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令和３年（202１年)度 箕面自由学園における学校評価についての報告 

 

学校教育法施行規則に則り学校評価を実施。文部科学省「ガイドライン」に従い、 

 

① 学校が運営目標を設定し、達成状況を把握・整理し取り組みの適切さを検証することにより、学校

運営を組織的・継続的に改善すること。 

② 学校が評価の実施とその結果を説明・公表することにより、保護者、地域住民の学校運営に対する

理解と参画を得て、信頼される開かれた学校づくりを進めること。 

③ 学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件設備等の必要な措置を講じ

ることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること。 

 

の三点とし、教職員による自己評価、保護者・生徒による評価を、以下の通り実施しました。 

 

①教職員による自己評価（アンケート方式） 

評価対象期間 ２０２１（令和３）年度 （約９ヵ月間） 

評価実施時期 令和3年１２月８日～１２月３１日 

 

②保護者による評価(アンケート形式) 

評価対象期間 ２０２1（令和３）年度 （約９ヵ月間） 

評価実施時期 令和3年１２月８日～１２月３１日 

 

③生徒による評価(アンケート形式) 

評価対象期間 ２０２1（令和3）年度 （約９ヵ月間） 

評価実施時期 令和3年１２月８日～１２月３１日 

 

それぞれ、 

評価項目「学園精神」「手続き等案内」「施設整備」「広報活動」「HP」「教材・教え方」 

    「授業展開」「知的好奇心」「学習環境」「オンライン授業」「進路個別指導」 

    「進路情報」「生活指導」「相談対応」「相談機会」「人権教育」「清掃指導」 

    「生徒・自治会」「部活指導熱意」「部活環境」「修学旅行」「学校行事」「図書館」 

「食堂」「安全・健康管理」「心身ケア体制」「感染症対策」「緊急情報」「PTA活動」 

の、３０項目により評価しました。 

 

また、保護者に対しては、「学校満足度」「学校推奨度」を、生徒に対しては、「学校満足度」を、 

教員に対しては、「学校満足度」をそれぞれ自由記述で評価をお願いしました。 
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昨年度に引き続き、外部業者(株式会社 ブレインアカデミー)に、データの集計・処理・分析を委託

し、令和４年２月に集計結果および分析が戻ってきました。 

 

１ 回収率 

 アンケートの回収率は、生徒 77.2％、保護者 47.2％となった、生徒は昨年度より 7.5％増加、保護者

は 2.7％減少となった。保護者の回収率は引き続き向上策を検討する必要がある。但し、中学校・高等学

校間及び学年間での回収率の差が 20％に留まっており、特定の学校、学年に偏った回収がないことから、

本アンケートの分析においては一定の精度を保つことができていると思われる。 

 

２ 学園精神の理解 

 学園精神の理解については、肯定的評価（「大変満足している」・「満足している」）の割合が保護者

90.4％・生徒 81.0％・教員 91.5％と高く、認識差も少ない。三者共通して学園精神の深く理解し、教育

活動が展開されていることが伺える。校長をはじめとして、教員全体に対するポジティブな評価が自由

記述に多く見られ、校長及び教員一人一人の生徒・保護者に対する関わり方が学園精神の理解の醸成に

つながっているものと思われる。 

 

３ 施設設備・広報等 

 施設設備については、肯定的評価（「大変満足している」・「満足している」）の割合が保護者 71.9％・

生徒 61.9％・教員 45.8％と他の質問項目に比べて評価が低い。但し、中学 1，2，3年生については、一

定の評価を得ている。「箕面自由学園の施設内は整備が行き届いている」との質問表現であるが、自由記

述を参照すると校舎等建物の印象やイメージに関する意見が多く、やや質問の意図とは異なる点がこの

質問の評価に反映されていることが伺える。また、広報活動については、教員と生徒にやや認識差がみら

れ、広報活動の充実についてやや生徒の認識が低い。 

 

４ 学習 

 箕面自由学園においては、三者の認識差が比較的少ない。他校では、教員が自らの授業を生徒目線で客

観的に評価すること、生徒の授業の様子を保護者に伝えることが課題となっているところも少なくない

が、箕面自由学園においては、それらの課題が一定レベルでクリアされている様子が伺える。 

 

５ 進路指導 

 進路指導に関する質問については、肯定的評価（「大変満足している」・「満足している」）の割合が三者

とも 85％以上の高い評価を得ているが、あえて課題をあげるとすれば、進路情報（「学校は進路に関する

情報やガイダンスなど十分に行っている」）について、教員・生徒の肯定的評価が 95％以上であるのに対

して、保護者の評価が 89％とやや低くなっている点が挙げられる。進路行事の実施内容含め、保護者へ

の情報提供等の充実が課題と思われる。 

 

６ 生徒指導 

 生活指導、生活習慣等に関する項目も、肯定的評価（「大変満足している」・「満足している」）の割合が
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80％以上あり高い評価を得ている。但し、三者の評価において教員の評価がやや低く、教員の教育的視点

においては更に改善・充実すべき点が残されているものと思われる。 

 

７ その他の項目 

 部活指導熱意（「クラブ活動に対する教員の指導は熱心で満足できる」）について、肯定的評価（「大変

満足している」・「満足している」）が、やや保護者の評価（84.8％）と生徒の評価（87.3％）、教員評価

（95.8％）とで認識差がでている。部活動に関しては、生徒の満足度・ニーズを教員が把握して認識差を

埋めることと、保護者への情報共有が課題と思われる。 

 

８ 入学満足度 

 入学満足度については、生徒の肯定的評価（満足している・やや満足している）の割合は、昨年度より

2.7％向上し、84.8％となってた。保護者については 2.0％、教員については 2.4％減少したが、両者とも

90％を超えており高い入学満足度を維持できている。 

 

９ 入学推奨度 

 入学推奨度については、「はい（勧める）」と回答した保護者が 60.2％となり昨年度とほぼ同じ数値と

なった。「どちらとも言えない」が 34.8%で昨年度より 1.3％減、「いいえ（勧めない）」が 5.0%で昨年度

より 1.2％増となった。 

 

各質問別の評価の比較からの考察 

※（）内は肯定的評価の割合％（保護者：生徒：教員） 

※矢印は昨年度との比較（昨年度より上昇↑、昨年度と同じー、昨年度より減少↓） 

 

質問 1 学園の精神が理解でき、浸透している   

(90.4↑:81↑:91.5↑) 

