2019 年度北海道大谷学園連 合会高 等学 校相 互評価
自己点検評価報告書
函館大谷高等学校
Ⅰ

建 学 の 精 神 ・教 育理 念、教 育目 標・ 学校目 標

【建学の精神、教育理念につ いて 】
Ｑ：Ⅰ －1

建学の 精神・教育 理念 を記 述し、その 意味す ると ころ及 び建 学の 精神・教育 理念
が生まれた事情や背景をでき るだ け簡 潔に記 述し て下 さい。

Ａ：Ⅰ－1
親鸞 聖人 のみ 教え に自 己を 尋 ね聞 き、 自己 実現 の道 を歩 む 人間 の誕 生を 学園 の願 いと し
ます。
一

かけがえのない「わたし一人 」の 発見と 自覚 をう ながす 教育 。

一

生まれた意義と生きるよろこ びを 見いだ そう とす る意欲 と自 信を 育てる 教育 。

明治 時代 、六 つの 宗旨 ・宗 派 から なる 函館 六和 講寺 院が 互 いに 宗旨 や宗 派を 超え て、 本
来の和合僧に立ち返って共同 教育 事業 を起こ した こと に始ま る〔 六和 女学校 〕。
函館 の地 で女 子教 育の 必要 性 は時 代と 地域 社会 の要 請で も あり 「い きい きと 生き られ る
人間 の誕 生」 を願 って やま ない 情 熱が 建学 の志 とな った 。「 函館 大谷 」の 誕生 は、「六 和」
の準 備事 務局 をつ とめ た函 館別 院 を中 心と して 、真 宗大 谷派 に身 を 置く 人々 の深 い願 いに
より≪こんな人間を育てたい ≫と いう 情熱が ≪大 谷≫ を名告 る学 園を 誕生さ せた 。
Ｑ：Ⅰ－ 2

現 在は 建学 の精神・教育 理念 をど のよう な形 や方 法で生 徒や 教職員 に知 らせ てい
るかを記述して下さい。

Ａ：Ⅰ－2
学 校案 内パ ンフ レッ ト、 入学 式 ・卒 業式 の校 長・ 理事 長の 式辞 、 挨拶 の中 で新 入生 ・保
護者・ 教職 員に 周知 して いる 。生 徒には 「生 徒の しお り」 や全 校集 会・ 始業式 ・終 業式 等
の挨拶 で周 知を 図っ てい る。 特に 全 校 集 会 など 全 員 が 集ま る 場 で は 、校 長 の 話 の 折に 必 ず 全
員 で合 掌 し てい る 。普段 、忙 しく 日 常 生活 を し てい る 中 であ っ て も、互 い に 手を 合 わ せる こ と
で「 互い に 認 め合 い 、自 分を 大 切 に 、ま た 同 じよ う に 他を 大 切 に 、自 分 を 振 りか え る 中で 今 を
一生懸命 生 き てい る か 」な ど 、 自分 自 身 を見 つ め 直す 時 間 とな れ ば と考 え て いる 。

教職員 には 、校 長の 年度始 めの 経営 方針 等で 知らせ てい る。 また 、毎 年年度 初め に教 職
員を対象とした理事長講話を 行い 、建 学の精 神・ 教育 理念の 再確 認の 場とし てい る。
Ｑ：Ⅰ－3

建 学の 精神 、教 育理 念につ いて 、現状の 課題 と今 後の改 善計 画を記 述し てく ださ
い。

Ａ：Ⅰ－3
建 学の 精 神・ 学 園 訓は 「 大 谷高 校 」 とし て 最 も大 切 な もの で あ り、 具 体的 な 生 活で 起 こ る 人
間 の問 題 を 深め て い くた め の 指針 で あ ると 考 え てい る。 特 に 建学 の 精 神に 関 し ては ど ん な に時
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代 が変 わ っ ても す べ ての 人 間（ 自 分 ）が 変 わ らず に 問 われ て い くも の で あり 、 誰に で も 共 通し
て深めて い か なけ れ ば なら な い 内容 に な って い る ので は な いか と 考 える 。
以 上の こ と から 時 代 に合 わ せ て点 検 ・改 善 と いう よ う な理 由 で やみ く も に見 直 し・ 改 善 し て
いくもの で は ない と 考 えて い る 。 現時 点では 見直 しや 改善は 考え てい ない。

【教育目標・学校目標につい て】
Ｑ：Ⅰ－ 4

建 学の 精神や 教育 理念 から導 き出 され た、教育 目標 や学 校目標 を記 述し て下さ い。

Ａ：Ⅰ－4
学園訓
人生を正しく見て禍福に惑わ ず真 の幸 福者に なり まし ょう。
○報 恩感 謝～ “ 生か され てい る 自分 ”の 存 在に 気が 付き 自 然や 社会 の恵 み に感 謝し よ
う。
○言行一致～自分の行ないに 責任 を持 ち、人 格形 成に 努力し よう 。
○親愛礼譲～かけがえのない “い のち ”をお 互い 尊重 しよう 。
○和衷協同～互いに信頼しあ い心 を同 じくし て共 に力 を合わ せよ う。
教育目標
●人間性～常に相手を敬うこ との でき る豊か な人 間を 育成す る。
●自主性～自己の信念をもっ て自 由と 責任を 体認 させ る。
●積極性～人類幸福のための 善に は積 極的な 意欲 と情 熱を培 う。
●協調性～お互いの人格を尊 重し 他を ゆるす 態度 をも って協 調性 を体 得する 。
※昭和 ３３ 年、『学 園訓 ・教 育目 標』 は学 制改革 と同 時に 時代 の流 れに 即し た言 葉に 一部
変更がなされ現在に続いてい る。
Ｑ：Ⅰ－5

教 育目 標や学 校目 標を 、現 在は どのよ うな 方法 で生徒 や教 職員 に周知 し 、ま たど
のような方法で学外に公表し てい るか を記述 して 下さ い。

Ａ：Ⅰ－5
生徒玄 関、体 育館 の壁へ の掲 示。学 校案内 パン フレ ット、生徒の しお り、WEB サイト 等
に掲 載し てい る。 また 、宗 教の 授 業だ けで はな く、 合同 進学 説明 会 や高 等学 校私 学進 学フ
ェア等においても各中学校・ 中学 生・ 保護者 等に 伝え るよう にし てい る。
Ｑ：Ⅰ－ 6

教 育目 標・学 校目 標につ いて 、現状 の課 題と今 後の 改善 計画を 記述 して くださ い。

Ａ：Ⅰ－6
Ⅰ－5 でも記 載し たよ うに掲 示な どでの 周知 は行 ってい るが 、ま だ十分 とは 言え ない。現
状の 周知 方法 以外 にも 数多 く発 信 ・提 示す るこ とが でき ない かを 検 討し 、さ らに 浸透 して
いくようにしたい。
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【定期的な点検等について】
Ｑ：Ⅰ－ 7

建 学の 精神 や教育 理念 の解 釈の見 直し、教育 目標 や学校 目標 の点検 が定 期的 に行
われ てい る場 合は そ の概 要を 記述 して 下さ い 。ま た点 検を 行う 組 織、 手続 き等
についても記述して下さい。

Ａ：Ⅰ－7
定期 的な 点検 は行 なっ てい な い。 平成 １１ 年に 「求 め、 磨 き、 自ら 拓す 」と いう 教育 目
標を 設定 した が、 平成 ２０ 年よ り 「学 園訓 に沿 う教 育目 標を 」と の 考え から 、校 長判 断に
より職 員会 議に提 案し 、平成 １０ 年度 までの 教育 目標 である「人 間性

自主 性

積極性

協

調性」に設定し直した。
Ｑ：Ⅰ－ 8

建 学の 精神 や教育 理念 の解 釈の見 直し、教育 目標 や学校 目標 の点検 及び それ らを
生徒 や教 職員 に周 知 する 施策 等の 実施 につ い て、 理事 会ま たは 職 員会 議が どの
ように関与しているかを記述 して 下さ い。

Ａ：Ⅰ－8
教育 目標 の変 更に つい て職 員 会議 に提 案し 、全 員で 内容 を 確認 し、 理事 会へ 報告 し承 認
を得ることになっている。
Ｑ：Ⅰ－9

