2020年度

西南学院中学校・高等学校

学校評価実施結果

2020年度学校評価【西南学院中学校・高等学校】
建学の精神および学校法人西南学院の使命
学校法人西南学院は、「西南よ、キリストに忠実なれ」の建学の精神に基づいて、真理の探究および優れた人格の形成に
励み、地域社会および国際社会に奉仕する創造的な人格を育てることを使命とする。
建学の精神である「西南よ、キリストに忠実なれ」という言葉は、Ｌで始まる４つの英単語を用いて表され、本校では、
チャペル講話をはじめ様々な教育活動においてこの４つのＬを取り入れて具体的に実践している。
・Ｌｉｆｅ（生命）：すべての人命を積極的に尊重すること
・Ｌｏｖｅ（聖愛）：真の神を礼拝し、他者に奉仕すること
・Ｌｉｇｈｔ（光明）：知なきところに真理の光を掲げること
・Ｌｉｂｅｒｔｙ（自由）：責任ある自由をもって行動すること

学校法人西南学院のビジョン
①人間育成：キリスト教精神に基づいた隣人愛の実践
②教育研究：確かな教育力と新たな知と価値の創造
③国際感覚：異文化を受容し、行動できる国際性の修得
④地域貢献：進化する福岡とともに歩む学校としての自覚と協働
⑤経営基盤：永続的な変革と発展を支える柔軟な組織の構築

西南学院中学校・高等学校における教育の目標
①かけがえのない“Ｌｉｆｅ（いのち）”を大切にする
②“Ｌｏｖｅ（聖愛）”の実践を通して、隣人に仕える
③“Ｌｉｇｈｔ（世の光）”として、平和構築に貢献する
④真理を探究し、真の“Ｌｉｂｅｒｔｙ（自由）”を得る

西南学院中学校・高等学校における学校評価の進め方と2020年度の重点目標
ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ等の先進技術を活用することで、モノやサービスを提供する新しい時代、“Ｓｏｃｉｅｔｙ
５．０”を迎えようとしている。国際化や多様化が進み、情報の高度化が加速する社会にあって、教育現場においても、
国家、地域、年齢、性別、言語等を超えた、多様で普遍的な価値観に対応できる人材の育成が求められている。建学の精
神を堅守しつつ、生徒一人ひとりの個性を伸ばし、平和を創りだす人材育成を継続するとともに、これまでの教育内容を
点検し整備を進めることを目指す。
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2020年度
中長期事業計画
ビジョン

NO

ビジョン実現に 通し
対象 アクションプラン
向けた課題 NO

1

目標値

2020年度の具体的計画内容

1

2

6月末の段階で、沖縄修学旅行の実施方法は
中学3年沖縄修
検討中であり、「韓国への旅」は実施を見送る
状況である。しかし、修学旅行実施を念頭に置
中 学旅行や韓国
への（からの）旅 平和学習の きつつ、事前準備としての平和映画鑑賞と
・ 等の交流プログ 継続と充実 テーマを関連させたチャペル講話の実施など
高 ラムによる平和
を通して、平和学習を継続しつつ、生徒と共に
学習の充実
行う事前学習プログラムのさらなる充実を図
る。

③奉仕の精神を
持って社会を先
導する人間の育
成

「平和をつくり
だす人間教
育」「キリスト教
精神に基づい
た隣人愛の実
践」の反映と浸
透

学校評価実施結果
2020年度事業報告案

2020年度事業計画案

チャペルやミッ
ション・ウィークを
活用した「いの
中 ち」を大切にす
る教育や「人権
・ 教育」の充実、ま
高 た、「いじめ」防
止に向けた教育
プログラムの充
実

①平和をつくり
だす人間教育

人
間
育 ②隣人愛の理
成 解と実践

西南学院中学校・高等学校

新型コロナウイルスの感染拡大の影響によっ
て、聴覚特別支援学校との交流活動、ピース・
メイキング・プログラムとインターナショナル・デ
人権・「同和」 イ・キャンプなどのプログラムに関しては当初の
学習の継続 計画通りの実施が困難であるが、人権・「同和」
的な実施と 教育特設ホームルームでの講演、視聴覚教材
充実
による授業、「いじめ」アンケートの実施と振り
返り、月ごとの主題をふまえたチャペル講話の
充実化に関しては、確実に実施して継続的な
啓発活動を展開する。