（P）本学園は「マナー・学力・課外活動のバランスがとれた、極めて上質の普通の学校」を

めざしています。マナーをわきまえた上で、自由に伸び伸びと個性を発揮する。そんな

生徒に育ってほしいと願っています。 

（D）普段の HRや授業、クラブ活動などの学校教育活動を通じて、浸透させていく。 

（C）保護者・生徒・教員の 3者共に評価が昨年度に比較して向上している。生徒たちの学園

の精神の理解が他に比べると低い。 

（A）引き続き、普段の HRや授業、クラブ活動などの学校教育活動を通じて学園精神の理解の

浸透を促し、「教養高い社会人」の育成に努めていく必要があると考えます。 

 

質問 2 箕面自由学園への諸手続きなどの案内はわかりやすい 

 (94.1↑:88.3↑:81.9↑) 

（P）入学前の手続きから入学後の諸手続き、卒業に向けての案内など事務と連携して、わか

りやすい案内に努める。 
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（D）紙による案内では冊子にするなどの工夫を行った。また、紙による案内からオンライン

での案内に随時変更している。 

（C）保護者・生徒にとってわかりやすいが教員はやや不安を抱えている。 

（A）事務と教員が協力して、わかりやすい案内に努めてまいります。 

 

質問 3 箕面自由学園の施設内は整備が行き届いている  (71.9↓:61.9↑:45.8↑) 

（P）生徒数の増加に伴い、必要な施設を整備する必要がある。 

（D）小学校校舎を有効に活用し、各校園の施設を有効に活用するなどを実施した。感染拡大

防止のためのパーティションなどを設置した。 

（C）生徒、教員はかなり否定的であるが、昨年度にくらべると評価は向上した。保護者は比

較的肯定的だが、昨年度よりやや評価が低くなった。なお、別紙、保護者自由記述にお

いて多かった意見は、「食堂(の利用可能人数)」・「トイレ(の数)」・「体育館(の空調)」・

「自転車置き場(の屋根)」・「校舎(の老朽化)」などが挙がっていた。 

（A）具体的にどのような施設が行き届いていないのかを知り、可能なかぎり早急に対応が求

められる。法人(本部)とも連携をし、中期的・長期的な展望も必要だと考えます。 

 

質問 4 箕面自由学園の活動が広まる広報活動ができている  (92.3↑:87.1↑:96.8↑) 

（P）新しい取り組みなどの情報をホームページや LINEを使って効果的に発信し、体験型のオ

ープンキャンパス、講演型の学校説明会、高校入試に直結する科目別攻略説明会や中学

入試に直結するプレテストなどの告知チラシを作成し、小・中学校や塾に対して案内す

る。 

（D）コロナウィルス感染拡大防止のための緊急事態宣言等を受けて、年度当初の予定を変更

し、1回当たりの収容人数を少なくするなど感染拡大防止対策を徹底しながらの広報活動

を実施した。 

（C）生徒・保護者は直接イベントには参加していないが、広報活動については概ね肯定的な

評価がなされており、昨年度よりも評価が向上した。生徒についてはやや評価が低い結

果となった。 

（A）今年度と同様に学習活動・クラブ活動等、積極的に本校の活動を広める工夫をしていく

とともに、生徒の評価も向上するような新たな広報ツールを模索する努力も必要である

と考えます。 

 

質問 5 学校のホームページは必要な情報が掲載されており有効に活用できる 

 (89.9↑:85↑:95.7↑) 

（P）ホームページの活用は大きく 2つの目的があると考えます。1つ目は、学内(在校生・保

護者)向けであり、もう一つは学外(受験生・保護者)向けである。それぞれに向けて必要

な情報を掲載する。また、最新情報をできるだけ速やかに更新することが、ホームペー

ジを閲覧する人のニーズに沿うことになると考えます。 

（D）入試企画室と連携し、ホームページの速やかな運営を実施した。 
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（C）概ね肯定的な評価であったが、教員に比べると、在校生と保護者の評価がやや低い。 

（A）普段の学校教育活動をより詳細に記録し、個人情報に配慮しながら、保護者や外部への

情報発信を図りたい。また、学内にも学外にも効果的であると思うので、今後は各学

年・クラブで意識するように心がけたい。 

 

 

 

質問 6 先生は授業における教材や教え方に工夫をしている  (88.1↓:90.9↑:95.8↓) 

（P）従来の授業方式に加え、生徒教員共に iPadを所持している環境を生かし ICTを活用した

授業を展開する。高校では、受験指導も教科によっては短期間で効果を出す必要があ

り、教員自らオーダーメイドテキストを作成し、幅広い学力層の授業に対応する。 

（D）授業内で、ICTを活用する場面が以前よりも増えた。 

（C）保護者の評価がやや低い結果となった。授業の様子等について情報が不足しているため

肯定的評価がやや少なかったものと思われる。 

（A）ICTを活用した授業や受験指導におけるオーダーメイドテキスト等の活動の様子をより

保護者と情報共有できるよう取り組み、保護者の評価の向上を図りたい。 

 

質問 7 先生は生徒の理解度に合った授業展開をしている  (82↓:85.9↑:93.6↑) 

（P）特に理解度に差が出やすい、英語・数学に関しては学年、コースによって習熟度別授業

を展開する。その他の教科についても苦手な生徒にはフォロー体制を敷く。 

（D）習熟度授業や放課後などを通じて、生徒の授業内容理解に努めた。 

（C）現状のマンパワーにおいて出来る限りの対応はしてきているが、まだまだすべての生徒

を救い切れていない結果であると考える。 

（A）生徒の評価は向上しているため、引き続き次年度に向けて、さらに生徒の学力を確認す

る場面を増やすと共に ICTの活用を進めていき、生徒の理解度向上に勤めていく。 

 

質問 8 授業で知的好奇心が刺激されている   

(77.3↓:79.5↑:81.9↑) 

（P）教科課程内の授業においては、学習指導要領に沿った指導などが必要であり、なかなか

知的好奇心を刺激する内容までは展開する時間が欠ける。そこで、総合的な学習の時間

や、学校設定科目であるコース別授業や放課後を活用し、生徒の知的好奇心を刺激した

い。 

（D）総合的な学習の時間やコース別授業、放課後などで様々な形の授業を展開していた。 

（C）総合的な学習の時間やコース別授業、放課後を担当する教員にとっては、教科書のない

授業を展開していく面もあり、やや手探りの場面も続いていたが、それらの取り組みが

に関する情報が保護者に十分に届いていないものもあったことが保護者の評価がやや下

がった点と思われる。 

（A）次年度に向けて各授業などの内容を再度点検し、好奇心を刺激する内容を展開していき
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たい。また、保護者への情報発信・情報共有の手段も工夫を行いたい。 

 

質問 9 授業や学習に関する環境・施設は充実している  (84.5↑:84.8↑:70.2↑) 

