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プール学院中学校・高等学校

校長  　安福　朗　

１ めざす学校像

２ 中間目標

１．キリスト教に基づく人格教育

・キリスト教の最も大切な教えである「愛」を学び分かち合い、他者への理解と互いの尊厳を大切にする隣人愛を学ぶ。

・個人の多様性（民族・文化・価値観やライフスタイル等の違い）を積極的に受け入れ、他者への思いやりを涵養する。

・一人ひとりの個性を大切にし、安心で安全な充実した教育環境のもとで豊かな人格教育を実践する。

２．魅力と特色ある教育を実践する

・シラバスを改編し、言語活動の充実を図り、生徒が主体的に取り組める授業を行う。

・授業者は授業の目的と振り返りを実施し、学力の習得を図る。

・授業改善を実施し、研究授業には当該教科或いは教科外の教員の参加を奨励し、教科会において授業改善の協議を定期的に行う。

・ICTを活用した教育活動を実践し、興味・関心を喚起し、思考・判断・技能・表現力を養う。

・生野区等の地域の課題に深く関わりつつ、グローバルな視野を持って多文化共生社会をリードする人間の育成に努める。

３．学校教育力の向上と生徒・保護者の教育満足度の向上を図る

・教科指導、教科外指導と校務分掌の向上を図り、生徒と保護者マインドの学校経営を実践する。

・不登校や心の問題を抱えた生徒へのきめ細やかな対応を実施する。

・個人情報の管理とリスクマネジメントの徹底を図る。

・教職員の働き方改革を実施し、閉校時間の設定と勤務時間と勤務内容の把握を実施する。

○ 生徒

○ 保護者

○ 教職員

○ 分析

教職員アンケート(自己評価)、生徒・保護者アンケートや学校評
価委員会の評価により、校務全体の問題や課題が明らかになっ
た。中学生の学習に関するアンケート結果が昨年に比べて意識が
低くなっている。これが年齢に起因するものなのか、問題がある
ことなのか推移を見ていく必要がある。

２０２１年度　プール学院中学校・高等学校　学校評価

　
プール学院は「キリスト教の精神を根底とする霊的人格教育」を行い、この精神を将来においても守り、安定的かつ持続的な学校経営をめざ
すために、教育内容を充実させ、社会的要請にもこたえ得る教育活動を実践する。また、「グローバルな視野に立ち、愛と教養をもって社会
に貢献できる人間」、「精神的なもの、目に見えないものに価値をおき、他者に奉仕できる人間」、「困難や逆境に負けない忍耐力をもっ
た、問題解決のできる人間」を育成する。
　

・アクティブ・ラーニングを積極的に採用し、特に英語教育おいてはE-Actと称する本校独自の英語でのコミュニケーションスキルの向上
のプログラムと海外留学制度を実践している。

・授業評価、いじめアンケートや学校行事後のアンケートを基に、PDCAサイクルにより校務の検証を実施し、丁寧で満足度の高い教育活
動を実践する。

・スクールカウンセリングの利用が校門から直接、カウンセリングルー
ムに行けることが評価できる。心身の不調を訴える生徒の活用を期待す
る。

保護者が制限付きで参加できる行事が多い中、ライブ配信等が増
えていることは評価できる。さらに、配信については検討を進め
る。

ICTを活用した授業の研究が進んでいる。校内外の研修に参加す
ることで、質的向上への理解が進んでいる。

【自己評価アンケートの結果と分析・学校評価委員からの意見】

・新型コロナウィルス感染症蔓延防止の策が緩和し、少しずつ学校行事
が行われ始めていることが生徒にとって満足度を高めている。生徒の身
だしなみや登校の姿も良くなっている。

・グローカル教育を通じて地域社会に目を向け、さらにはグローバルに
物事を捉え視野を広く持てることができるよう指導されている。

・学校教育や学校行事が計画通り実行されていることから、生徒は社会
や学校でのルールを守って生活することが大切であることを自覚・認識
できていると感じる。

自己評価アンケートの結果と分析（2022年2月実施） 学校評価委員会からの意見

・毎朝の礼拝を通じ、他者への思いやりや他者を認める姿勢を持
つことができている。
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今年度の重点目標 具体的な取組計画・内容 評価指標 自己評価