生徒が主体
的に参加す
るチャペル活
動や奉仕活
動の実施と
充実

4～5月の「休校期間」には宗教部による毎日
の聖句と祈りの課題の配信を通して、生徒たち
に祈りの支援を呼びかけた。路上生活者や生
活困窮者への支援物資やマスクの提供などの
活動を通して、生徒達が主体的に企画するボ
ランティア活動を充実させ積極的な情報収集
を行う。

3

生徒が主体的に
中 企画・運営する
・ チャペル企画や
高 ボランティア活
動の充実

4

地域の教会の牧師や他のキリスト教学校の教
員等にチャペル講師など協力を依頼する中で
の関係づくりに努める。2020年度、校外での活
地域の教会や
中 他のキリスト教主 外部組織と 動においては新型コロナウイルス感染拡大の
の連携強化 影響を大きく受けざるを得ないが、本校のキリ
・ 義学校との連携 によるチャペ スト教教育の促進に資する内容の写真パネル
高 によるプログラム ル等の充実 展等の企画を検討する。なお、本校保護者を
の充実
対象としたバイブルクラス実施の機会確保に努
め、キリスト教活動への理解を求めるとともに連
携を広める機会としたい。
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担当部署

2020年度の具体的実施内容

宗教部

新型コロナウイルスへの感染拡大のた
め、ピース・メイキング・プログラム、イン
ターナショナル・デイ・キャンプを中止せ
ざるを得なかったが、人権・「同和」教育
特設ホームルームでの授業や講演、
「いじめ」アンケートの実施と振り返りに
ついては予定通り実施できた。チャペル
講話を通じての啓発に関しても、感染防
止に努めながら多彩な講師による講話
の提供に努めた。

宗教部

新型コロナウイルスへの感染拡大を受
けて、「韓国への旅」や中学沖縄修学旅
行を中止せざるを得なかったが、後期
ミッションウィークで沖縄や福岡での困
窮者生活支援の現場からの問題提起を
踏まえた学びの機会を持つことができ
た。

宗教部

感染症拡大の影響を受け、校外での活
動は見送らざるを得なかったが、生活困
窮の状況にある方々への支援物資収
集、震災忘れない募金（共に校内）に多
くの生徒が参加し、関係機関への協力
を継続することができた。また、生徒が
主体的に関わるチャペルの実践という
意味では、高等学校での月一回の代議
員による司会・祈祷・聖書朗読の担当、
ミッションウィークおよびクリスマス礼拝
での聖書朗読、祈祷の担当を通して、
生徒たちが積極的に礼拝を作り上げる
働きに参加した。

宗教部

感染症拡大の影響を受け、チャペルで
の講師招聘についても、一部の予定を
変更せざるを得なかったが、オンライン
の利を生かして、国内各地・海外にある
牧師や卒業生のメッセージを聞く希有
な機会も得ることができた。写真展につ
いては密を防ぐため実施を見送った
が、保護者バイブルクラスは２回の予定
が１回にとどまったものの母の会の協力
を得て実施することができた。

評価

評価の理由

B

本年度に関しては、ピース・メイキング・
プログラム、インターナショナル・デイ・
キャンプの実施を見送らざるをえなかっ
た実状があり、評価として正確かつ詳細
に検討できる材料を欠いていると判断
し、説明は割愛する。

B

本年度に関しては、「韓国への旅」、中
学校修学旅行の実施を見送らざるをえ
なかった実状があり、評価として正確か
つ詳細に検討できる材料を欠いている
と判断し、説明は割愛する。

A

校外での活動には制限と制約があり実
現できなかったプログラムがあったもの
の、校内での物資収集や募金の取り組
みは継続的に展開できた。また、高等
学校の各種チャペルでの司会・聖書朗
読・祈りの働きへの生徒の意欲的な参
加が見られたこと、中学校のチャペル
ノートの全面改訂が生徒の主体的な
チャペル参加に大変に良い刺激となっ
た。