（P）授業や学習に関する環境については ICT環境の整備などでより一層の充実を図る。一方

で、施設面では、校舎規模の問題もあり、各部署や高等学校との連携をより深めていく

ほかない。 

（D）日常生活の環境においては、ICT環境の整備を進めた。具体的には各教室への LANの設

置や Wi-Fiの増設、さらにはスピーカーの設置などである。これにより教員側が授業を

実施する際のスムーズさは各段に向上した。 

（C）コンパクトな校舎である事実は間違いなく、授業の移動教室で他校園の設備を借りてい

る面からも、この数字の向上は中々難しいと考えられる。図書館の出張貸し出しや、お

弁当の移動販売など、生徒の利便性向上には努めてはきた、それらの取り組みによって

昨年度よりは評価が向上した。 

（A）次年度も引く続き、サービス的な面で生徒がより利便性が向上したと思うことができる

環境を作っていきたい。 

 

質問 10 臨時休校期間中のオンライン授業に積極的に取り組んだ  (86↑:83.5↑:77.7↑) 

（P）2020年度は、本校にとってオンライン授業元年であり、実施できることにチャレンジし

ていく年である。お互いの創意工夫を教員間で共有し、実施していく。 

（D）2020年 4月からのオンライン授業は、生徒の負担も考えつつ実施出来た。 

（C）オンライン授業の実施に際しては、通常の授業と変わらず取り組むことができたという

生徒がいる一方で、積極性を涵養する所までたどり着けたかは疑問が残る。しかしなが

ら、オンライン 2年目である今年度は、昨年度よりも着実に評価を向上させることがで

きた。 

（A）引き続き、オンライン授業の際に教員と生徒間での双方向性に加えて、生徒間でのコミ

ュニケーションも出来る場を作っていくことで、生徒の積極性を引き出せるようにして

いきたい。 

 

質問 11 担任や進路担当の先生は進路に関する指導を個別に親切に指導している 

 (85.4↓:93↑:100↑) 

（P）進路指導は、単なる「受験指導」ではなく、「生き方指導」であると考えています。教科

指導も生徒指導も部活指導も HR指導も全ての指導が「進路指導」であると考えていま

す。 

（D）みんなでがんばる、最後までがんばる、自分のちからを信じる、の 3点を軸に指導を展

開。エナジードなど、これからの時代を見据えたキャリア教育も実施した。 

（C）生徒・教員については極めて高い評価を得ている。保護者が比較的低い評価となってい

る。 

（A）引き続き、ポートフォリオ(キャリアパスポート)にもつながる形で継続的に記録してお
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くことを意識したものを作成していきたい。また、生徒が高く評価している（生徒の可

能性を引き出す）本校の進路指導の魅力を保護者にも伝わるよう工夫をしていきたい。 

 

 

質問 12 学校は進路に関する情報やガイダンスなど十分に行っている 

 (89.2↑:95.2↑:96.8↑) 

（P）「自分らしく主体的に生きる」ことを認識させたいと考えています。過去は変えられない

が未来と自分は変えられることを意識させたいと考えています。 

（D）それぞれの学年に応じて必要な進路ガイダンスを行った。 

（C）生徒からの反応も大きな問題もなく、概ね適正に実施出来ていると考える。 

（A）次年度に向けて、さらに充実した進路ガイダンスの実施、進路情報の保護者生徒への提

供を行っていく。 

 

質問 13 総合的に見て、本校の生徒指導に満足している  (89↓:81.3↑:84↑) 

（P）生徒指導部では実践目標の 1つに「規律と礼儀・マナーある言動を使用」を掲げてい

る。あいさつ・身だしなみの重要性を、HR・全校朝礼を通じて生徒に啓蒙する。 

（D）新学年当初、校門前・校舎玄関において「生徒への声かけ」を行った。全校朝礼など

で、身だしなみについて、その重要性を説明した。特に TPOを自ら考えることに重点を

置いた。 

（C）以前より、学園内外からあいさつについては高い評価を得ている。アンケートでも特に

保護者から高い評価を得ている。生徒からの評価はそこまで高くないが昨年度に比べて

向上している。 

（A）引き続き、なぜ指導をしているのかを理解させること、頭ごなしの一方的な指導になら

ないこと、社会の変化に即応した校則の見直しを進めていく。 

 

質問 14 学校は規範意識や生活習慣が身につくよう指導している  (91↓:89.1↑:79.8↓) 

（P）本来なら校則はなくてもよいものだと思っているが、学校は共同生活をする場所であ

り、環境の異なる多くの生徒がより気持ちよく学校生活をしていくためには、最小限の

規律・校則は存在するべきである。 

（D）新学年の初めに HR・オリエンテーションを通じて、校則の必要性とその内容を説明し

た。「SNS講習」「自転車安全講習」を実施した。 

（C）保護者・生徒・教員全般から比較的高い評価を得ている。しかし、個別の事例でいう

と、スマホ・ゲームを原因とする生活習慣の乱れが少なからず見られる。 

（A）何が間違っていたのかを生徒が自覚できるようになることを念頭に置いて指導をしてい

る。その結果、同じ間違いを繰り返すことが減ってきたように思う。ただ、通学路など

学校外での行動・家庭生活については、学校の指導ではなく本人の道徳意識・自制心を

育むことを重視すべきであると考える。 
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質問 15 先生は相談にのっている   

(86.3↓:90.9↑:97.9↑) 

（P）生徒アンケートの活用を元に学年団による適切な生徒へのカウンセリングに加え、心の

ほっとルーム(学園の相談施設)とも連携して生徒達の相談に対応していく。 

（D）毎月のアンケート実施、それに基づき早期対応を心掛け、必要に応じて心のほっとルー

ムのカウンセラーも交えながら協議し、必要な対策を行った。 

（C）やや保護者の評価が低いが全体として、十分に対応出来ていると考える。限られた教員

団の中で生徒が適切に自分の状況に合う教員に相談できていない可能性を感じる。 

（A）次年度に向けて、中学校高等学校教員全員が一丸となって、どの学年の生徒の話でも聞

くことが出来る心がけをしていく。 

 

質問 16 学校に相談する機会（三者面談など）は十分にある  (90.1↓:95.3↑:98.9↑) 

（P）年間を通じて、適切な時期に三者面談等を実施する。それに伴い事前の二者面談も実施

する。 

（D）社会情勢にともない学校行事の日程変更などもあったが、zoomなどを利用することによ

り適切な時期に三者面談を実施した。その他にも必要に応じて電話連絡などを行った。 

（C）結果として適切な時期に実施出来ていたことが伺える。やや保護者の評価が昨年度より

も低くなったが、90％以上が肯定的評価を行っており活動についてはよい評価を得てい

るものと思われる。 

（A）次年度は Classiや Google Classroomなど ICTの活用にも取り組んでいき、必要な時期

に適切に保護者や生徒と話が出来るように心がけていく。 

 