定期的な点検等について、 現状 の課題 と今 後の 改善計 画を 記述 してく ださ い。

Ａ：Ⅰ－9
特に 現状 とし ての 課題 は無 い が、 理事 長講 話や 宗教 行事 で 学ぶ 機会 を増 やし 、教 職員 や
生徒への理解を深めていきた い。
【特記事項について】
Ｑ： １－ 特

この 《Ⅰ

建 学の 精神 ・教 育理 念、 教育 目標 ・学 校目 標》 の領 域 で示 した 評価

項目 や評 価の 観点 の 他に 、建 学の 精神 ・教 育 理念 、教 育目 標・ 学 校目 標に つい
て努 力し てい るこ と があ れば 記述 して 下さ い 。ま た高 等学 校で 独 自の 使い 方や
別の語句を使っている場合は その 旨記 述して 下さ い。
Ａ：Ⅰ－特
あら ゆる 学校 教育 の中 で、 建 学の 精神 ・教 育理 念、 教育 目 標・ 学校 目標 を意 識す る中 で
日々の 教育 活動を 行な うこと を心 がけ ている 。本 学園 では平 成１ ０年度 より 、
“人 間大 好き”
をス ロー ガン とし てお り、 入学 式 ・卒 業式 等の 校長 式辞 の中 で披 露 して いる 。ま た、 大谷
専修学 院元 学院長 竹中 智秀 先生 の言葉 であ る「 選ばず 、嫌 わず 、見捨 てず 」を 依り所 とし
て、 とこ とん 生徒 に寄 り添 う教 育 を行 う事 を教 職員 が心 がけ 、す べ ての 存在 に感 謝の 心を
持てる人を育てていきたいと 、日 々の 教育活 動で 心が けてい る。
《添 付書 類》A：建 学の 精神 ・教 育理 念 、教 育目 標・ 学校 目標 等に つい ての 印刷 物・ 宗 教教
育シート・その他関係書類
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Ⅱ

分掌

【教育課程・学習指導（教務 ）】
Ｑ：Ⅱ－1

シラバスを作成し、それが 実行 されて いる か記 述して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－1
シラ バス につ いて は作 成し てい ない 。し かし 、年 度 当初 に必 ず各 教科 から 年間 ・月 間
指導 計画 を作 成し てい る。 この 計画 のも と年 ５回 の定 期考 査 を実 施し 、そ の時 点で 進度
や理 解度 につ いて 各教 科に おい て点 検や 見直 しを 行い 、修 正 を加 えな がら 、そ れに 沿っ
た指導をしている。
また 、年 度当 初の 授業 では 各教 科担 当が 、今 後の 授 業の 方針 や見 通し 、あ るい は評 価
の基 準等 につ いて ガイ ダン スを 行っ てい る。 しか し、 それ は 各教 科担 当に 任さ れて いる
部分 が多 く集 団的 に取 り組 んで いる とい える 状況 には ない 。 授業 の方 針や 見通 しに つい
ては教 科部 会で論 議を 深め る必 要があ るが 、 計画 通 り に進 め て いく こ と に 囚わ れ ず 、生 徒
の 実態 を 顧 みず に「 た だ計 画 通 りに 進 め れば 良 い 」と なる の は 問題 で あ ると 思 う 。シ ラバ ス
を 作 成 す るに し て も 年 度 当 初 よ り継 続 的 に 行 わ れ る 議 論 の深 ま り が 大 切 で あ り 、「 運動 体 」
として機 能 さ せた い と 考え て い る。

総合 的な 探求 の時 間を 中心 に相 当数 の時 間講 師の 先 生方 がい る中 、よ り綿 密な 連絡 を
取り 合い 、周 知・ 点検 ・総 括を しな がら すす めて いく 必要 が あり 、評 価の 基準 につ いて
も、新任の教員が多い現状の 中、 教務 部がみ える 形で 周知・ 確認 をす る必要 があ る。
Ｑ：Ⅱ －2

当該 教育課 程を 履修す るこ とに よって 取得 が可 能な免 許・資格を 示し てく ださい 。

Ａ：Ⅱ－2
科目・総合的な学習の時間

漢字検定、硬筆書写検定

科目・情報科学及び社会と情 報

日本語ワープロ検定、情報 処理 技能 検定

いずれも履修のみでは取得で きず 、検 定試験 合格 が必 要。
Ｑ：Ⅱ －3

教育 課程に 関係 なく 免許・資格 等を 取得す る機 会を 設けて いる 場合は 、そ の免 許
資格名とどのような履修方法 であ るか を記述 して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－3
日本語ワープロ検定、情報処 理技 能検 定、実 用英 語技 能検定 、日 本語 検定
危険物取扱資格、漢字検定、 硬筆 書写
当該 教科 の提 起を うけ て受 験希 望者 を募 り、 選択 授 業の 開設 や希 望者 を対 象に 放課 後
講習を実施している。
資格 取得 につ いて は、 資格 は就 職や 進学 にお いて 確 かに 武器 とな るも ので ある し大 切
なも ので ある 事に 間違 いは ない が、 さら に生 徒達 に資 格取 得 に挑 戦す ると いう 前向 きな
方向性をもたせ、達成するこ とに よる 生徒の 内面 的な 成長に つい ても 考えて いき たい。
また 、い くら 資格 とい う「 武器 」を 手に 入れ ても 、 生徒 達の 中身 （学 力） が伴 わな い
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中で は意 味が なく 、３ 年間 の授 業や 講習 の中 で身 につ けた 本 当の 実力 ～進 学先 、就 職先
を決 定す るこ とだ けで なく 、次 のス テッ プで 学び 続け られ る 、働 き続 けら れる 条件 とし
ての実力～との兼ね合いで考 えた い。
Ｑ：Ⅱ－4

定期 考査の 結果 をも とに、適切 な教 科指導 がど のよ うに行 われ ている か記 述し て
下さい。

Ａ：Ⅱ－4
従来 は、 早期 に基 礎的 な学 力を 回復 させ る必 要性 を 感じ 、学 期末 に希 望者 を対 象に 講
習を 行っ てい る教 科も あっ た。 また 、各 教科 担当 者は 考査 の 結果 にも とづ いて 、特 に弱
点と 思わ れる 分野 に焦 点を あて 、主 に低 学力 者に 対す る反 復 学習 に力 を入 れて きた が、
全校的・組織的な取り組みとはなっていなかった。今年度より外部診断テストとして
Benesse の基 礎力診 断テ スト を年２ 回実 施し ており 、生 徒の学 力把 握・ 向上の 参考 にし
ている。
学期 末の 定期 考査 後の 結果 によ り「 １ 」が 見込 まれ る生 徒を 対象 とす る補 習・ 追 試を
実施 して いる 。こ の補 習・ 追試 に合 格し た 場合 は評 価「 ２」 とな る。 この 取り 組み によ
り、 短い 期間 での 学び 直し をす る事 がで き るよ うに なっ た。 現在 では 学期 末考 査後 の期
間が「 学力回 復期 間」で ある と明 確に位 置づ けさ れてき た。今後は「期 間の設 定」と「内
容の充実」をさらにはかって いき たい 。
「す べて の生 徒の 学力 を向 上さ せる 」と いう 学校 長 の経 営方 針の もと 、定 期考 査後 に
学力 上位 の生 徒に 対し ても 何ら かの 取り 組み を行 う必 要が あ ると 考え てい る。 今後 、教
務部からの方針と具体的内容 を提 起し ていき たい 。
Ｑ：Ⅱ－5

生徒 の学習 状況 や評 価方法 など が、わかり やす く生 徒や保 護者 に説明 され てい る
か記述して下さい。

Ａ：Ⅱ－5
学習 状況 にお いて は、 考査 毎に 学級 担任 より 成績 の 送付 を行 って いる 。そ の際 、学 年
通信 や学 級通 信等 によ り、 学年 やク ラス の状 況を 理解 して も らえ るよ うに して いる 。ま
た、 各考 査後 に、 成績 にも とづ いて 本人 及び 保護 者に 来校 し ても らい 管理 職・ 担任 およ
び教 科担 当者 によ る面 談を 行っ てい る。 それ は、 主に 進級 や 卒業 への 意欲 を喚 起し 、具
体的な今後の学習方法を説明 する 場と なって いる 。
入学 式 後に は、 教 務部 か ら保 護者 を 対象 と する 説 明、 新入 生 オリ エ ンテ ーシ ョ ンに お
いて は 生徒 を対 象 とし て 説明 が行 わ れ、 学 習に 向か う 姿勢 ・ 評価 方法 （ とり わ け、 授業
態度 や 地道 であ っ ても 努 力を 継続 さ せる 必 要性 など ） 等を 説 明し てい る 。し か し、 他の
分掌 や 事務 部門 か らの 説 明も あり 時 間的 に も限 られ る ため 、 その １度 だ けで は 保護 者に
周知 す るの は難 し い面 も ある 。そ の ため 学 年で 保護 者 面談 会 を年 に２ ～ ４度 ほ ど開 き説
明を繰り返し、生徒の現状な どを 多方 面から 分析 し、 情報を 共有 する ように して いる。
また、生 徒に は各 教科担 当者 から 最初の 授業 時に教 科毎 に説 明、同 時に各 ＬＨ Ｒで は、
担任によるレクチャーがなさ れ、 周知 の徹底 を図 って いる。
Ｑ：Ⅱ－6