A

感染症対策として、外部講師にオンライ
ンで講話をしてもらう必然性によって、
遠方の方や国外の方に、ある程度頻回
にメッセージをご担当いただくことができ
た。そのことは、生徒には新鮮かつ重要
な機会となった。コロナの状況下だから
こそ、保護者のためのバイブルクラスを
実施することができたことも良かった。

2020年度
中長期事業計画
ビジョン

NO

ビジョン実現に 通し
対象 アクションプラン
向けた課題 NO

①平和をつくり

人 だす人間教育
間
育 ②隣人愛の理
成 解と実践

③奉仕の精神を
持って社会を先
導する人間の育
成

2

西南学院中学校・高等学校

学校評価実施結果
2020年度事業報告案

2020年度事業計画案
目標値

2020年度の具体的計画内容

担当部署

評価の理由

C

感染症対策の中で、各種プログラム実
施を見送ったことは苦渋の決断であっ
たが、今までの取り組みと実践を振り返
りつつ、今後の展望をイメージするため
の機会とした。

A

登校指導については、随時３～５名の
教員が立門するようにローテーションを
組んで取り組んだ。その際、自転車や
公共の交通機関を利用する生徒に対す
るマナーや交通ルールの遵守を呼びか
けた。また、携帯電話とiPadの使用方法
について、SNSに関する取り扱いを中心
に指導を行った。

ICT教育の充実や施設整備計画実現に
向けて具体的に一歩を踏み出すことが
できた。校納金の改定により、2021年度
以降財政面での超中期的な基盤を整え
ることができた。中高入試に関しては、
課題は残るものの2020年度に取り組む
べき課題を実践することができた。

5

6

昨年度から引き続き、①登校時におけるマ
ナーと自転車交通ルールの指導・徹底、②携
登校時におけるマナーと自転車交通
社会ルール 帯電話・スマホやSNS利用を中心としたマナー
ルールの指導・徹底、SNS利用を中心と
中 モラル・ルール の遵守に向 指導・啓発活動の実施の2点に取り組む。②に
した携帯電話・スマートフォンのマナー
けた指導徹 おいてはコロナウイルスの影響により家庭での
・ に対する意識の 底および意 インターネット利用時間の増加や学校でのICT 生徒指導部 指導と啓発活動を中心に取り組んだ。
在宅時の利用機会が増大したことによ
高 向上
識啓発プロ 機器を使った授業の必要性など環境が大きく
り、利用環境の変化や生徒の意識向上
グラムの充実 変化している。社会の現状に合わせ、メディア
にも対応した指導を展開した。
を利用する生徒たちの意識向上と学校での
ルールの見直しを検討する。

総務部

運営委員会において、過年度各種入試
結果の分析と将来の展望、特にコロナ
対策に関する検討を行い、2021年度入
試に望んだ。中学入試においては、web
出願を開始した。また、ICT教育環境の
充実に向けて、中学生全員にタブレット
端末の配付を完了し、授業での活用を
始めた。さらなる推進を実施するため、
2021年度からの校納金改定に踏み切っ
た。将来的な施設設備計画の策定とと
もに多面的な効果測定を継続する。

A

総務部

中学入試では、受験生に対する出願時
の利便性向上を目的として、インター
ネット経由でのweb出願システムを新た
に導入した。高校入試では、近年の受
験動向を勘案したうえで、募集定員や
各種出願資格等の見直しに着手してい
る。

A な影響があったものの、計画していた課

サーバント
「クリスマス募金」や「震災忘れない募金」活動
リーダー育成
を通じて、生徒が他者に仕え、配慮しながら行
プログラムの
動することの実践機会を設ける。
創設・展開

宗教部

①一人ひとりの

教 個性を引き出す
育 保育・教育力の
研 充実
究

③社会を先導
し、社会へ貢献
することを目指
した研究機能の
充実・強化

「韓国への旅」をはじめ、校外での街頭
募金など生徒がクラス・学年、中高の別
を越えて関わり、協力する場面を多く含
む活動の実施を見送らざるを得なかっ
た。また生徒が集まること自体が難しい
状況の中、具体的な活動を創出するこ
とができなかった。