質問 17 学校は人権を尊重する態度や意識を育てようとしている 

 (89.8↓:90.6↑:91.5↑) 

（P）人権教育推進部の基本方針である「生命の尊さ」を軸に「様々な諸問題を知るととも

に、自ら考える姿勢を養う」ことを目標とした。 

（D）新入生に対しては入学してすぐに人権 HRを実施。他者との違いを受けいれる、多様性を

認める、などをテーマにした。中学校においては、全生徒に対しては「いのちの授業」

と銘打って各教員が所属する学年団に関わらず様々なクラスで個々の視点から「いのち

の大切さ」について説いた。また、世界人権デーである 12月 10日の週には朝礼時に放

送にて人権作文を読み上げ、人権感覚を養った。年間を通して定期的にクラスへの帰属

意識を高める HRなども行い様々な観点から「他者」ならびに「自己」を尊重する姿勢を

養った。 

（C）アンケートでは生徒・教員・保護者の評価は概ね良好であった。 

（A）道徳や HRの授業だけでなく、日常から高い人権感覚を教員が持ち、生徒に示していく必

要があると感じる。人権問題を扱った校内研修なども有効であると考える。やや保護者

の評価が低いが、学校での取り組みの様子について、さらに情報共有を図ることで改善

できるものと思われる。 
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質問 18 清掃活動や環境美化に対する指導をしている  (87.3↓:81.9↑:67.1↑) 

（P）学校で生活する全員が気持ちよく学校生活をしていくためには、どのような環境が望ま

しいかを考えさせる。学期ごとの大掃除に積極的に参加するようにする。 

（D）日々の清掃活動。各学期に複数回大掃除を実施。定期的に校外での清掃活動も実施。 

（C）日々の清掃はクラスによってばらつきが見られるが概ね良好である。大掃除は生徒が積

極的に参加していた。アンケートでは生徒・教職員からの評価がやや低いが、昨年度よ

りも評価は向上した。 

（A）引き続き、日々の清掃への取り組み方を工夫し、もっと美しい環境をつくることの必要

性を説明することに取り組む。経験的に、きれいな教室のほうが勉強に取り組む意欲が

高くなり、人間関係などのトラブルが少なくなると思われる。 

 

質問 19 生徒・自治会の活動は盛んである   

(87.3↓:85.1↑:83↑) 

（P）学校行事の多くは生徒・自治会が主導するべきだと考えるが、中学生に対しては教員の

支援がある程度必要であると考えます。 

（D）多くの行事に自治会が携わった。 

（C）多くの行事に自治会が携わり、自治会が主導する場面も多くみられた。アンケートの評

価にも表れている。ただ、生徒からの評価が少し低いが昨年度よりも評価は向上した。 

（A）生徒は、「出番」を与えられるだけでなく、「企画」の段階からより主体的なかかわりを

欲しているように思われる。コロナ禍で、行事が例年の形式での実施が難しい場合、新

たな提案を生徒ができる仕組みを作る等の工夫を検討したい。 

 

質問 20 クラブ活動に対する先生の指導は熱心で満足できる  (84.8↓:87.3↓:95.8↑) 

（P）学生時代でしか経験することのできないクラブ活動に積極的に参加する。クラブ活動を

通じて、リーダーシップ・協調性など多くのことを学ぶ。 

（D）新学年の初めに「クラブ紹介」・「クラブ体験」を実施し、クラブへの参加を推奨した。

新たな同好会を承認した。クラブ統括を中心にコロナ禍でも限られた条件の中で最大限

のパフォーマンスができるように工夫した。 

（C）生徒・教員からの評価は高かったが、保護者からの評価は低かった。昨年度に比べて保

護者と生徒の評価がやや下がった。 

（A）強化クラブとその他のクラブ・同好会ではクラブ活動への取り組む姿勢・目標が異なる

ので一概には言えない。また、クラブ顧問であるか、クラブに参加しているかどうかで

評価が大きく異なるように思う。保護者によってもクラブ活動に求めていることが大き

く異なっていると思われる。 
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質問 21 クラブ活動に関する施設や学校の支援体制は整っている 

 (77.4↓:75.8↑:55.3↓) 

（P）コロナ禍において、クラブ活動が最大限行えるように支援する。 

（D）更衣室・グランドの使用スケジュールを整えた。 

（C）生徒・保護者・教員とも評価が低かった。 

（A）グランド・体育館が十分な大きさではないことはどうすることもできない。熱心な指導

だけでは不満を解消できない。部室・更衣室の改善などすぐにできそうなことから対応

する。 

 

質問 22 修学旅行（中学：研修旅行）は行き先、費用ともに満足している 

 (85.1↑:82.5↑:85.1↑) 

（P）これまでの学校としての経験を踏まえ沖縄(石垣島)での研修旅行を計画している。 

（D）社会情勢に伴い、行き先が中学では南九州、高校では北海道や信州に変更になった。 

（C）行き先が変更になったため内容も変更され、さらには感染症対策なども踏まえ、今まで

よりは制限された形での実施となったことは否めない。 

（A）次年度以降、中学校においては海外での研修旅行を計画しているが、社会情勢を踏まえ

て行き先変更等もありえる。生徒にとって充実した研修となるように準備をしていく。 

 

質問 23 学校行事（体育祭・文化祭など）は充実している  (65.4↓:62.8↓:64.9↓) 

（P）これまでの箕面自由学園としての取り組みを踏まえた、充実した学校行事を実施する。 

（D）社会情勢に伴い、中学では体育祭と文化祭は合併した形に、高校では計画段階では校外

の体育館で学校全体での実施であったが、学校で学年ごとでの実施となった。学園祭に

ついては規模を縮小しての実施となった。また、海外への渡航などを伴うものは実施で

きなかったが、オンラインでの取り組みなど新しく海外との繋がりも作りつつある。 

（C）生徒達は概ね学校行事を楽しんでいたように考えるが、例年通りの形とまではいかなか

った面もあり、その点で満足できなかった面も考えられる。 

（A）昨年に引く続き、まだまだコロナ前の形での実施は厳しいが、一方で現状でも満足のい

く行事を展開していけるように、オンラインなども活用しつつ取り組んでいきたい。 

 

質問 24 図書室は広さや蔵書数など充実している   

(85↑:88.4↑:79.7↑) 

（P）図書館といえば「9類 文学」と思われがちではあるが、他の類(4 類 自然科学など)の本

も豊富で、他の分野に興味を持ってもらうように心がけている。 

（D）2017年度から紀伊國屋書店さんが管理をしてくださるようになり、図書館司書(国家資

格)をお持ちの 3名が担当してくださっています。蔵書数は約 3 万冊で毎月 5,60冊を新

規購入している。展示の方法も工夫し、時事ニュースなども取り入れている。広報誌を

月に 1回、年に 4回「中高生におすすめの本」を特集、中学校には、毎週 1回出張貸出

として、40冊をお昼休みに中学校校舎まで運び、利用しやすい環境を整えています。 
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（C）2020年度は緊急事態宣言の影響もあり、入室者総数 (9,058人)、貸出者総数(1,318