総合的な学習の時間が有効 に利 用され てい るか を記述 して 下さ い。
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Ａ：Ⅱ－6
総合 的な 学習 の時 間は 「オ ープ ン選 択」 とい う別 称 で様 々な 講座 を設 定し てい る「 生
きる 力を はぐ くむ 」と いう 目的 のも と、 その テリ トリ ーを 広 く解 釈し た。 主に 芸術 の授
業だ けで なく それ 以上 に個 性を 伸ば した いと 考え てい る生 徒 向け の講 座や 進路 を視 野に
いれ た講 座、 また 、資 格取 得の ため の講 座、 さら に高 校生 活 後に も続 けら れ生 活を 豊か
にす る糧 とす るべ く設 定さ れた 講座 など 多岐 にわ たっ てい る 。ま た、 今年 度入 学生 から
は総合 的な 探求の 時間 として「 選択 した講 座を 履修 するこ とで 何が できる よう になる か」
をもとに講座を展開している 。
生徒 は自 分の 興味 ・関 心や 将来 に必 要と 考え る内 容 にも とづ いて 自主 選択 をす る。 そ
の上でクラス（講座）の編成 を行 い、 指導を 行っ てい る。
現在開講している講座は次の 通り であ る。
１ 年・ ・ピ アノ 、パ ステ ル画 、陶 芸、 実用 英語、 和楽 器、 写真 研究 、ペ ン習 字、 国
語演習、韓国語
２年・・ピアノ、パステル画 、陶 芸、 実用英 語、 和楽 器、写 真研 究、 合気道
国語演習、韓国語
３年・・ピアノ、パステル画 、陶 芸、 書道、 和楽 器、 写真研 究、 国語 演習
実用英語
Ｑ：Ⅱ－7

生徒 による 授業 評価 を行っ てい る場 合はそ の概 要を記 述し て下 さい。行っ てい な
い場合にはその事由等を記述 して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－7
教科で行っている教科はある が、 学校 として は生 徒に よる授 業評 価は 行って いな い。
例え ば、「 研究 授業 」を 行 う場 合、「 研究 授業 の ため の授 業」 にな って しま い、 研究 授
業そ のも のが 形骸 化し てし まう こと があ る。 同じ よう に「 生 徒に よる 授業 評価 のた めの
授業 」に なっ てし まっ ても 同じ 事が いえ る。 また 、生 徒自 身 が授 業そ のも のに 否定 的な
場合 も、 出て きた 結果 の取 り扱 いや 分析 に困 難な 面が ある 。 また 教師 を批 判す るた めの
単な るア ンケ ート に留 まっ てい ては 実質 的な 取り 組み にし て いく のは 困難 であ ろう と思
われる。
しか し、 生徒 が今 行わ れて いる 授業 をど のよ うに 受 け止 めて いる のか 、理 解し てい る
のか等に謙虚に耳を傾け授業 改善 に取 り組む べき であ るのは 当然 のこ ととい える 。
「教 師が 設定 した 授業 目標 につ いて 、生 徒が どれ だ け理 解出 来た か」 とい うこ とに 特
化し て生 徒自 身に 評価 をさ せる こと で、 教材 や授 業に 改善 の 余地 がな いか を分 析す ると
いうやり方をベースに検討し たい 。
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Ｑ：Ⅱ－8

高等学校全体の授業改善へ の組 織的な 取り 組み 状況に つい て記 述して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－8
従来 、主 に教 科毎 に担 当者 が連 絡・ 打ち 合わ せを 密 にと りな がら すす めて きた 。と り
わけ 自主 編成 教材 につ いて は、 内容 や扱 い方 等に つい て、 き め細 かく 話し 合い 改善 され
るよう取り組んできた。
また 、テ ーマ によ って は、 教科 担任 とク ラス ・学 年 との 連携 を密 にと り、 情報 を交 換
しながら、生徒の弱点が克服 され るよ うに努 力し てき た。
① 入学前学習
入学手 続を 終了し た生 徒に対 し、国・数・英の 中学 校の 範囲を 復習 する ための テキ ス
トを準 備し、春 休み にや るべき 宿題 を課 した。そ して、入学後 の最 初の 授業で 提出 さ
せ「生徒がどこでつまずいて いる か」 を早期 に把 握す る参考 とし てい る。
② 基礎力養成講座
授業 での 小テ スト を ふま えて ７時 間 目に 、授 業→ 小テ ス ト→ 授業 →小 テス ト …と い
う内容の講習を行っている。
③ 応用力養成講座
希望者に対して、応用的な力 をつ ける べく、 ７時 間目 に講座 を行 って いる。
④

進学・就職講習
大 学・ 看護 学校 進学 希望 者向 けの 講習 をは じめ、 自衛 官を はじ めと する 公務 員試 験
や就職試験のための講習を行 って いる 。

※本 校で は従 来、 基礎 力が 不 足し てい る生 徒が 多く 入学 し てき てお り、 その 対応 に力
を注 いで きた 傾向 が強 かっ た 。し かし 、学 力が 高い 生 徒も 入学 して くる よう にな っ
てき た時 点で 、検 討を した 結 果「 すべ ての 生徒 の学 力 をあ げる 」と いう ごく 当た り
前でオーソドックスなテーマ に行 き着 いた。
※ 現状 と して は 各 教科 の 壁 を 越え て の 授業 視 察 とそ の 後 の意 見 交 換を 行 っ てい る 。そ の 他
の方法に つ い ても 検 討 して い く 余地 が あ ると 思 う 。
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Ｑ：Ⅱ －9

過去３ ヵ年 の退 学、休 学、留 年、転 学等 の数を 、次 の表を 例に して記 載し て下 さ
い。

Ａ：Ⅱ－9
区分

２０１６ 年 度

２０１７ 年 度

２０１８ 年 度

１０７名

１０３名

１２８名

内、退学者数

８名

７名

２名

内、休学者数

０名

０名

０名

０名

０名

０名

内、転学者数

０名

１名

１名

内、留年者数

０名

０名

０名

年度末在籍数

９９名

９５名

１２７名

２年生

８９名

９８名

９５名

内、退学者数

３名

０名

３名

内、休学者数

０名

０名

０名

０名

０名

０名

内、転学者数

１名

０名

１名

内、留年者数

０名

０名

０名

８５名

９８名

９１名

１０５名

８５名

９８名

内、退学者数

０名

２名

１名

内、休学者数

０名

０名

０名

０名

０名

０名

内、転学者数

０名

０名

０名

内、留年者数

０名

０名

０名

１０５名

８３名

９７名

１年生

在籍数（5/1）

内、退学者数

在籍数（5/1）

内、退学者数

年度末在籍数
３年生

在籍数（5/1）

内、退学者数

年度末在籍数

Ｑ：Ⅱ －10

備考

※２名転入

退 学者 の退 学理 由割 合、 退学 理由 の最 近の傾 向及 び退 学者 、休 学者 、転 学者 及
び留年者に対する指導（ケア ）の 現状 につい て記 述し て下さ い。

