
令和 4 年 3 月 31 日 

 

函館大谷高等学校 PTA 会長 森 博人 

 

令和 3 年度函館大谷高等学校関係者評価報告書 

 

 函館大谷高等学校は文部科学省の定める「学校評価ガイドライン」に則り、自主点検、関

係者および第三者による学校評価をおこなうことにより、教育活動等の成果を検証し、学校

運営の改善と発展を目指しています。令和 3 年度は当該年度の卒業生保護者へのアンケー

トを PTA 役員によって集計、評価しました。以下に報告します。 

 

記 

⚫ 評価委員 

 函館大谷高等学校 PTA 会長 森 博人 

 函館大谷高等学校 PTA 副会長 逢坂 こずえ 

 函館大谷高等学校 PTA 役員（会計） 伊藤 美穂 

 函館大谷高等学校 PTA 会計監査 斉藤 里奈 

 函館大谷高等学校 PTA 事務局長 和泉  明大 

⚫ アンケート調査方法 

令和 3 年度卒業生の保護者 140 名を対象にオンラインフォーム（さくら連絡網）

で無記名アンケートをおこなった。なお、アンケートにあたっては添付の「函館大

谷高等学校令和 3 年度事業計画」を配布した。 

⚫ アンケート実施期間 

令和 4 年 3 月 10 日から令和 4 年 3 月 14 日 

⚫ アンケート回答状況 

送信数 140、回答 80（回答率 57%） 

 

 

1. 【教育①】函館大谷高校は「親鸞聖人の「み教え」を基にした人間教育」を建学の精神

に、「報恩感謝・言行一致・親愛礼譲・和衷協同」を学園訓とし、「人間性・自主性・積

極性・協調性」を教育目標として掲げ教育活動をおこなっています。これらをご存じで

したか？（回答必須、選択、自由記述あり） 

 



 

［評価］ 

 学校案内や公式WEBサイト、学校説明会などにおける紹介で建学の精神や教育目標

の周知をはかっており 7 割強の保護者に浸透しています。コロナ禍で宗教的行事の中

止や省略が続く中、より効果的な方法による周知を検討、実施することで、更に高める

ことが可能と思われます。 

 

2. 【教育②】令和 3年度事業計画で「教育」項目重点目標としている「生徒に寄り添う教

育の実現」について、「生徒、保護者に誠実に向き合い、互いに認め合うことができる

高い信頼関係」は構築されたでしょうか？（回答必須、選択、自由記述あり）

1：知っていた

72%

2：知らなかった

28%



 

［評価］ 

 「充分に構築された」と「ある程度構築された」をあわせ、94%が信頼関係の構築が

なされていると回答しており、学校が生徒、保護者に誠実に向き合っていることがうか

がえます。 

 

3. 【支援①】令和 3年度事業計画で「支援」項目重点目標としている「生徒支援の充実」

について、学力レベルの把握と対策のための講習、学校生活満足度の把握と対策など、

充実した支援はおこなわれましたか？（回答必須、選択、自由記述あり） 

1：充分に構築さ

れた

45%

2：ある程度構築

された

49%

3：あまり構築さ

れなかった

6%

1：充分おこなわ

れた

54%

2：ある程度おこ

なわれた

42%

3：あまりおこな

われなかった

4%



［評価］  

「充分おこなわれた」と「ある程度おこなわれた」をあわせ、96%が充実した支援がお

こなわれたと回答しており、学校が行う支援が生徒に届いていると感じます。評価委員

からも「遅刻が多く、ご迷惑をかけましたが、それでも見捨てず、助言していただき、

ありがたかったです。」との声がありました。 

 

4. 【支援②】生徒は希望する進路を実現できましたか？？（回答必須、選択、自由記述あ

り） 

 

［評価］  

「希望通り」が 77%、「近い進路」が 19%と、生徒が望む進路がほぼ実現されている

印象です。学校の適切な進路指導と生徒の努力により、このような結果になったのでは

ないでしょうか。 

 