人)、貸出総冊数 (2,117冊)で、昨年度と比べると約 6割～7割となったが、アンケート

の結果を見ると概ね肯定的な評価を得た。 

（A）広さを変えることはできないので、たくさんの人が利用してもらえるように、「SDGs」な

ど、毎月テーマを設定して、テーマに合わせたブックリストなどを作成するなど、より

一層利用しやすい図書館を目指していきたい。 

 

質問 25 食堂は広さ、メニュー、価格ともに満足している  (62.5↓:79.2↑:52.1↓) 

（P）元々、生徒数の増加に対応できていなかったが、今年度はコロナウィルス感染拡大防止

を考慮しないといけないこととなる。大王フード様にお願いして約 10年ほどとなる。11

名の大王フード職員と 1名の学校職員で対応している。 

（D）学生対象なので「量」を減らすことがないように注意し、「月替わりフェア」として新し

いメニューも取り入れるように心がけた。緊急事態宣言に伴い、約 180席あった席数を

80程度に減らし、各席にパーティションで区切るなどしたため、食堂内で食べることが

出来る人数は減ってしまった。 

（C）保護者と教員の評価が低いが、生徒の評価は昨年度よりも向上している。 

（A）テイクアウトを可能し、地元のパン屋(グッドマン)やセブンイレブンの自動販売機、お

弁当屋さんを導入するなどして食堂利用可能人数の不足に対応しているが、保護者や教

員のを含めた全体の評価を上げるには、抜本的な対応が求められる。 

 

質問 26 学校は安全・健康の管理に常に配慮している  (91.9↓:90.3↑:91.5↑) 

（P）保健室が中心となり、定期健康診断を実施するとともに、場合によっては臨時健康診断

を実施する。学期ごとまたは臨時に「保健室だより」を発行し、健康に対する意識を高

めている。 

（D）コロナウィルス感染拡大期には新たに保護者宛にお手紙を配布。状況に応じて学校医に

相談・指導・助言をいただいている。 

（C）概ね肯定的な評価をいただいている。 

（A）コロナウィルスや熱中症など様々なことが心配されます。ご家庭としっかりコミュニケ

ーションを取り、生徒の安全・健康の管理により一層努めてまいります。 

 

質問 27 学校は心身の相談に対する体制（スクールカウンセラー等）が整っている 

 (88.1↓:90↑:96.8↑) 

（P）生徒ならびに保護者の誰もが安心な学校生活がおくれるようにサポート体制を構築す

る。 

（D）新入生には「心のほっとルーム通信(MIDA通信)」を配布し、「心のほっとルーム」とは

どのような場所なのか、どこに存在するのかなどを生徒ならびに保護者の方に知っても

らった。また中学校においては年に 1回、学校生活を円滑に過ごすことを目的とした

「心のほっとルーム」のカウンセラーによる「ホームルーム授業」を学年ごとに実施し
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ており、ここでも「心のほっとルーム」の存在を知る機会となっている。生徒ならびに

保護者が心身に悩みなどを抱えている場合などは担任が紹介をして、希望をすればカウ

ンセリングを受けることができる。担任を介さずに直接予約をすることもできる。 

（C）生徒、教員の評価は昨年度よりも向上しているが、保護者は昨年度よりも下がった。 

（A）保護者の方全体に「心のほっとルーム」の存在を知らせる機会が少ない。担任に相談が

あったり、悩みを抱えている保護者に対しては個別に案内することができるが、今後は

保護者への露出をいかに増やしていくかがポイントになってくると思われる。 

 

質問 28 学校は新型コロナウイルスなどの感染症予防や対策を十分とっている 

 (89.1↓:88.5↑:88.3↑) 

（P）緊急事態宣言発令当初は学校自体、臨時休校となったが、時が経つにつれ、教育活動を

止めることなく限られた環境の中で、出来る範囲の教育活動を実施していく。 

（D）毎朝の健康観察はもとより、アルコール手指消毒の徹底、非接触型体温計の設置、時に

は生徒・教員にマスクやフェイスシールドを配布するなどの対策をおこなった。また、

保健室においてはコロナ疑い生徒専用の部屋を設置し、感染拡大防止に努めた。また、

懇談用のパーティションを各教室に準備するなどの対策も行った。学校独自の対策とし

て、解熱後二日間の自宅待機を生徒・教員にお願いした。 

（C）昨年は生徒の評価が少し低かったが、今年度は評価が向上し、保護者・生徒・教員の 3

者で高い評価となった。 

（A）引き続き、保健室と連携し、今後も感染拡大防止に努めてまいります。 

 

質問 29 緊急情報が確実に伝達されるシステムが整っており安心できる 

 (94.3↑:87.4↑:79.8↓) 

（P）緊急情報は速やかに伝達されるべきものであり、高校では「フェアキャスト」、中学では

「はなまる連絡帳」というシステムを利用して、警報発令時などに活用している。 

（D）今年度は、高校 3年生以外は iPadをレンタル(貸与)しており、それぞれ高校では

「Classi」、中学では「まなボックス」を利用してよりスムーズに緊急連絡が伝達できる

ようになった。 

（C）保護者と生徒にくらべて、教員の肯定的な評価がやや低い。 

（A）中学校では今後「Google Classroom」も利用することを検討している。効果的に HPも利

用することで、緊急情報が速やかに伝達されるようにしています。 

質問 30 PTA活動に満足している   

(92.8↑:86.5↑:85.1↑) 

（P）保護者の協力なくして生徒の成長は考えられません。学校とご家庭が協力して生徒を見

守るチームの形成が不可欠であると考えます。 

（D）中高共に PTA活動は積極的かつ計画的に行われています。ただ、今年度はコロナウィル

ス感染拡大の影響で、例年のような活動ができませんでした。 

（C）昨年度と同様、生徒と教員に比べて、保護者の肯定的評価が高く、3者とも昨年度より
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も評価が向上した。 

（A）コロナ禍で思うような取り組みができておりませんが、限られた条件の中でできる限り

の活動をお願いしたいとおもっております。今後とも PTA活動にご理解ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 
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令和３（202１）年度 学校評価自己評価 

                           箕面自由学園中学校高等学校 

１ めざす学校像 

「学習」「規律・マナー」「課外活動」の三つがバランスよく調和し、生徒が自由で伸び伸びと

した個性を生かし、自主自立の精神旺盛な人間性を育むことにより、建学の精神である「教養

高い社会人の資質を育成」できる学校。 

 