Ａ：Ⅱ－10
退学 者の 約８ 割が 進路 変更 、残 り２ 割が 一身 上の 都 合で ある 。具 体的 な理 由は 様々 で
ある 。中 学校 時代 の不 登校 傾向 がな かな か改 善さ れな い場 合 や校 内で の人 間関 係の 悩み
や不 安か ら登 校で きな くな るケ ース は少 なく なっ てき てい る 。逆 にも とも と不 登校 だっ
た生 徒が 高校 進学 をき っか けに 皆勤 ・精 勤に 近い 出席 率で 生 活し てい る生 徒も 珍し くな
い。 ここ 最近 の傾 向と して は、 診断 はさ れて いな いが 発達 障 害・ 学習 障害 の傾 向が 見ら
れる生徒や、集団生活不適応 の生 徒が 増えて いる よう に感じ られ る。
保 護者 と 密 に連 絡 を とり 、共 通 の 願い が あ るこ と を 確認 し な がら 、生 徒 ・保 護 者・ 教 員間
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の 信 頼 関 係を 築 い て い く こ と が 大切 だ と 考 え る 。 そ の た めに 「 入 学 前 面 談 」「 定 期 的な 面 談
の 実施 」を 行 い 、さら に 成 績不 良 者 や遅 刻・ 欠 席 の多 い 生 徒に 足 し ては 各 学 期末 に 保 護者 と
連絡をと り 、 共通 の 理 解の も と 生徒 へ の 指導 を 行 うよ う に して い る 。

Ｑ：Ⅱ －11

教 育課 程・ 学習 指導 （教 務） につ いて 、現状 の課 題と 今後 の改 善計 画を 記述 し
てください。

Ａ：Ⅱ－11
校長 より 年度 当初 に発 表さ れる 「経 営方 針」 に「 す べて の生 徒の 学力 をあ げる 」と い
うテ ーマ のも と、 各教 科で でき ると ころ から 取り 組ん でい る 状況 であ る。 先生 方は 「教
員と して の誇 り」 をも って 取り 組ん でく れて いる と思 う。 今 後、 教務 部が その セン ター
の役 割を 果た し、 さら にそ の内 容の 充実 に向 けて カリ キュ ラ ムの 変更 も含 め検 討し てい
きたい。
【生徒指導・部活動（生徒指 導・ 生徒 会）】
Ｑ：Ⅱ －12

生 徒指 導の 年間 指導 計画 が作 成さ れて いるか 、作 成さ れて いる 場合 は概 要を 記
述して下さい。

Ａ：Ⅱ－12
別紙・・運営計画
Ｑ：Ⅱ －13

家 庭と 連携 しな がら 、基 本的 生活 習慣 の定着 を目 指し た生 活指 導が どの よう に
行われているかを記述して下 さい 。

Ａ：Ⅱ－13
具体 的に は入 学式 後に 保護 者を 対象 とし て、 今後 の 生活 指導 （含 他の 分掌 ）に つい て
説明 する （新 入生 には 別に 各分 掌か らの オリ エン テー ショ ン の時 間も 設け 説明 ・周 知し
ている）。学 期毎 に通 知箋や 学年・学 級通信 、指 導部 通信で 発信 をし ている 。ま た、日常
的に 担任 が遅 刻な どに 関わ り、 家庭 と連 絡を とっ て生 徒の 生 活習 慣に つい て話 し合 い、
連携 をと って いる 。し かし 、母 子家 庭や 共働 きの 家庭 が多 い 中で 基本 的生 活習 慣の 定着
を目指 した 連携が 困難 なケー スも 多い。
「どの よう な立場 で家 庭と 連携す るの か」と いう
事や 「ど うい う視 点で 連携 する のか 」な ど充 分に 共通 理解 を 作り あげ 、共 通の 願い てい
くことが課題となっている。
メ ンタ ル 的 に弱 い 生 徒に 関 し ては 、基 本 的に は 支 援の 体 制 を学 校 と して 整 備 して い る わけ
で はな い が 、担任 や 養 護教 諭 が 相談 な ど の窓 口 と な り 、退 避 場 所・ 安心 で き る場 所 と して 保
健 室や 教 頭 室を 使 用 する こ と もあ り、 丁 寧 な対 応 を 心掛 け て いる 。ま た 、全 学 年・ 全 クラ ス
で ＱＵ ア ン ケー ト を 実施 し て おり 、数 値 化さ れ た 結果 を 適 切に 把 握 する こ と で生 徒 個 人お よ
び 集団 の 現 状が 見 え てく る 。その 結 果 をも っ て 前述 の 面 談な ど を 行い 、保 護 者と の 連 携を 深
めている 。
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Ｑ：Ⅱ －14

服 装や 身だ しな み、 マナ ーな どの 指導 がどの よう に行 われ てい るの か記 述し て
下さい。

Ａ：Ⅱ－14
生徒 指導 部が 中心 とな って 頭髪 ・服 装指 導を 行っ て おり 、各 担任 から のＨ Ｒ指 導、 各
教員が廊下巡視や教室移動時 に生 徒へ 声をか ける よう 指導し てい る。
また 、全 校集 会時 に生 徒指 導部 から 服装 や集 会時 の マナ ーに つい てそ の都 度注 意を す
る。 頭髪 の違 反に つい ては 各担 任が 家庭 と連 絡を とり 協力 し て指 導に あた り、 帰宅 指導
を行ったり、改善できるまで 登校 させ ない場 合も ある 。
また 、学 年・ 学期 の区 切り ごと に制 服、 頭髪 の指 導 強化 期間 を設 け、 全校 的に 取り 組
んで いる 。学 年ご との 指導 の温 度差 を解 消し 、メ リハ リの つ いた 指導 がで きて いる と思
われる。
Ｑ：Ⅱ －15

問 題行 動の 未然 防止 に関 する 取り 組み がどの よう に行 われ てい るの かを 記述 し
て下さい。

Ａ：Ⅱ－15
例え ば暴 力を 防止 する とい う事 を課 題と した ときに 、ど こに 問題 の本 質が ある かを き
ちんと 押さ えた うえ で考 える 必要 があ ると 思う 。た だ悪 いこ とをし なけ れば いい とい う
指導は 表面 的な指 導で しかな く、本当 の防止 策と はな らない ので はな いかと 思う。
「問 題
行動が 起こ らな かっ たか らい い」 では なく、「問 題行 動を 起こ す原 因が 何か」「問 題行 動
に至る気持ちが抑えられた」 とい う指 導を目 指し てい きたい 。
現在 は、 生徒 を日 頃か らよ く観 察す るよ うに 、ま た 、変 化が 見ら れる よう なら 学年 団
や家庭 との 情報交 換等 、連絡を 取る よう に指導 をす すめて いる 。しかし 、
「問題 行動 の未
然防 止」 は当 然、 生徒 指導 のカ テゴ リー で考 えら れる が、 本 来は 「問 題行 動を 起こ す原
因」 をな くす ると いう 事な ので 、授 業・ 生徒 指導 ・部 活動 ・ 家庭 環境 等も 含め 、す べて
の領域で取り組みを追求すべ き課 題と 考える 。
Ｑ：Ⅱ －16

ク ラブ 活動 の現 状、 生徒 会の 現状 、学 校行事 （学 校祭 等） の実 施の 状況 を、 そ
の指導体制及び生徒の活動状 況を 含め て記述 して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－16
クラ ブ活 動に つい ては 、体 育コ ース （野 球部 、サ ッ カー 部、 柔道 部、 陸上 部、 バス ケ
ット ボー ル部 ）を 中心 にと りわ け運 動部 の活 動が 活発 で、 全 道・ 全国 大会 に出 場す る部
活も増えてきた。
生徒 会は 、役 員改 選の 選挙 を行 わず 希望 者は 全員 役 員と なる シス テム にし てい る。 そ
の結果 、役 員の数 も増 え、生徒 会活動（主 に生 徒会主 催の 青稜 祭・競技大 会・予餞会 等）
は、 以前 と比 較し て、 量・ 質と もに 充実 して きて いる 。企 画 ・事 前準 備・ 実施 ・総 括等
ほぼ 生徒 自ら が時 間・ 労力 とも に費 やし 、苦 労し なが ら行 っ てお り、 自治 的な 力量 もつ
いてきていると思われる。
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Ｑ：Ⅱ －17

生 徒指 導・ 部活 動（ 生徒 指導 ・生 徒会 ）につ いて 、現 状の 課題 と今 後の 改善 計
画を記述してください。

Ａ：Ⅱ－17
校長 の「 経営 方針 」に 「生 徒と の信 頼関 係を 構築 し 、生 徒の 認識 を変 容さ せる こと を
ベー スと して ・・ ・」 とあ る。 この 方針 を全 校的 に展 開す る のは 実践 的に は大 変困 難な
面もあ る（先生 方の 価値 観のど こを 一致 させて いく のか等 ）。また 、日常 の生徒 指導 にお
いて も、 ＱＵ テス トの 取り 扱い にし ても 学年 での 温度 差は 出 やす い。 この 問題 を解 消す
るた めに 、平 成２ ９年 度か らは ＱＵ テス トの 実施 なら びに 分 析会 議の 開催 を生 徒指 導部
が中心となって取り組み始め てい る。
【進路指導】
Ｑ：Ⅱ －18

