を行う上で、多くの資料、情報をご提供いただいたことに深く感謝致します。 