①生徒一人ひとりの夢の確認とその実現に向けて、きめ細やかな学習指導、進路指導ができる

学校。 

②思いやり・心づかいの気持ちを基に、他人に迷惑を掛けず、社会的ルール、校内ルールを守

る生徒を育成し、生徒が安心して学校生活を送ることができる「いじめを許さない」学校。 

③人生 100 年時代を生き抜くために自分で目標設定し、それに向けて努力して達成していく

ことで自信をつけ、仮に失敗しても何度もチャレンジをし、またチャレンジができるグローバ

ルな視点を持った生徒を育成する学校。 

 

２ 中期目標 

１ グローバルな人材の育成 

 （1）語学研修の内容の充実 

 （2）英語教育を推進して行く上で、英語検定の指導や様々な定期的イベントを実施し、生徒 

の学習意欲を高める。 

 （3）SDGｓ（持続可能な開発目標）をテーマにプレゼン能力を高める。 

 （4）ユネスコスクール加盟申請に向けての最終調整。 

２ 学習指導の充実 

 （1）5 教科の各学年シラバスについては新課程の研究を行い、新しい取り組みを構築できる 

ようにする。 

 （2）生徒が自ら学ぼうとする「仕掛け」を教員間で共有し、生徒の自学自習の定着を図る。 

 （3）ICT 機器の利活用の進化系を構築する。 

３ マナー日本一を目指す 

 （1）自ら考え、判断し行動できるようにさせる。 

 （2）挨拶などの生活の基本事項を徹底させる。 

 （3）登下校時のマナー指導、服装頭髪規定順守などの生活指導に取り組む。 

４．人権尊重の理念を自らのものとして一切の差別を許さない人間の形成 

 （１）生徒各人に人権感覚を持たせる。 

 （２）生徒指導上で問題が起こったときに人権面での指導を行う。 

（３）配慮が必要な生徒の支援を適切に行う。 
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３ 学校自己評価のまとめ 

1．施設の老朽化が進み、十分な改修ができているとは言えない。校舎の新設と一部教室のリノ 

ベーションを実施する計画だ。 

２．緊急情報の伝達システムは整っているが、学園全体に一斉に発信する設備は改善の余地があ 

る。 

３．図書室は広さや蔵書数は充実しているが、改善の余地はある。 

４．食堂の広さは平常時でも不足の傾向であるに加え、コロナの影響で収容人員を 1/3 に絞り 

込んでいて、コロナ感染状況を観て判断したい。 

５．カウンセラーの件では、臨床心理士を 6 名配置し、生徒・保護者・教職員の相談に応じてき 

て、満足している。 

６．保健室では幼・小・中・高約 2000 名の児童生徒を 3 名の養護教諭で対応いていることは 

評価できる。また、感染予防やコロナ陽性者の対応は保健所対応や学校医との連携などにも 

大きく寄与できた。 

７．クラブ活動に対する指導について教員に対する「肯定的評価」は多いが、教員と保護者・生 

徒の間での差がある事は認識すべきだ。 

８．総合的に見ての「生徒指導」に肯定的な評価が多いのは以前に比べて生徒への対応を大きく 

  変えてきたことからきていると思う。挨拶指導、マナー指導については今後もさらに発展さ 

せていきたい。清掃活動や環境美化についてはさらに生徒自治会と協力していく。 

９．人権教育に関しては肯定的な評価をいただいているが、今後さらに保護者に対する発信を増 

やしていくべきだ。 

１０．ＰＴＡ活動については PTA と学校が模索しながらオンライン役員会や文化講座を開催で 

きたことが評価につながったと思う。 

１１．高評価をいただいているので、さらに生徒全体の活動を盛り上げていきたい。 

１２．広報活動は先生方のお陰で自信をもってできている。HP の内容はさらに充実させたい。 

１３．教員の授業についての評価は高いが、理解度など、保護者・教員との評価の差を埋めてい 

くべきだ。 

１４．「教員は生徒の悩みや相談にのっている」は「親身」という言葉がやや主観的で心情的なの 

で感覚のブレが起きているようだ。教員が思うほど、生徒の為に使っている時間はなか 

なか保護者に伝わっていないようなので、必要な時期に適切な回数行っていることをアナ 

ウンスできていないようだ。 
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4.本年度の取組内容及び評価指標並びに自己評価 

                                   ※学校評価アンケート質問文は別紙参照 
                                   ※評価指標は満足度スコアを示す（満足度スコアについては最終ページ参照） 

中期的

目標 

今年度の重点目標 

    P 

具体的な取り組み計画・内容 

      D 

学校評価による評価指標 

        C 

自己評価 

  A 

 

 

１ 

 グ 

ロ 

｜ 

バ 

ル 

な 

人 

材 

の 

育 

成 

（１）語学研修 

ア．フィリピン（セブ

島）オンライン留学 

 

 

 

 

 

イ ． NZ 高 校 交 流 

（ Auckland Girls’ 

Grammar School） 

  

 

 

 

ウ．アイルランドの提

携校などとの交流（マ

ウントテンプル高校、

メアリーフィールズ高

校、フィアハウス高校） 

  

（１） 

ア．7/26（月）～7/30（金）

英語レッスン（[マンツーマ

ン]25 分×2 コマ、[グループ

レッスン]50 分×1 コマ）と

フィリピンの貧困について学

ぶ PBL を 5 日間連続で実施 

 

イ．オンラインでの交流。 

Auckland Girls’ School

と年間を通じて 10 回程度の

交流 

 

 

 

ウ．オンラインでの交流 

生徒を一人ずつペアリングし 

生徒は「手紙」を書きそれを

データ化してやり取りをす

る。 

 

(1) 

質問１０ 

教員 0.9  生徒 1.4  保護者 1.4  

質問２２ 

教員 1.0  生徒 1.2  保護者 1.3 

質問２３  

教員 0.4  生徒 0.5  保護者 0.5 

 

（１）昨年に引き続き海外とはオンラインの研修が

中心になった。 

ア．オンラインではあるが、英語の研修だけではな

く、現地のボランティア団体とつながり貴重な海外

交流を経験した。（参加人数：27 名） 

 

 

 

イ．NZ の AGGS との交流。オンラインでの会話

だけでなく手紙を通して交流した。トピックは学校

生活について日本語・英語を交えての交流。日本の

アニメが話題になるものの、次年度に向けては会話

内容がマンネリ化する傾向があるので、文通班と

ZOOM 班に分ける取り組みも必要。（参加人数：25

名） 

ウ．アイルランドの高校との交流は、年間に 12 回

交流ができた。「手紙による文通」という手段は生

徒には少しハードルが高かったようだが、十分な英

語へのモチベーションアップとなった。 

 アイルランドのクリスマスのスライドや動画、ま

た本校からは日本のお正月をテーマにスライドを

作成しうまく相互交流ができた。（参加人数：34

名） 
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中期的

目標 

今年度の重点目標 

    P 

具体的な取り組み計画・内容 

      D 

学校評価による評価指標 

        C 

自己評価 

  A 

 