年 間指 導計 画に 基づ く進 路指 導が 、ど のよう に行 われ てい るか を記 述し て下 さ
い。

Ａ：Ⅱ－18
進路 指導 は、 より 高く 広い 社 会自 立を 目指 し、 外部 関係 機 関と も連 絡・ 指導 を受 けな
がら、教育活動全体を通して 計画 的か つ組織 的に 実践 するよ う努 めて いる。
①就業体験
事業 所の 意味 、作 業 内容 の違 い等 を 理解 させ 、そ こで 働 く人 々の 姿を 通し て 職場 や
実習の理解、就職への意欲・ 関心 を高 めてい る。
②三者面談
生徒 ・保 護者 ・学 校 側の 三者 で、 卒 業後 の進 路希 望を 確 認し 、進 路指 導上 の 課題 を
明らかにして、相互理解のも とに その 実現に 向け ての 解決方 法を 探っ ている 。
③学校説明会・体験入学等案 内
④就業準備講習会
就職 希望 者に 人事 担 当者 や卒 業生 か ら、 就職 活動 の取 り 組み 方、 企業 が求 め る人 材
や、社会人としての心構えな どに つい て話し ても らう セミナ ーに 参加 。
⑤各種検査
職業レディステスト・一般職 業適 性検 査
⑥職業講話会
職業 試験 を目 前に 控 え、 新規 高等 学 校卒 業生 を取 り巻 く 就職 環境 につ いて 理 解を 深
める。
・正しい職業観や、職業生活 につ いて 理解を 深め る。
・企業の求める人物像につい て理 解を 深める 。
・受験の準備や心構えについ て理 解を 深める 。
・進路決定に向けて目的意識 を持 った 学校生 活を 送る ための 一つ の指 針とす る。
⑦北海道未来ビュー参加
今 年度 から １年 生を 対象 とし て参 加。 地域 企業や 道内 ・東 北な どの 大学 や短 大、 専
門学校 が参 加し 、興 味あ るブ ース での 職業 体験 や企 業・ 学校 案内 を聞 き、 自分の 進
路発見につなげていく。
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⑧進路ガイダンス
１ ０月 に２ 年生 を対 象と して 、本 校に 大学 や短大 、専 門学 校を 招き 進路 学習 を実 施
予定。
Ｑ：Ⅱ －19

卒 業後 の進 路へ の関 心を 高め る計 画的 な取り 組み が、 どの よう に行 われ てい る
のかを記述して下さい。

Ａ：Ⅱ－19
①就業体験
事業 所の 意味 作業 内容 の違 い 等を 理解 させ そこ で働 く人 々 の姿 を通 して 職場 や実 習の
理解、就職への意欲・関心を 高め るよ う指導 して いる 。
②３年生進路個別面談
年間 行事 とし て５ ・６ ・８ ・１ ０月 に職 安か ら３名 来校 して もら い、 一人 ずつ 面談 し
ながら 意欲 ・関 心を 深め てい く。 また 、必 要に 応じ て実 施回 数を 増やし たり もし てい
る。
③各種検定の取り組み
各種検 定に 取り組 むこ とで進 学・就 職へ の興 味関心 を高 めモチ ベー ショ ン向上 につ な
げている。
Ｑ：Ⅱ －20

卒 業後 の進 路に 関す る情 報提 供や 保護 者との 懇談 が、 どの よう に行 われ てい る
のかを記述して下さい。

Ａ：Ⅱ－20
①進路三者面談
生徒 ・保 護者 ・学 校側 の三 者 で、 卒業 後の 進路 希望 を確 認 し、 進路 指導 上の 課題 を明
らかにして、相互理解のもと にそ の実 現に向 けて 解決 方法を 探っ てい る。
②進路ニュースによる進路状 況の 提供
③各学年による個別面談
不 定期 では ある が年 に数 回学 年主 導で 保護 者面 談を 実施 。 １年 次よ り年 に数 回の 面談
をす るこ とで 、生 徒の 現状 や進 路に つい て細 かく 確 認し 、３ 年次 の三 者面 談に 繋げ て
いく。
Ｑ：Ⅱ－21

進路指導について、現状の課題 と今 後の 改善計 画を 記述 してく ださ い。

Ａ：Ⅱ－21
生徒 の学 力面 での 変化 を的 確に とら え、 確実 に進 学 先・ 就職 先を 決定 して いく とと も
に、生徒にとって「進路とは なに か」 という テー マも さらに 深め てい きたい 。
また 、放 課後 の講 習に つい ても 、進 学・ 就職 講習 に つい ては 進路 指導 部が 主導 して い
く事でポイントをしっかりと 押さ えた 指導を して いき たいと 考え てい る。
高 校に 入 学 して か ら 勉強 が 前 より も 好 きに な っ た 、苦 手 な 教科 が 克 服で き た と言 っ て くれ
る 生徒 が 増 えて き て いる の で 、上 記 に あげ た テ ーマ を 深 め・進 め て いく よ う 検討 し て いき た
い。
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【保健管理・安全管理・個人 情報 管理 】
Ｑ：Ⅱ －22

事 故や 問題 が生 じた 場合 の保 護者 への 説明や 対応 が、 どの よう に行 われ てい る
のか記述して下さい。

Ａ：Ⅱ－22
事故 や問 題が 生じ た場 合は 、速 やか に校 長（ 不在 の 場合 は教 頭） に報 告す る。 また 、
該当 の生 徒の 保護 者に は事 情に 応じ て担 任、 また は教 頭か ら 連絡 ・説 明し 、同 じ立 場で
問題に対応することを確認し て協 力し て問題 に対 応す る。
Ｑ：Ⅱ－23

生徒や保護者の個人情報の取り 扱い につ いて記 述し て下 さい。

Ａ：Ⅱ－23
学園の定める「函館大谷学園
Ｑ：Ⅱ －24

個人情報保護規程」に則り取 り扱 って いる。

教 室や 校舎 内外 の美 化・ 清掃 活動 がど のよう に行 われ てい るの か記 述し て下 さ
い。

Ａ：Ⅱ－24
清掃 につ いて は、 教室 内は 生徒 、校 舎内 外は 校務 補 が担 当し てい る他 、美 化委 員会 が
中心となって花壇の整備や、 清掃 活動 も年に 数回 行っ ている 。
Ｑ：Ⅱ －25

健 康・ 安全 に留 意し た生 活が 送れ るよ うな指 導が どの よう に行 われ てい るか 記
述して下さい。

Ａ：Ⅱ－25
①健康 につ いて は、 養護 教諭を 中心 に教 育活 動全 体を 通じ て行っ てい る。 一般 的に 通年
で行われる健康観察・健康相 談の 他に は下記 のよ うな 内容を 行う 。
４・５月
６・７・８月

疾病異常者の健康相談、生 活指 導。
食中毒・感染予防指導
学校祭における食中毒予防 指導 と救護
夏休みの健康生活指導と健康 管理 指導

９・１０月
１１月

見学旅行前健康調査・事前 指導 アレル ギー 調査
かぜ・インフルエンザの罹患 状況調 査
室内の換気及び手洗い・う がい の励行
罹患調査

１２月

かぜ・インフルエンザの罹 患状 況調査
室内の換気及び手洗い・うが いの 励行
冬休みの健康生活指導と健康 管理 指導
罹患調査

１月

かぜ・インフルエンザの罹 患状 況調査
室内の換気及び手洗い・う がい の励行
罹患調査
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２月

かぜ・インフルエンザの罹 患状 況調査
室内の換気及び手洗い・う がい の励行
冬休みの健康生活指導と健 康管 理指導
罹患調査

３月

一年間の健康生活の反省

以上 の内 容に 基づ いて 、定 期 的に 生徒 ・保 護者 向け 「ほ け んだ より 」を 発行 する 。ま
た担任と協力して保護者に直 接連 絡を 取り説 明・ 対応 をする 場合 もあ る。
②安 全に つい ては 各教 職員 が各 所に 目を 配る 。ま た、 近年 自 転車 の乗 り方 によ る事 故の
可能 性が 高く なっ てき てい る。 ＨＲ での 指導 のほ か 、不 定期 では ある が、 登校 時・ 下
校時の指導を行っている。ま た、 外部 講師を 招い て「 交通安 全教 室」 も行っ てい る。
③年に 一度、外部講 師に 教職員 対象 の救 命救急 講習 を依 頼し、AED やエ ピペン の使 用方
法などを学ぶ。
Ｑ：Ⅱ －26