  

1：希望通りの進

路を実現した

77%

2：最も望む進路

ではないが、近い

進路を実現した

19%

3：希望と違う進

路となった

4%



5. 【支援③】部活動をはじめとする課外活動について、学校は適切なサポートをおこない

ましたか？（回答必須、選択、自由記述あり） 

（自由記述回答） 

⚫ 卓球部でしたが 顧問の先生には とても感謝しています遠征にも積極的

に 連れていって頂き生徒達のモチベーションもあがり息子の 1 番の成長

といい仲間達もできて先生の卓球部に入れてとても良かったです。 

 

［評価］  

設問 6の入学の動機について「部活動」が最多となっていますが、入学後も適切なサ

ポートがあり、満足度が高い印象です。評価委員からは思うような活動にはならなかっ

たが、乗り越えられたのはこの学校だからこそ、との声がありました。 

 

1：充分おこなわ

れた

65%

2：ある程度おこ

なわれた

31%

3：あまりおこな

われなかった

3%

自由記述

1%



6. 【募集①】生徒が本校への入学を選択した理由をおこたえください。（回答必須、複数

選択、自由記述あり） 

（自由記述回答） 

⚫ 公立高校が不合格だったため 

⚫ 学力 

⚫ 自転車競技部があり顧問の先生と話したうえで決めました！全国大会出

場できその節はお世話になりました。 

⚫ 親が卒業生で知っていたから。安心出来ると思ったから。 

 

［評価］  

「部活動」が直接の志望動機になるケースが多いことが読み取れます。きょうだいや

先輩から伝えられたことが動機となっているケースも少なくなく、実際に在学した生

徒や卒業生が良い印象を伝えていることはとても良いことと感じます。 

1：学校説明会への

参加, 11

2：学校の様子を

きょうだいや先輩

から聞いて, 18

3：中学校の先生に

勧められて, 13

4：教育目標やカリ

キュラムなどの教

育内容, 10

5：部活動, 49

自由記述, 4
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7. 【募集②】就学支援金等の公的支援の適切な活用に加え、所得に因る入学金の減免をは

じめとする独自の支援など適切な経済的支援はおこなわれましたか？（回答必須、複数

選択、自由記述あり） 

 

［評価］  

「充分」「ある程度」をあわせ 99%と、他校と比較しても広範囲な入学金の減免など

経済的支援は適切かつ効果的におこなわれていると見て取れます。 

 

8. 【その他】学校へのご意見、学校生活を通しての感想等、どんなことでも結構です。学

校へ伝えたいことをお寄せください。（任意回答、自由記述） 

 