 

１ 

 グ 

ロ 

｜ 

バ 

ル 

な 

人 

材 

の 

育 

成 

（２）SDGｓの教案化 

プレゼンテーションを

通して「考える力」「表

現力」の育成を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）英語教育を推進  

様々な定期的な英語関

係のイベントを実施

し、生徒の学習意欲の

向上を図る 

 

 

 

 

 

（４）ユネスコスクー

ル加盟申請 

（２）iPad を使用してプレゼ

ンテーションの資料を作成。

発表することで、自分の考え

を人に伝える力を養う。 

SDGｓなどで扱われる社会

問題を中心に、国際社会の一

員として、問題解決に取り組

む姿勢を養う。 

 

 

 

 

（３） 

・イングリッシュワークショ

ップ 

・スピーチコンテスト 

・オンライン英会話 

・リーディングマラソン 

・インターナショナルフェス 

・スペリングビー 

 

 

（４）加盟申請の最終調整を

進める 

（２） 

質問６ 

教員 1.2  生徒 1.6  保護者 1.3  

質問７ 

教員 1.1  生徒 1.3  保護者 1.1 

質問８  

教員 0.8  生徒 1.0  保護者 0.9 

質問９  

教員 0.5  生徒 1.3  保護者 1.1 

 

 

 

(３) 

質問８  

教員 0.8  生徒 1.0  保護者 0.9 

質問９  

教員 0.5  生徒 1.3  保護者 1.1 

質問１０ 

教員 0.9  生徒 1.4  保護者 1.4 

 

（２）中学校の「グローバル英語」「グローバル国

語」という学校設定科目を実施。この授業の中では、

プレゼン力の強化に取り組んだ。特に「グローバル

英語」では英語のプレゼンにたどり着けるように指

導を強化。グループでのプレゼン、個人でのプレゼ

ンなど内容にバリエーションを持つことができた。

これをもとに「MJG クエスト」という学習発表に

つながり、子供たちはかなりの自信になったよう

だ。来年度は英語オンリーのプレゼンができるよう

にと思う。 

 

 

（３） 

◆イングリッシュワークショップは何とか高１、高

2 で実施できたが、イングリッシュキャンプ（高 1）

はコロナ禍で食事、宿泊を伴うためすべて中止を余

儀なくされた。 

スピーチコンテストは年々レベルが上がってきて

おり、第 17 回大阪私学中学校英語暗唱・弁論大会

の弁論の部で見事に３位入賞を果たす生徒も出た。 

今年度は初めて”Spelling Bee”を本校小中高合

同の交流行事ができた。特に小学生の発音・リスニ

ング力は中高生も一目を置いた。 

◆ユネスコの「キャンディデート」に認定されたが、

コロナ禍でユネスコ側が停滞している。 
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中期的

目標 

今年度の重点目標 

    P 

具体的な取り組み計画・内容 

      D 

学校評価による評価指標 

        C 

自己評価 

  A 

 

 

２ 

 学 

習 

指 

導 

の 

充 

実    

（１） 

5 教科の各学年シラバ

スについては新課程に

準拠した、新しい取り

組みを構築できるよう

にする 

 

（２）始業前の時間帯

(7:00～9:00)や放課

後の時間を生徒が自学

自習できるように定着

を促す。 

 

 

（３）ICT 機器の利活用

の進化系を構築する。 

 

 

（１） 

昨年度からの各教科で議論を

経て、来年度１年生から始ま

る「新カリ」が完成したので

実施に向けての具体的な取り

組みを各教科で構築・再確認

する。 

（２）「朝活」を推奨し、生徒

が自ら選択し、決定すること

を柱とした自学自習ができる

ように様々なメニューを提案

する。 

 

 

（３）デジタルネイティブで

ある生徒たちに、授業やイベ

ントにおいて iPad をプレゼ

ンなどの活動に導入する 

（１）（２）（３） 

質問 6  

教員 1.2  生徒 1.6  保護者 1.3 

質問 7  

教員 1.1  生徒 1.3  保護者 1.1 

質問 8  

教員 0.8  生徒 1.0  保護者 0.9  

質問 9  

教員 0.5  生徒 1.3  保護者 1.1  

 

（１） 

来年度の「新カリ」１年目の学年で実施する授業は

「観点別評価」も含め、準備できた。 

 

 

 

 

（２）「朝活」や「デザインタイム」に大多数の生

徒が参加していることからも、自主的な「自学自習」

は定着しつつあるものと評価している。 

 

 

 

 

（３）授業での iPad を用いたプレゼンは通常活動

のレベルまで来ており、一定程度の評価はできる。 

特に、今年も中学生の「Quest」（プレゼンテーシ

ョンの学内大会）では素晴らしい発表ができた。 
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中期的

目標 

今年度の重点目標 

    P 

具体的な取り組み計画・内容 

      D 

学校評価による評価指標 

        C 

自己評価 

  A 

 

 

３． 

 マ 

ナ 

｜ 

日 

本 

一 

を 

目 

指 

す    

（1）自ら考え、判断し

行動できるようにさせ

る。 

 

 

 

 

（2）挨拶などの生活の

基本事項を徹底させ

る。 

 

 

（3）登下校時のマナー

指導などの生活指導に

取り組む。 

（1）生徒指導部通信や、HR

での活動を通して、考えるき

っかけ作りを行う。また、生

徒の素晴らしい行動を全体で

共有化し、自分自身の意識改

革につなげる。 

 

（2）教員、生徒と共に行う挨

拶運動。ただ、挨拶をするだ

けではなく、「目を見て」挨拶

できるようにする。 

 

（3）生徒の「マナー委員」に

よる身だしなみマナー強化週

間・啓発活動の実施。マナポ

スターコンクールを実施した

り、マナーアンケート実施し、

結果を生徒で共有する。 

 

（1）（２）（３） 

質問 13  

教員 0.8  生徒 1.2  保護者 1.6 

質問 14  

教員 0.9  生徒 1.3  保護者 1.5 

質問 18  

教員 0.2  生徒 0.9  保護者 1.1 

 

 

 

（1）通学時に郊外において、他校の自転車通学の

生徒と本校の生徒を比較しても、圧倒的にルール、

マナーを守っていることが確認できた。１００％で

はないが、セルフコントロールできている生徒が多

い。 

 

 

（2）本校の生徒の「挨拶力」は素晴らしいと外部

の方から評価を得ている。2,000 近くの生徒の大

半は挨拶はできている。 

 

 

（3）「生徒指導部通信」発行は 8 回。現在の学校

目標である「自分自身で考えて行動選択をする」と

いうことを念頭に指導してきた成果があった。服

装・身だしなみ指導において教員間の認識に差があ

ったが、徐々に足並みがそろってきた。 
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中期的

目標 

今年度の重点目標 

    P 

具体的な取り組み計画・内容 

      D 

学校評価による評価指標 

        C 

自己評価 

  A 

 

4. 