災 害対 策、 防犯 対策 に関 する 取り 組み がどの よう に行 われ てい るか 記述 して 下
さい。

Ａ：Ⅱ－26
災害～地震・火災の避難訓練 を毎 年実 施。
保 護者 ・生 徒へ の臨 時 休校 など の連 絡は ホー ムペ ー ジに 掲載 し、 全体 への

周

知
防犯 ～事 務、 教員 が来 校者 プレ ート を持 って いない 者へ の声 がけ 、何 かあ れば 警察 へ
連絡を取るようにしている。
ま た、 近隣 小・ 中学 校と 不審 者な どの 情報を 共有 して 登下 校時 の安 全を 図っ て
いる。
夜間 の防 犯対策 とし ては 警備会 社に よる 夜間 (22 時 )校内 巡回 （警備 ）と 施錠 時
のセンサー（セコム）を導入 して いる 。
Ｑ：Ⅱ －27

保 健管 理・ 安全 管理 ・個 人情 報管 理に ついて 、現 状の 課題 と今 後の 改善 計画 を
記述してください。

Ａ：Ⅱ－27
特になし。
【入試・生徒募集】
Ｑ：Ⅱ －28

入 学選 抜の 方針 、選 抜方 法を どの よう な方法 、手 段で 明示 して いる かそ の概 要
を簡潔に記述して下さい。

Ａ：Ⅱ－28
合同 進学 説明 会、 学校 説明 会、 私学 進学 フェ ア等 、 およ び中 学校 に出 向い ての 説明 会
など で、 パン フレ ット ・要 項等 を配 布し 説明 して いる 。管 内 各中 学校 には ３年 生生 徒分
のパンフレット・要項等を配 布し てい る。
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Ｑ：Ⅱ－29

広報及び生徒募集についての体 制の 概要 を記述 して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－29
教務 部の 業務 内容 の一 つと し て生 徒募 集が あり 、教 務部 長 と生 徒募 集担 当２ 名の ３名
で内外 の業 務をこ なし ている 。外 部対 応に 関して は教 頭、また部 活の 特待生 の関 係で は
各 部活 顧 問 に 協 力を し て も らう 等 、 場 面に 応 じ て 各 先生 方 に も 活動 を し て も らっ て い
る。
生徒 募集 に関 わっ ては 、教 師や 学校 が取 り組 んで い るこ とに 「教 育的 に」 自信 や誇 り
をもっているかどうかという こと が大 きい。
Ｈ Ｐに 関 し ては 基 本 的に は シ ステ ム 管 理が 担 当 して い る 。現 在 、更 新に 関 し ては 入 試 関係
と 臨時 休 業 に関 し て しか 更 新 でき て い ない の が 現状 で あ る 。今 年 度 中に Ｈ Ｐ のリ ニ ュ ーア ル
が 完成 す る 予定 で あ る 。ま た 、現 在 ＳＮ Ｓ の 活用 を 検 討し て い るが 、個 人 情 報保 護 の 観点 な
どで協議 を し てい る 最 中で あ り 、実 用 は 未定 で あ る。
昨 年 は創 立 130 周年 と い うこ と も あり タ ブ ロイ ド を 作成 し 管 内 中学 校 な どに 配 布 をし た 。

Ｑ：Ⅱ－30

入試・生徒募集について、現状 の課 題と 今後の 改善 計画 を記述 して くださ い。

Ａ：Ⅱ－30
学校 見学 のた めの 授業 は行 わず 、通 常通 りの 生徒 の 様子 を見 ても らう 事を 前提 とし た
学校見 学を いつで も受 け入れ ると いう 案内を 平成 ２５ 年から 中学 校(生 徒・教 員・保護 者)
に向 けて して きた 。そ の結 果、 毎年 相当 数の 中学 生が 見学 に 訪れ るよ うに なっ た。 その
事が生 徒募 集にど う繋 がって いる のか の検証 につ いて は 「なぜ 本 校 に来 た の か？ 」は在 校
生 に聞 け る が 、入 学 し なか っ た 生徒 に 対 して は「 な ぜ 来な か っ たか ？ 」を 聞 くこ と が でき な
い の で 、「 これ が 要 因 か な ？ 」 と い う予 想 で し か な い 。 入 試に 関 し て は 入 選 の 際 に きめ 細 や
か な検 討 を し 、生 徒 が 安心 し て 登校 で き るよ う に 心 がけ て い る 。そ の 結 果 、在校 生 や 保護 者
か ら中 学 生 やそ の 保 護者 へ と その 情 報 が伝 え ら れ 、専 願 で の出 願 が 増え て き てい る の では な
いかと予 想 し てい る 。

通常 授業 日の 学校 見学 に関 して は「 開か れた 学校 」 とい う意 味で は良 いこ とか も知 れ
ない 。し かし 「生 徒募 集的 」に は両 刃の 剣の 部分 もあ り得 る 。い ずれ にし ても 、一 層教
育活動の充実が求められる。
【特別支援教育】
Ｑ：Ⅱ－31

特別支援教育への取り組み・考 え方 を記 述して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－31
別支 援を 要す る生 徒に つい て は、 入学 前に も入 学後 にも 発 達障 害等 の「 判定 」を 受け
ている こと が分か って いるケ ース は稀 であっ たが 、平 成２ ５年度 入試 時の事 前相 談で 複
数の 中学 校 から 「特 別支 援 を受 けて い た」「発 達障 害 の判 定を 受け て いる 」と い う相 談
があっ たが、そ れ以 降は「 疑いが ある」「 行動 から みると」 とい った程 度の もの が多く 、
件数も まば らな状 況で ある 。入試 段階 での 考え方 は、発達 障害の 判定 を受け てい ると い
う 事と 本 校 が そ の生 徒 を 指 導し て い く こと が 可 能 か どう か は 別 の問 題 で あ る と考 え て
いる 。まし て 、発 達障害 をも った生 徒の 状況 が全員 異な る事 を考え れば 、そ れを もっ て
合否の 判定 をする こと はでき ず 、事 前相談 の情 報、入試・ 面接で の様 子をで きる だけ 総
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合して 判断 してい る。その ような 段階 であ るから 、本 校の 特別支 援の 体制や 取り 組み が
充分と はい える状 況で はない 。しか し、特別 支援を 要す る生 徒への 配慮 や指 導は 、健 常
な生徒 にも 効果的 な面 がある と思 われ る。現状で はど の生徒 にも 理解 しやす く、どの 生
徒の「困り 感 」に も対応 しよ うと努 力を する こと 、そ して それを 相互 に研修 し教 育力 量
として高めていく事が課題と なっ てい る。
また、 現在 では 全学 年で ＱＵ テス トを 実施 し、学 級・ 学校 生活 への 意欲 や満 足度 、友
人や教 師と の関係、学習 や進路 への 意欲 などに つい て参 考とし てい る。今後 も様 々な 角
度から生徒を観察し、集団的 に取 り組 んでい きた い。
Ｑ：Ⅱ－32

特別支援教育について、現状の 課題 と今 後の改 善計 画を 記述し てく ださい 。

Ａ：Ⅱ－32
学年 ・担 任・ 養護 教諭 など 関係 する 部署 が情 報を 共 有し 、常 に連 携を 取り なが ら、 上
記の取り組みをさらに集団的 ・組 織的 に行う 。
【地域活動】
Ｑ：Ⅱ －33

校 内の 様子 （学 校や 部活 動、 行事 など ）を家 庭に どの よう に伝 えて いる か記 述
して下さい。

Ａ：Ⅱ－33
生徒 会の 発行 する 生徒 会通 信で は主 に生 徒会 企画 の 行事 （青 稜祭 、競 技大 会、 予餞 会
等） の取 り組 み状 況や 内容 、感 想等 を生 徒の 手を 通じ て家 庭 に伝 えて いる 。ま た、 各考
査結果 を家 庭に郵 送す る際、 生徒 指導 部から 「指 導部 通信」、各担 任か らは 「学級 通信 」
により、個々の生徒やクラス の状 況や 到達点 、学 校の 様子な どを 家庭 に伝え てい る。
現在本校 HP のリニューア ル中で あり 、今 後 WEB で の発 信も 検討し てい る。
Ｑ：Ⅱ－34