評価

生徒に対する
中 サーバントリー
・ ダー育成のため
高 の教育プログラ
ムの充実

社会の担い手
となるサーバン
トリーダー育成
プログラムの充
実

②総合的な「知」
を志向した教育
機会の提供

2020年度の具体的実施内容

1

中 中長期的展望
に立った学校の
・ 将来計画の検
高 討

社会情勢や
動向に基づ
く適正な学校
運営の実現

運営委員会や中長期計画検討委員会等を中
心に、近年の各種入試結果の検証や中高一
貫教育体制の課題等を踏まえ、今後の中高全
体の将来計画を検討・策定する。

2

入試制度（中
学・専願・前期・
中 帰国生等の入
・ 試制度、入試科
高 目、出題形式、
入試日程等）の
検討

中学入試においては、近年の入試動向や教
育課程の変更を踏まえた入試制度改革案を策
定する。また受験生の出願時の利便性を向上
教育の充実
させるため、インターネット出願の導入を図る。
に向けた入
高校入試においては、専願入試、前期入試と
試制度の確
もに各教科の学力を複数の指標で判断できる
立と実施
制度導入を検討する。また、今後の課題として
帰国生入試での試験科目の取り扱いや各種
入試の募集人数等についても検討する。

入試制度・生

1 徒募集
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新型コロナウィルス感染拡大による大き
題への取り組みはできた。

2020年度

西南学院中学校・高等学校

中長期事業計画
ビジョン

教
育
研
究

①一人ひとりの
個性を引き出す
保育・教育力の
充実

NO

入試制度・生

3

②総合的な「知」
を志向した教育
機会の提供
③社会を先導
し、社会へ貢献
することを目指
した研究機能の
充実・強化

2020年度事業報告案

2020年度事業計画案

ビジョン実現に 通し
対象 アクションプラン
向けた課題 NO

1 徒募集

学校評価実施結果

目標値

2020年度の具体的計画内容

担当部署

大学入学共通テストの実施や、新型コロ
進路指導部を中心に西南学院大学推薦入試
ナウイルス禍が受験動向に強く影響し、
高大接続の
制度における学部学科ごとの推薦人数や出願
西南学院大学推薦入試への出願希望
高 西南学院大学 充実を含む
条件等について検証する。その内容を大学学
者数が過去最高水準に達したことを踏
の 推薦入試制度 西南学院大 部長等との懇談会において協議し、高大接続 進路指導部 まえ、次年度以降、何らかの形で学部・
の見直しと検討
学推薦入試
み
の観点からお互いにとってより有効な制度とな
学科ごとの推薦人数をはじめ、入試制
の実施
る方向性を見出す。
度の弾力的な運用を要望することとし
た。

中高一貫教 運営委員会や職員会議を中心に中高一貫教

4

中 中高一貫教育 育の特色を 育の現状と課題について、生徒の人間的成長
・ 体制の検証と改 活かした学 や学業成績等、幅広い面から確認の上で必要
校運営の確 な改善に向けた今後の方針を協議・検討し、
高 善
立

2

カリキュラム・
教科教育

2020年度の具体的実施内容

実施する。

各教科において学期ごとに授業内容や成果に
ついて検証し、様々な課題を共有の上、教育
生徒の学力 内容の充実に向けた方策を検討する。なお、
向上と幅広 2020年度においてはカリキュラム検討委員会
い進路保障 において新学習指導要領の実施に伴う教育
の確立
課程・授業時間数表を完成させ、教務部では
2021年度からの新入試に向けた調査書の改
定を実施する。

5

中
教科教育の充
・ 実
高

6

ICT教育シス
テムの積極
中
的な活用に
・ ICT教育の検討 よる生徒の主
高
体的学習の
促進

教務部

生徒1人1台タブレットPC導入に向けて、タブ
レットPCを活用した授業の研修を行う。また、ク
ラウドサービスを含めたICT教育環境の整備を
さらに推進する。
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中学・高校それぞれの成績資料に基づ
き現状を把握するとともに、各教科会議
体で学習面の指導のあり方について、
協議を継続している。

教務部

2021年度からの新学習指導要領に適
応した新しいカリキュラムを編成した。ま
た、調査書の書式改定への対応ととも
に、ポートフォリオ活用のあり方につい
て検討した。

ICT教育
委員会

すべての中学生徒へのタブレット端末
配付を完了するとともに、2021年度から
の高校生徒へのタブレット端末配付に
向けた予算措置を講じた。また、今後の
利活用に向けた全校的な運用体制の
整備を進めている。