（１）建学の精神に基づく人格教育

ア、キリスト教の教えを基に愛と隣人
愛を学ぶ

①毎朝の礼拝を行う。
　

②宗教行事を大切にし、生徒主体の行事
とする。

③研修などにより人権意識を醸成する。
　

④社会性、マナーをしっかり身につけ
る。

①毎朝の礼拝での聖歌の賛美と聖書のみ
言葉を受け入れることから、キリスト教
の基本的な精神を学びとり、実践に移す
ことを心掛ける。生徒のアンケートから
「礼拝が大切な時間だと思うと感じてい
る」は中学77.7％、高校84.1％である。
②宗教行事を通して、ボランティア活動
を中高共に中学56.9％、高校70.6％の生
徒が身近にか感じるようになっている。
③人権意識に関しては人権講座等の実施
から生徒の約80％、保護者の約85％が人
権を尊重する意識を育てようとしている
と評価している。
④校則を守って学校生活を送ることにつ
いて中学生は92.0%、高校生96.9%があて
はまると答えており、規範意識は高いと
考える。

①生徒、保護者アンケートにおいても高い評価
を得ている。昨年と比べると中学生が-7.5%、
高校生が
+10.5%である。高校1年生の評価が高い。
②教員のアンケートにおいても、朝の礼拝と終
礼指導により、学院全体が愛と奉仕の精神や隣
人愛を学ぶ態勢となっていると理解されてい
る。
③学校関係者評価委会の結果報告においても、
中学生の意識が下がったことがきがかりであ
る。推移について見守り必要がある。

イ、多様性の理解 ①多様性の認知を行う。
　
　
　
②隣人愛を醸成する。

①総合的な学習の時間、GlocalStudy等
の教科横断的な学びの機会を設定し、民
族・文化・価値観やライフスタイル等の
違いを理解する教育を実践し、生徒の8
割以上の満足度を得ている。
②昨年度と同様に今年度もコロナ禍のた
め海外修学旅行、短期・長期の留学制度
や交流校の来校等、海外研修ができな
かった。校内でできるE-Act等による国
際教育を積極的に推進し、生徒と保護者
から高い評価を得ている。

キリスト教の精神を常に心に受けとめ、異文化
に接する機会等を通して、世界のさまざまな
人々の生活、考え方や価値観を理解することで
人類愛を育んでいる。また、学校関係者評価委
員からもグローカル教育に力を入れている点を
評価していただき、これからも積極的に取り組
んでいきたい。

ウ、豊かな人格教育 ①キリスト教教育を礎に、愛と奉仕の心
をつなぎ、人と社会をつなぎながら生徒
の未来を創る一人ひとりを大切にする豊
かな教育環境を創出する。
　

①学校は楽しいといった質問内容に対
し、中学生は76.2%、高校生は82.1%の生
徒があてはまるとし、保護者は約90％相
当あてはまると見ている。中学生の評価
が昨年より4%程度低いが、学校の教育活
動が十分認識されいると解釈できる。
②創立140年に及ぶキリスト教主義の学
校として大阪府をはじめとした近隣県へ
の認知度も高く、大きな期待を付託され
ている。

歴史ある良き伝統を守りながら、改善を進めて
いる校長への期待感が学校関係者評価員会から
寄せられている。また、新型コロナウィルス感
染防止を念頭に置き、制限はあるもののボラン
ティア等の活動に参加する生徒が多いことは生
徒の意識が高いことを示している。

（２）グローカル教育

ア、文部科学省指定の多文化共生グ
ローカル型の取り組み

①文部科学省指定「地域との協働による
高等学校教育推進事業（グローカル
型）」のアソシエイト校として採択を受
け、地域協働学習GlocalStudyを開講し
た。
　
②教科横断型の探求学習や姉妹校、協定
校との交流を実施する
　