地域などに対して、学校の様子 をど のよ うに伝 えて いる か記述 して 下さい 。

Ａ：Ⅱ－34
Ⅱ― 24 で記 述し た内 容の ほか 、年に 一度 発行 され る「 学園 報」、 新聞 折り 込み のタ ブ
ロイド版等により、高等学校 を含 めた 学園全 体の 様子 を伝え てい る。
Ｑ：Ⅱ－35

PTA の活動について保護者にど のよ うに情 報を 伝え ている か記 述し て下さ い。

Ａ：Ⅱ－35
「Ｐ ＴＡ 通信 」に より 、学 校へ の協 力内 容や 学校 行 事な どで のＰ ＴＡ の活 動状 況を 伝
えている。
昨 年度 か ら ＰＴ Ａ 役 員が 増 え 、こ れ ま で に出 来 な かっ た 活 動に 関 し ても 取 り 組め る よ うに
な って き た ので 、今 後Ｐ Ｔ Ａ 事務 局 が 中 心と な っ て活 動 の 様子 を 周 知し て い きた い と 考え て
いる。
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Ｑ：Ⅱ－3 6

過 去３ ヵ年（2016 年 度～ 2018 年度）の 生徒 によ る地域 活動、地域貢 献あ るい は
ボランティア活動等社会的活 動の 状況 を記述 して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－36
熊本 地震 ・九 州北 部豪 雨・ 西 日本 豪雨 の際 、生 徒会 から の 呼び かけ で生 徒有 志に よる
募金活動を行った。
日常的には「リングプル集め 」と いう 取り組 みや すい 内容の もの を行 ってい る。
また 、特 定の 部活 動で はあ るも のの 冬季 降雪 時に 学 校の 歩道 をは じめ 、近 隣の 交差 点
周りの除雪を行ったりもして いる 。
今後 は「 体育 コー ス」 があ ると いう 特色 を活 用し て 、内 容を 充実 させ てい きた いと 考
えている。
Ｑ：Ⅱ －37

高 等学 校で は生 徒の 地域 活動 、地 域貢 献ある いは ボラ ンテ ィア 活動 等に つい て
どのように考え、どのように 評価 して いるか 記述 して 下さい 。

Ａ：Ⅱ－37
地域活 動・貢献 、ボラ ンティ ア活 動に ついて は 、取 り組み 自体 は不 十分な 状況 である 。
この よう な活 動は 「ど のよ うな 意識 ・認 識を もっ て生 徒が 取 り組 んで いる のか 」が 、そ
の活動 の質 の部分 に大 きく関 わっ てく ると考 えて いる 。現 在、本 校で は 生 徒会 改 正 の選 挙
は 行わ ず 、自主 的 に 学校 生 活 に取 り 組 ん でい き た いと い う 生徒 が 活 動し て い くと い う 形を と
っ てい る 。ボ ラン テ ィ アな ど に 関し て も 同様 で「 活 動 とし て し なけ れ ば なら な い 環境 」を 作
る ので は な く 、生 徒 自 身か ら 湧 き起 こ る「 自 分に も 何 かで き な いだ ろ う か 」とい う 想 いが 根
本にあり 、 動 いて い く のが 望 ま しい と 考 える 。

そこ を踏 まえ つつ 、身 近な 地域 貢献 につ いて 情報 を 提供 し、 地域 と密 接な 関わ りを も
つ、地域に支援される・開か れた 学校 作りを 目指 した いと考 えて いる 。
Ｑ：Ⅱ－38

地域活動について、現状の課題 と今 後の 改善計 画を 記述 してく ださ い。

Ａ：Ⅱ－38
災害 に関 して の募 金活 動は 生徒 から の声 で校 内外 で の自 主的 ・積 極的 なボ ラン ティ ア
活動 が展 開さ れた 。生 徒達 の感 覚の 良さ やエ ネル ギー を感 じ るこ とが でき た機 会で あっ
た。 年間 を通 して 定期 的に 継続 して いけ るボ ラン ティ ア活 動 を検 討し 、さ らに 充実 させ
ていこうと考えている
【図書館等】
Ｑ：Ⅱ－ 39

図書館 等の 概要 につい て、全 体の 配置 図、蔵書 数、学 術雑 誌数、A V 資 料数、 座
席数、年 間図 書予算、 購入 図書 選定シ ステ ム、図 書等廃 棄シ ステ ム、司書 又は
司書教諭の人数、情報化の進 捗状 況等 を含め て記 述し て下さ い。

Ａ：Ⅱ－39
校舎 建て 替え 後、 本校 の図 書 館の 施設 ・蔵 書・ 生徒 の活 用 状況 等は 充分 であ ると は言
えなか った 。し かし 、退 職し た教員 から の寄 付など もあ り 、平成 ２８ 年度か ら準 備を 行
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い、PC での蔵 書管 理（ ELISE-Egg３ ）や 、AV 資 料を 閲覧 可能な 視聴 覚ゾー ンの 設置 な
どの平 成２ ９年度 から 本格的 に運 用開 始した 。昨 年度 から は購入 図書 の希望 調査 を年 間
通 して 行 っ て い る。 さ ら に 今年 か ら は 全生 徒 の 証 明 書と 一 体 型 とし て 利 便 性 を向 上 さ
せ、図書室の一層の利用を促 して いる 。
図書 室全 体の 座席 総数 は２ ２席 程度 。今 年度 の年 間 予算 は２ ００ ，０ ００ 円と なっ て
おり 、司 書資 格を 有し た教 員２ 名が 購入 や廃 棄を 検討 して い る。 購入 図書 の選 定に つい
ては 生徒 ・教 職員 に役 立つ もの を基 本と して 選定 して いる 。 廃棄 基準 に関 して は利 用頻
度が著しく低いものや、内容 や表 現な どが古 く利 用価 値が失 われ たも のとし てい る。
Ｑ：Ⅱ－40

図書館等について、現状の課題 と今 後の 改善計 画を 記述 してく ださ い。

Ａ：Ⅱ－40
本格的な運用が始まって４年 目で あり 、課題 は全 てが 明確に なっ てい る訳で はな い。
図書 室の サロ ン化 や携 帯電 話の 利用 方法 など の課 題 があ るも のの 、図 書便 りや 各Ｈ Ｒ
での 啓発 をす る中 で解 決し てき てい る。 また 、昨 年か らは 各 考査 前に 勉強 をす る生 徒な
ども増えてきており、様々な 活用 を検 討して いき たい 。
【特記事項について】
Ｑ：Ⅱ －特

こ の《 Ⅱ分 掌》 の領 域で 示し た評 価項 目や評 価の 観点 の他 に、 分掌 につ いて 努
力していることがあれば記述 して 下さ い。

Ａ：Ⅱ－特
特になし。
《添付 書類 》B：生徒 に配 布して いる 教務 に関す る印 刷物・シ ラバス・授 業改 善に関 する 資
料・その他関係書類
《添付書類》C：生徒指導に 関す る印刷 物・ クラブ 活動 一覧 表・そ の他 関係 書類
《添付 書類 》D：進 路の 実績（平 成２８ 年度 ～平成 ３０ 年度 ）に つい ての印 刷物・そ の他 関
係書類
《添付書類》E：保健管理・ 安全 管理・ 個人 情報管 理に 関す る書類
《添付書類》F：入試要項・ 学校 パンフ レッ ト
《添付書類》H：図書館等の 規程
《添付書類》G：地域活動に 関す る書類
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Ⅲ

管 理 運 営 （ ガバ ナン スの確 立）

Ｑ： Ⅲ－ １

理事 会は 学校 法人 の意 思決 定機 関と して 適切 に運 営さ れて い るか 現状 を記 述
して下さい。

Ａ：Ⅲ－１
良好に運営されている。理事 長の 下、 全員一 致で 学園 運営が 進め られ ている 。
Ｑ： Ⅲ－ ２

評議 員会 は理 事会 の諮 問機 関と して 適切 に運 営さ れて いる か 現状 を記 述し て
下さい。

Ａ：Ⅲ－２
評議員 会参 加率が 高く、学校 運営に 理解 を示 し、諮 問機関 とし て力を 発揮 して いる。
Ｑ： Ⅲ－ ３

監事 は寄 付行 為の 規定 に基 づい て適 切に 業務 を行 って いる か 現状 を記 述し て
下さい。

Ａ：Ⅲ－３
理事 会前 には 、本 部 より 資料 を基 に 年度 の運 営状 況の 説 明を 受け 厳し く 監査 をし 、
結果を評議員会にて説明・報 告を して いる。
Ｑ： Ⅲ－ ４