評価

評価の理由

B

西南学院大学推薦入試制度は、本校
側の要望だけで推薦人数などの変更が
できるものではない。本学院が建学の
精神を守り、一貫したキリスト教理念の
下で生徒・学生の継続的な教育の充実
を図るため、今後一層の高大連携を進
めたいが、現在は要望を伝えた段階で
ある。次年度以降、さらに協議を深めた
い。

B

運営委員会や職員会議において、それ
ぞれの成績資料に基づいた現状の把
握方法は、教務部からの報告にとどまっ
ており、協議するには至っていない。ま
た、成績資料に基づいた中高一貫教育
の現状と課題について、各教科会議で
学習面の指導のあり方を協議する依頼
はしていない。

C

調査書の書式改定については、2020年
度にはまだ文部科学省から通達されて
おらず、検討していない（2021年7月に
予告された）。教務部としては調査書で
はなく、指導要録改定の検討を先に進
めるべきである。ポートフォリオについて
は、文部科学省が正式に大学入試に活
用することを中止したため、本校での活
用も中止した。

A

中学生へのiPad導入を計画よりも前倒し
で進めることができたが、端末不足のた
め高校生へのiPad導入が2021年度に
持ち越されてしまった。端末準備が急務
であったため、運用体制やWi-Fi環境等
も課題を残しているので今後の課題で
ある。

2020年度
中長期事業計画
ビジョン

NO

ビジョン実現に 通し
対象 アクションプラン
向けた課題 NO

西南学院中学校・高等学校

学校評価実施結果
2020年度事業報告案

2020年度事業計画案
目標値

2020年度の具体的計画内容

担当部署

2020年度の具体的実施内容

評価

評価の理由

B

高校２年生対象の進路講演会Ⅰ・Ⅱ、
中学３年生対象の「先輩の話を聴こう
会」がかろうじて実施できたが、例年、対
面形式で実施している多くの大学説明
会が、今年度は新型コロナウイルス禍の
影響で、一部の大学・学部を除いてほと
んどが中止せざるを得なかった。各大学
の夏のオープンキャンパスもオンライン
化が進み、高校生にはそうした情報を
積極的に配信したが、生徒への浸透度
は低かった。進路指導部としての情報
発信力の強化も今後の課題となった。

C

新型コロナウイルス禍の影響で、各大学
が設ける高大接続・連携プログラムの検
証と活用は十分実施できたとはいえな
い。次年度以降はコロナ禍も落ち着き、
多くの大学と連携して生徒の好奇心を
喚起するようなプログラムを企画したい。

A

大学入試制度改革により大学入学共通
テストが始まり、調査書の書式も変更と
なるなど様々な変化への対応に迫られ
たうえ、新型コロナウイルス感染症拡大
防止への対応により、各大学で入試制
度にさらなる変更が加えられた。そうした
混乱の中にあっても、例年同様、生徒
の特性や希望に応じた進路指導を継続
できたことは評価できる。次年度以降
は、さらに細やかな進路指導を目指した
い。

①一人ひとりの

教 個性を引き出す
育 保育・教育力の
研 充実
究

②総合的な「知」
を志向した教育
機会の提供

7

新型コロナウイルスへの感染拡大防止
生徒の特性
キャリア教育（進
進路指導部を中心に中学の進路交流会や卒
策に伴い、中学では進路交流会を中止
中
や希望に即
路指導）体制お
業生による講演、高校の進路説明会や大学説
し、高校では進路説明会や大学説明会
・ よび手法の見直 したキャリア 明会等を継続的に実施し、さらにキャリア教育 進路指導部 の実施計画変更を余儀なくされ、継続
教育指導体
高 しと検討
の充実に向けた今後の基本方針を策定する。
的な実施の観点からはやむを得ず規模
制の確立
を縮小せざるを得ない面が多々あった。