人 

権 

尊 

重 

の 

理 

念 

を 

基 

に 

差 

別 

を 

許 

さ 

な 

い 

人 

間 

の 

形 

成    

（１）生徒各人に人権

感覚を持たせる啓蒙活

動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生徒指導上で問

題が起こったときに人

権面での指導を行う。 

 

 

 

（３）配慮が必要な生

徒の支援を適切に行

う。 

（１） 

ア．部落問題・在日韓国・朝鮮

人問題・障害者問題（発達障

害も含む）の系統的学習（教

職員・生徒・保護者） 

イ．新たな問題対策と指導（イ

ンターネット・リストカット

など） 

ウ．生徒自主活動の育成 

 

 

 

（２） 

ア．生徒指導（各担任・学年会

との連携）（各教科担当との連

携）（生徒指導部との連携）（保

健室との連携）（心のほっとル

ームとの連携） 

（３）ア．マイノリティ生徒

の実態把握・理解・協同 

イ．奨学金の案内と手続き（経

済的困窮家庭に対して） 

ウ．生徒サポート委員会（制

度の改訂も含めて） 

エ．支援会議の実施 

オ．進路指導 

（1）（2）（3） 

質問 15  

教員 1.6  生徒 1.7  保護者 1.3 

質問 16  

教員 1.7  生徒 2.0  保護者 1.5 

質問 17  

教員 1.3  生徒 1.6  保護者 1.3 

 

 

 

（１） 

ア．人権 HR で１年 「自己を見つめなおし、人権

意識・人権感覚を身につける（インプット）2 年他

者とともに生きる人間関係を構築（インテイク）3

年人権意識を持ち、自分の行動として実践できる

（アウトプット）を柱に 1 年 5 回、2 年 5 回、3

年 3 回の HR を実施 

イ．2 年生に対しては LGBT の講師の先生をお呼

びすることができた。 

ウ．スマイルプロジェクトを実施。人権委員を中心

に人権に関わる映画鑑賞や昼休みに心が温まる音

楽を流した。 

（２） 

ア．生徒相談係の先生を中心に「こころのホットル

ーム」と連携をし、情報共有を行った。 

 

 

 

（３） 

ア．先生方と配慮を要する生徒の情報を共有した。 

イ．奨学金の説明等を動画作成をした。 

ウ．サポート制度の見直しはできなかった。 

エ．コーディネーターを中心に配慮文を作成、担当

の先生方と情報を共有し、配慮を行った。 

オ．担任と連携し、大学側へ配慮要請を行い、文書

等を作成した。 
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                          評価得点の算出方法 

 

  ●設問の評価得点の算出方法 

   各項目の評価得点は、全回答数から「わからない」の回答数を除き、下記のように果樹平均化して算出 

 

   「とても当てはまる または 大変満足している」・・・・・・・・・・・  ＋３点 

   「当てはまる または 満足している」・・・・・・・・・・・・・・・・  ＋1 点 

   「あまり当てはまらない または あまり満足していない」・・・・・・・  －1 点 

   「当てはまらない または 満足していない」・・・・・・・・・・・・・  －3 点 

 

  ●評価得点の評価目安 

 

    ＋２以上     ：大半の回答者が高い評価をした項目 

    ＋1 以上     ：2/3 以上の回答者が肯定的である評価の高い項目 

    ＋0.4～＋0.9    :半数強の回答者が肯定的である項目 

    －0.3～＋0.3      :肯定、否定が拮抗した不満の目となるよう注意項目 

    －0.9～－0.4      :否定的な回答者が多い不満解消を検討すべき項目 

    －1 以下     ：2/3 以上の回答者が否定的な不満の大きい改善を要する項目 

    －2 以下          ：大半の回答者が低い評価をし、すぐにでも改善を要する項目 
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学校関係者評価 

１． コロナ禍に即対応されたオンライン授業は生徒と保護者の不安を軽減し、いろいろな可能性を広げるものだったと思います。生徒や保護者と、教員

の評価指標に差がある回答がいくつかあり、保護者の目線では気づきにくい部分もあるのかもしれないと思いました。 

２． 挨拶をしっかりできる子がとても多いと思う。ただ、人数が多いので仕方がないかと思うが、登校マナーは学園全体の評価につながるため、さらに

良くすべきである。 

３． 肯定的な評価が多いことに安堵しています。生徒数がこれだけ増えていても、先生方おきめ細かい指導の成果であると感じました。教員の評価指標

が厳しい傾向にありますが、生徒自身との乖離が気になりました。教員の目標設定が高いことは好ましいことですが、生徒お伸び代に若干の疑問が

生じています。教員が目指すものを、生徒と共通認識させていただくことを希望します。ただし、各目標を拝見し、PDCA サイクルが効果的に回

されていることは大いに評価できます。 

４． 教師への評価が高く、信頼関係を構築が出てきていると感じています。食堂を含めた施設面へ要望を解消していく必要があります。 

５． 目標に向かって学習していく中でも、マナーの向上や人権尊重の理念での教育はとても大切なことであって、素晴らしい取り組みと感じました。 

６． 評価得点で「わからない」をカウントしているが、少なくとも「＋」の要素ではわけではなく「－」の要素が強いと思われるので、改善が目的なら

「わからない」の数値も軽んじるべきではない。 

７． 高校は言うまでもなく評価が高く、周りの在校生の親御さんからも良い話ばかり聞く。ただ、以前にあった学園全体の行事がなくなったことへの失

望の話をたびたび聞く。 

PDCA にはいい面もあるが、評価する際の基準があいまいになるという傾向も懸念される。 

８． 「学校自己評価のまとめ」の欄は非常に具体的でしたが、総括されていたのか「中期的目標」とのつながりわかりにくかったです。いつも出会う生

徒の皆さんの親しみやすさや、マナーの良さ、明るい笑顔は高評価です。 

９． 「図書室」の本を「図書館」くらいの（専門書やリクエスト、予約など）蔵書で有名になるくらいなればいいと思います。 

１０． 施設面ですが、子供たちが日常生活の大半を過ごす場ですし、オープンスクールなどで一番目につき、また、保護者の立場からすると学校の雰囲気

と同じくらい気になる点であるなと思いました。 

 

 

 

6. 財務状況 

  

別紙参照 
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