①学校設定科目「GlocalStudyⅡ」と
「GlocalStudyⅡ」を開講し、高校2年生
が　　50名、高校1年生が56名が受講し
た。昨年度より数が大きく増えている。
多くの生徒が多文化共生をめざす大阪市
生野区の課題について探求的に学習し、
グローバルな課題に出会うきっかけとな
り、地域を知り、さらに外国語を学習す
る意欲を高めることができた。
②生野区役所、聖公会生野センターとコ
ンソーシアムを構築し、大阪市生野区か
ら発信する多文化共生社会の実現をめざ
すカリキュラムを編成した。

多文化共生の認識、生野区における「共生」の
実態を理解し、私たちができることを考えるカ
リキュラムを終えることができた。生野区役
所、聖公会生野センター、生野本通り中央商店
街、リゲッタ等に協力を依頼し、ワークショッ
プ等を開きながら、生徒たちの多文化共生の興
味関心を喚起し、教科横断的な探求活動を引き
続き行っていく。

（１)特色ある教育活動の実践
ア、シラバスの改編 ①年度ごとに中身を精査しシラバスを改

編している。
②シラバスを生徒に説明し、授業のねら
いや（到達目標）、学習方法や評価方法
を明示することにより、学習への意欲喚
起と自学自習の習慣をつける。

①生徒の授業評価においても中学・高等学
校で肯定的な意見である。国語（中学87％、
高校81.2%）、数学（中学61.9%、高校74％）、
社会（中学72％、高校77.1%）、理科（中学
70.4％、高校78.2％）と英語（中学76.7％、
高校68.8%）
②保護者の授業アンケート（授業内容が理
解できる）においても中学67.8％、高校
83.5%と評価されている。中学校の評価7割

教員の自己評価の項目「教科内容に興味を持て
るよう配慮した授業を行っている」93.8%や
「生徒は授業を集中して聞いている」100％と
高く授業に対して意識高く取り組んでいること
がわかる。

イ、授業改善 ①管理職が授業観察シートに基づき観察
を行い、適宜アドバイスを行う。

①新規採用の任期制専任と非常勤講師の
授業観察を終え、アドバイスを校長が
行った。
②教科会で授業改善の取り組みについて
検討を行った。

①年間の授業計画を説明し、計画通りに行って
いるとの評価は教員の92％を超えている。
②小テスト週末課題の検討や期末考査の複数教
員による検証を毎考査ごとに行い、試験問題や
採点ミスが防止している。

ウ、ICTの活用 ①各教室常設のパソコンの稼働率の向上
をするために、ハードディスク交換、メ
モリーの増設を行った。
②コロナ禍における行事でオンライン配
信を行った。

①各教室のITインフラを活用した充実し
た教育活動を行うことができた。
②教科、学年の特徴や特色を生かした授
業、総合的な学習の時間、ロングホーム
ルームや学校行事等にICT教育が十分生
かされている。

ICT委員会を中心に、教育活動全般にわたるICT
化を促進し、都度ICT勉強会を開催し、教員の
負担感の解消や習熟するまでの時間の削減に貢
献している。半導体不足により必要数の端末が
届いていないことが懸念材料となっている。

エ、英語教育のアクティブ・ラーニン
グ「E－Act」等の実践

①英語ネイティブの外部人材を活用し、
英語に親しみ、英語を通したコミュニ
ケーションの充実を図る。

①英語に親しみ、英語の発話によるコ
ミュニケーショを図ることができた。
②保護者は英語を活用した国際理解教育
に関心が高く、学校の教育方針が良く理
解されている。

英語のアクティブ・ラーニングであるE-Actへ
の参加保護者が増えていることは、教育活動へ
の理解と期待感の表れと理解できる。

本年度取組内容及び自己評価
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（１）全てのステークホルダーの満足
度向上