8

2019年度に引き続き、学校推薦型選
高大接続お
抜、総合型選抜等をはじめ、生徒の要
高 高大接続および よび連携を 各大学が設ける高大接続や連携の仕組み・制
望に応じた進学情報の提供や受験指
連携の課題に対
の 応した進路指導 活用した進 度を検証し、今後の進路指導における活用方 進路指導部 導に努めた。また、例年通り、西南学院
路指導の充 策について検討する。
大学から入試課や法学部教授を招い
み の充実
実
て、大学の特色や法学部の最新の取り
組みを紹介することができた。

9

大学入学共通テストの動向を見据えつ
つ、国公立大学や難関私立大学への
2021年度からの新入試以降の受験動向を見
進学需要を把握しながら、生徒の特性
多様化する進路
進路保障の
据えつつ、引き続き国公立大学や難関私立大
や希望に応じた進路指導や支援強化
高
希望者に対する 拡充に向け 学への進学志向、また生徒の特性や希望に応
に努めた。特に今年度は、指定校推薦
の 支援制度の確 た制度の確 じた進路指導・支援の強化に取り組む。また、 進路指導部 や西南学院大学推薦希望者をはじめと
み 立
立
海外進学を含めた多様な進学支援に向けた
して、学校推薦型選抜や総合型選抜に
今後の進路指導体制のあり方を検討する。
出願しようとする生徒が非常に多く、一
人ひとりの要望に応じた細やかな指導
を心掛けた。

③社会を先導
し、社会へ貢献
することを目指
した研究機能の
充実・強化

3 進路指導

中

4 特別支援

特別支援体制
10 ・ の整備と充実

高

2020年度に設置された教育支援委員会を中
生徒の状況 心に現状と課題を検証の上、授業や各種行事
に応じた教 をはじめ学校生活における様々な支援方策や
育支援の確 成績評価のあり方等を検討するとともに、今後
立
の教育支援体制の強化に向けた具体的方策
を策定する。

5/9

総務部

特別支援体制の整備に向けて、教育支
援委員会を中心に、支援の必要な生徒
の把握とその対応について組織的に取
り組む制度づくりに努めた。また、2021
年度の実施に向けて、要支援生徒の情
報共有及び支援体制の充実化を図っ
た。

教育支援委員会が発足し、支援の必要
な生徒の把握についての制度、また対

A 応について組織的に取り組むための制
度が整えられた。

2020年度
中長期事業計画
ビジョン

教
育
研
究

NO

ビジョン実現に 通し
対象 アクションプラン
向けた課題 NO

①一人ひとりの
個性を引き出す
保育・教育力の
充実
②総合的な「知」
を志向した教育
機会の提供

11

中 外部講師による
講演会やチャペ
・ ル講話の充実・
高 強化

総合的な「知」

西南学院中学校・高等学校

学校評価実施結果
2020年度事業報告案

2020年度事業計画案
目標値

2020年度の具体的計画内容

幅広い知識
の修得による
知的好奇心
の醸成と精
神的成長の
促進

生活困窮者支援や平和構築などの社会的問
題に取り組む実践者を講師に招き、歴史的・
文化的背景を理解しながらグローバルな視点
をもって課題解決に向かうための知識の習得
と姿勢を養う機会を設ける。

生徒が自主
的に利用し
やすい環境
の確立

図書館を含む「情報・学習資料センター」
Active Learning, Library and Selfstudy
（A.L.L.S.）として、現在の1階自習スペースや
視聴覚教室のリノベーションを行う。それに向
けた具体的な建築案の作成、業者の選定など
を行う。

教員のスキ
ルアップに向
けた研究授
業制度の確
立

各教科を中心に研究授業や研修発表を適宜
実施し、教科教育の充実を図る。特に自主的
な研究発表や勉強会の企画・実施に対する支
援のあり方について検討する。また、ICT機器
の活用のさらなる推進のために、研修等を実
施する。

教員研修制
度によるスキ
ルアップの促
進

教育内容の急激な変化に対応すべく研修制
度の実施状況を検証し、改善に向けた方策
や、勤続20年目や30年目の学び直しをも見据
えた新たな研修制度の創設を検討する。

担当部署

中
12 ・
高

現図書館の利
用促進と情報・
学習資料セン
ターの機能をも
つ新図書館構
想の実現

中
研究授業の積
13 ・ 極的展開
高

評価

評価の理由

A

牧師として具体的なテーマをもって活動
を展開される講師による講話を通して、
生徒たちは聖書のメッセージ、現代の
諸課題、自分たちの学びの意義、将来
への備えなどを多角的に学び取ること
ができた。講師のメッセージへの豊かな
反応を示してくれる生徒もいた。