⚫ 3 年間大変お世話になりました。ありがとうございました。 

⚫ これから生きていくうえで、とても大切な事を学ばさせていただきました。 先生方に

は寄り添って見守っていただき、感謝しきれません。ありがとうございました。 

⚫ さいこう 

⚫ とても充実した高校生活を送れたと思っています、ありがとうございました。 

⚫ コロナで部活動の試合開催や観戦に制限がかかり、本人の活躍を見れなかった事が残

念でした。大谷を選んで本当に良かった、と本人が言ってました。3 年間ありがとうご

さいました。 

⚫ コロナ禍の中 ここ２年もの間 部活動での保護者会が 一度も行われていない為 

保護者同士の繋がりが 一部だけという悲しい結果になっています。 生徒同士のコ

1：充分おこなわ

れた

69%

2：ある程度おこ

なわれた

30%

3：あまりおこな

われなかった

1%



ミュニケーションと同様 保護者同士の繋がりも大事で 特に地方から来てる方や遠

方から来ている生徒の保護者の人は 不安な事も相談出来ずにいたと思います。難し

いのは分かりますが 卒業式などは参加出来るのですから 令和 4 年度は 保護者会

が出来る事を切に願います。 

⚫ 三年間ありがとうございました。色々ありましたが、担任の先生に相談しやすくとても

充実した三年間でした。 

⚫ 高校生活はどうなるか親子共に不安でしたが、問題が起きれば先生方が親身になって

話を聞いてくれ本人の気持ちを一番に考えて対処して頂き、そのお陰もあり本人は勉

強も頑張るようになりましたし、より上を目指すようになりましたし、考え方も成長し

たと思います。そして何より卒業する時に谷高で良かった！っという言葉も聞けて親

としても先生方には感謝しかありません。谷高に入学させて良かったし谷高の先生方

が寄り添ってくれたからこそ、本人も卒業まで頑張って来れました。本当に有難うござ

いました。谷高の卒業生として胸を張ってこれから先の試練にも立ち向かって自分の

夢を実現させて欲しいです。3 年間お世話になりました！ 

⚫ 函館に送り出す時は涙が出ましたが住めば都、1 年生の時 学校祭拝見しましたが素晴

らしい学祭で感動しました！この函館大谷高校へ入学して良かったと思います、今後

もご発展を願います。ありがとうございました。 

⚫ 修学旅行には行けませんでしたが、コロナ禍の中、子供たちの為に体育祭や学園祭など

のイベントを企画運営して下さり有り難うございました。本人は""めんどくせー""が口

癖でしたが、ちゃんと思い出として心に残ったと思います。3 年間有り難うございまし

た。 

⚫ 兄弟 2 人を通わせさせてもらい無事卒業させる事ができました。2 人とも部活動で入学

をしそれぞれ楽しみ方は違ったけど親からみて 2 人ともこの学校だったからこそ色

んな楽しみ方をし学校生活も友達と沢山思い出を作り 笑顔で卒業できたようです 

大谷高校に通わせて良かったと親はもちろん 子供も思ってます。ありがとうござい

ました。 

⚫ 全て不満もなく、思っていた通りの大谷高校に入学して良かったと思います。体育系で

したが、部活動にはご支援と活動に力を入れて下さり、3 年間、子供と共に楽しく有意

義な学校生活を送れたことに感謝いたしております。学校長様、諸先生様、皆様には大

変お世話になりました。有難うございました。 

⚫ 冬になると 職場も近いため  朝送って行ってましたが  寒いなか  校長先生が 毎朝 

玄関に立ってる姿が  とても印象に残っています 普通の人でも 寒いなか 立ってる

のも大変なのに 凄いと思います 卒業式での  「あなた達は 大谷高校の 宝物です  」

っと いう言葉は  生徒達に 響くとても いい言葉でした 感動しました  ありがとう

ございました 

⚫ 大変お世話になりました 感謝しか有りませんありがとうございました。 



⚫ 子供が楽しく三年間、通うことができました。先生方にはお世話になりありがとうござ

いました。 

⚫ 子供は卒業を寂しがっています。余程充実した高校生活を送れたのだと思います。その

様な子供の姿を見ると大谷高校で良かったと改めて思いました。ありがとうございま

した。 

⚫ 息子本人はもちろん保護者としても、大谷高等学校にお世話になれて本当に良かった

なと思っています。友人、特に先生方には恵まれた高校生活だったと心から感謝致して

おります。３年間お世話になりました。ありがとうございました。 

⚫ 担任の先生もとても優しく、とても学校だと思いました。2 年後、ぜひ下の子も入学さ

せたいです。3 年間ありがとうございました。 

⚫ 進路について充分なサポートをして頂き感謝しています 

 

［評価］  

コロナもあり、学校、生徒、保護者ともにやりきれない状態であった中でも、親切、

丁寧に学校が運営されていると感じます。 

 

 

（総評） 

 3 月 1 日に卒業式を終え、達成感をおぼえている中でのアンケートですので、好意的な意

見が多いことには、その点を考慮する必要があるかと思いますが、保護者の実感として頷け

る回答が多く、高く評価したいと感じます。来年度以降はコロナ禍においてのあらたな学校

の姿を授業や行事、課外活動で見せていただきたいと思います。 

 