ア、教職員の資質の向上 ①校内研修の実施や校外のオンライン研
修への参加を奨励した。

①校内研修の実施や校外研修への参加に
より、教員の資質が向上している。
②個人から組織を生かした協働で校務を
遂行するようになった。

①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との評価を得ている。
②資質の向上が学校の教育力につながり、プー
ル学院の満足度向上に結びついている。

イ、校務の見える化 ①年度初めに教職員と校長が面談を実施
し、前年度の振り返りと新年度の校務内
容と進捗計画の確認を行う。
②校務遂行に当たっては５W1Hを明確に
し、学年、校務分掌などのチームや組織
を活かした協働姿勢を積極的に推進す
る。
③出退勤の電子管理を促進し、在校時間
の長時間の教職員には校長が適宜面談を
実施する。
④学校ホームページに教育活動について
の情報提供を行い、頻繁に更新する。

①教職員との面談から、学校の課題や教
職員の悩みなどを学院経営層が把握でき
る仕組みを構築した。

教員の自己評価から生徒からの信頼が得られる
よう努力している及び保護者から信頼が得られ
るよう努力している項目には98％以上が当ては
まると評価し、校務遂行における正確で迅速な
処理だけでなく、生徒と保護者視点を理解され
た職場環境の醸成がされている。

ウ、校務のPDCA化の促進による課題の
発見と改善策の実践

PDCAの校務遂行サイクルを教職員の理解
のもとに行い、問題意識を常に持ち、改
題への対策は部会、係会、教科会等で複
数の教員の経験と知恵を基に行う。

コロナ禍において私学課や保健所のガイ
ドラインに従って対応できた。緊急連絡
にもフェアキャストやホームページを
使って迅速に対応した。

一斉の電子情報発信システム(フェアキャスト)
を活用し、不測の事態への対応は保護者から評
価されている。

エ、不登校生徒や心の問題を抱えた生
徒対応

①担任、学年主任、管理職、養護教諭に
よる支援委員会やサポート委員会を頻繁
に行う。
②スクールカウンセラーの情報を当該教
員内で共有する。
③スクールカウンセラーを講師とした研
修会を年1回は実施する。

①学年会と生徒指導部会の情報共有を頻
繁に行った。
②大阪府教育庁私学課との頻繁な情報共
有と適切なアドバイスを受けることがで
きた。
③いじめアンケート等を1回以上実施し
た。

①学校関係の悩みから転出する生徒が依然とし
ていることは今後の課題としたい。
②養護教諭と校長の打ち合わせを月1回設定
し、不登校、心に問題を抱えた生徒対応に資す
る対策を講じるている。

（２）働き方改革

ア、校務内容の自己把握 ①出退勤時間の自己把握に基づき、校務
内容を自己把握し、学年、グループによ
る協働態勢を徹底する。
②情報の共有化と知識と経験の伝承を行
う。
③後進の育成を行う。

タイムスタンプの導入を通して時間外労
働の定義と管理職による認証と時間外手
当の検討をし、人事制度、各種手当と慣
行化した内容を明文化する準備に入り、
具体案を構築した。

プール学院の教員である誇りをもっているアン
ケート調査の98％をさらに向上させ、職場環境
の整備と労働満足度を高めるためのワーク
ショップや研修会を実施する予定である。

長時間労働、属人的校務執行や従来の働き方へ
の考え方を改善し、働きがいのある職場環境に
するための管理職との意思疎通しやすい職場環
境の醸成はできつつある。引き続き、勤労満足
度を高め、より良き教育活動ができる職場環境
となる施策を講じる予定である。
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ィ、出退勤の電子管理 ①教職員の勤務実態の自己把握をするた
めに、出退勤の情報を電子化した。
②教職員の最終退勤時間を20時30分を継
続した。

出退勤状況に鑑み、校長が個別に業務内
容を確認或いは現状の課題などをヒヤリ
ングすることで対策の一助とし、顧問弁
護士、社会保険労務士やコンサルティン
グ会社に相談し、システムの構築を行っ
た。