高等 学校 の教 育・ 運営 上の トッ プで ある 校長 は、 高等 学校 の 教育 活動 全般 に
つい て適 切に リー ダ ーシ ップ を発 揮し て いる か、 また 高等 学校 に 係る 教育 ・
運営 上の 事項 はど の よう な流 れで 決定 し 、そ の流 れの 中で 校長 は どの よう に
関与しているかを、できれば 校長 自身 が率直 に現 状を 記述し て下 さい 。

Ａ：Ⅲ－４
教職 員の 全員 の力 を 借り なが ら学 校 運営 を行 って いる と 実感 して いる 。 特に 、教 職
員が 働き やす い環 境 を提 供す るよ うに 努 めて いる 。ま た、 生 徒募 集に おい て 教職 員の
先頭 を切 って 地域 の 中学 校に 足を 運び 、 現在 の学 校の 状況 を 周知 し理 解し て もら うべ
く行 動を とっ てい る 。教 育・ 運営 上の 流 れに つい ては 、職 員 会議 を中 心に 全 員で 確認
しな がら 物事 を決 め てい く流 れで 勧め て いる 。職 員会 議で の 最終 決定 は校 長 が決 定す
る。
Ｑ：Ⅲ－５

管理運営について、現状の課題 と今 後の 改善計 画を 記述 して下 さい 。

Ａ：Ⅲ－５
特になし。
【特記事項について】
Ｑ： Ⅲ－ 特

この 《Ⅲ 管理 運営 》の 領域 で示 した 評価 項目 や評 価の 観点 の 他に 、管 理運 営
について努力していることが あれ ば記 述して 下さ い。

Ａ：Ⅲ－特
教育 環境 の 改善 と して 特 に 進 め ら れ て き た こ と は な いが 、 中 学 生 ・ 保 護 者 ・ 中 学 校 教
員 を対 象 と して「 学 校 見学 は い つで も で き ます 」と い うこ と は ５～ ６ 年 前 から 中 学 校に 案
内をして い る 。昨 年 度 も１ ５ 組 程度 の 見 学が あ っ た。

《添付書類》I：管理運営に 関す る書類
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Ⅳ

財務

Ｑ： Ⅳ－ １

学校 法人 もし くは 高等 学校 にお いて 「中 ・長 期の 財務 計画 」 を策 定し てい る
場合は、計画の名称、策定し た経 緯等 を簡潔 に記 述し て下さ い。

Ａ：Ⅳ－１
今後 5 ヶ年の生徒入学生予想 数等 を基に 中期 的な 経営計 画を 策定 してい る。
Ｑ： Ⅳ－ ２

当該 年度 の消 費収 支の 収入 超過 又は 支出 超過 の状 況に つい て 、又 は事 業活 動
収支 にお ける 当年 度 収支 差額 の収 入超 過 又は 支出 超過 の状 況に つ いて 、そ の
理由を記述してください。

Ａ：Ⅳ－２
当 該年 度の経 常収 支差額 額は 34,817 千 円とな って おり 、基 本金 組入 後の当 年度 収支 差
額は 60,962 千円 であっ た。道管 理運営 費補 助金の 定員 遵守 加算等 で収 入が 長期計 画を 上
回ったが、例年、収支は概ね 均衡 して いる。
Ｑ：Ⅳ－３

財務情報の公開をどのように実 施し てい るのか 記述 して 下さい 。

Ａ：Ⅳ－３
ホームページに掲載している 。
Ｑ： Ⅳ－ ４

教職 員に 対し て自 法人 の財 務状 況を 毎期 ごと 十分 に説 明す る 機会 を設 けて い
るか記述して下さい。

Ａ：Ⅳ－４
例年、5 月の理事会終了後、 教職員 への 財政 説明会 を実 施し ている 。
Ｑ：Ⅳ－５

財務について、現状の課題と今 後の 改善 計画を 記述 して くださ い。

Ａ：Ⅳ－５
現状 にお いて は大 きな 課題 は無 いが 、今 後、 対象 人口 の自 然減 に伴 う 生徒 数の 減少 に
因る学 生生 徒納 付金 等の減 は避 けら れな いこ とから 、有 効な 生徒 募集 対策が 求め られ る
と同時に人件費、経費の抑制 を図 りた い。
【特記事項について】
Ｑ： Ⅳ－ 特

この 《Ⅳ 財務 》の 領域 で示 した 評価 項目 や評 価の 観点 の他 に 、財 務管 理に つ
いて努力していることがあれ ば記 述し て下さ い。

Ａ：Ⅳ－特
単年 度に おけ る赤 字決 算を 出さ ない こと を前 提に 予算 の策 定、 執行 を おこ なう とと も
に、長期的に持続可能な学校 運営 をめ ざし、 財務 を管 理、計 画し てい る。
《添付書類》J：財務に関す る書 類
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Ⅴ

改革・改善

Ｑ： Ⅴ－ １

自己 点検 ・評 価を 高等 学校 の運 営の なか でど のよ うに 位置 づ けて いる か、 ま
た自 己点 検・ 評価 を 実施 する ため の組 織 、規 程等 の整 備状 況を 記 述し て下 さ
い。 また 今後 、自 己 点検 ・評 価を どの よ うに 実施 しよ うと 考え て いる のか に
ついても記述して下さい。

Ａ：Ⅴ－１
普段 の教 育活 動に つ いて 、省 みる と 言う こと で非 常に 大 切な こと と考 え てい る。 教
頭が 評価 を各 担当 へ 依頼 し、 とり まと め を行 って いる 。従 来 通り に実 施す る 中で 、道
内大谷高等学校の相互評価を 参考 に進 めてい きた いと 考えて いる 。
Ｑ：Ⅴ －２

過去 ３ヶ年（2016 年 度～2018 年 度）の 自己 点検・評価 報告 書の発 行状 況を 記
述して下さい。またその報告 書の 配布 先の概 要を 記述 して下 さい 。

Ａ：Ⅴ－２
平成２ ８年 度より WEB 上 で公表 して いる。 年度 末に 職員会 議で 確認 された 評価 を
とりまとめたものを、道学事 課の ヒア リング 時に 提出 してい る。
Ｑ： Ⅴ－ ３

平成 ２９ 年度 まで に行 った 自己 点検 ・評 価の 活用 につ いて そ の実 績を 記述 し
て下 さい 。ま た今 後 、自 己点 検・ 評価 の 結果 をど のよ うに 活用 し よう と考 え
ているのかについても記述し て下 さい 。

Ａ：Ⅴ－３
新年 度方 針へ 向け て 各担 当部 署等 全 体で 活用 して いる 。 今後 も同 様の 活 用を 考え て
いる。
Ｑ：Ⅴ－４

改革・改善について、現状の課 題と 今後 の改善 計画 を記 述して くだ さい。

Ａ：Ⅴ－４
他校 の現 状を 参考 に 本校 にお いて 必 要な もの は取 り入 れ 、ま た改 善を し なが ら学 校
運営に反映し、 生徒一 人 一 人が 安 心 し て通 え る 環境 を 整 え てい きたい 。
ま た、 学 習 環境 と し ては 既 存 施設 の 枠 にと ら わ れず 柔 軟 に外 部 施 設を 使 用 する こ と で、
充実した 学 び にな る よ うに す す めて い る 。

【特記事項について】
Ｑ： Ⅴ－ 特

この 《Ⅴ 改革 ・改 善》 の領 域で 示し た評 価項 目や 評価 の観 点 の他 に、 改革 ・
改善ついて努力していること があ れば 記述し て下 さい 。

Ａ：Ⅴ－特
こ れま で 以 上に 真 宗 大谷 派 の 学校 で あ るこ と を アピ ー ル して い き たい と 思 って い る 。具
体 的な 方 法 とし て は ５年 ほ ど 前か ら 学 校説 明 会 の際 に 体 験授 業 の 一つ と し て「 宗教 」の 授
業を実施 し て いる 。

《添付書類》K：過去３ヶ年 の自 己点検 ・評 価報告 書・ その 他関係 書類
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