B

校内では感染症対策に伴い優先すべ
き様々な課題があり、それに比べると緊
急性の少ない事案は具体的に進めるこ
とが困難であった。当初予定より半年程
度計画は遅れている。

ICT研修会は、ICT教育委員会の主催
によって2回実施されたが、各教科にお
いて、ICT機器の活用した授業展開の
あり方についての情報交換は実施して
いない。

宗教部

後期ミッションウイークにおいて、中学で
は沖縄から平和を考えることをテーマに
神谷武宏先生を、高校では生活困窮者
支援の第一人者として活動されている
奥田知志先生を迎えて現代社会が抱え
る問題の理解を深める機会を持つこと
ができた。毎週のチャペル講話におい
てもいろいろな話題が提供され、社会・
他者・自己に対する関心を高める時と
なった。

図書部

「情報・学習資料センター」構想の一環
として、1階視聴覚教室、社会科教室を
含めたアトリウム東側リニューアルにつ
いて、業者との具体的なプラン策定に
着手した。

教務部

全校生徒へタブレット端末が配付される
ことに伴い、校内全体でICT研修会を数
回実施した。また各教科でICT機器を活
用した授業展開のあり方について情報
交換し、具体的で効果的な利用につい
て学ぶ機会を設けた。

B

総務部

教育の内容の変化に対応するための研
修制度のあり方についてよりも、コロナ
禍によるオンライン授業等、ICT関連の
実際の研修が急務であったため、ICT
教育委員会を中心にしてICT機器の活
用法を中心に研修がなされた。研修制
度の実施状況の把握は実施した。

B の、研修制度の見直しについては検討

情報・学習資料センターの設置に伴う
施設設備のあり方や利用方法の検討を
はじめ、グラウンド施設（人工芝敷設）や
実験室、視聴覚教室、課外活動施設、
職員室等の整備充実に向けた協議に
着手した。

情報・学習資料センターの設置に伴う
施設設備のあり方や、利用方法の検討
を目的とした中長期整備計画が、全体
職員会議で承認された。今後の検討に
ついては図書部長（情報・学習資料セ
ンター長）、関係教員及び事務職員を
構成員とするワーキングチームを設置し
て、検討を行った。

5 の探究

③社会を先導
し、社会へ貢献
することを目指
した研究機能の
充実・強化

2020年度の具体的実施内容

教員の資質向

6 上

中

研修制度の見
14 ・ 直しと検討

高

教育施設の整

7 備

15

運営委員会において学校教育の充実・強化に
実験室や視聴
中 覚教室、課外活 設備の充実 向けた施設設備の整備に取り組みながら、さら
による教育内 に中長期の整備計画を策定する。事務室にお
・ 動施設、職員室 容および効 いては、財務部（施設課・経理課）と連携を図
高 等の校内施設・ 果の向上
り、計画実現に向けた予算措置を含めた具体
設備の充実
的な事務作業を執り行う。
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総務部
事務室

研修制度の実施状況は把握できたもの
できていない。

A

2020年度
中長期事業計画
ビジョン

NO

ビジョン実現に 通し
対象 アクションプラン
向けた課題 NO

①グローバル社
会の担い手の育
成

国
際
感
覚 ②異文化理解と

1

外国語教育の
充実

多様性を認め合
う共生社会の形
中 成に向けた国際
・ 交流プログラム
高 （海外研修・留
学生受入を含
む）の充実

西南学院中学校・高等学校

学校評価実施結果
2020年度事業報告案

2020年度事業計画案
目標値

国際交流の
積極的な展
開によるグ
ローバル教
育の充実

2020年度の具体的計画内容
運営委員会や国際交流委員会を中心に現状
の課題を検証し、異文化理解とともに共生や
平和の教育、現地研修を含めたプログラムの
見直し等、グローバル社会に対応する教育の
中長期計画策定について総合的に検討する。
特に2020年度においては、中学の海外研修
プログラムの再開、また中高におけるターム留
学制度の開始に着手する。

担当部署

総務部
教務部

③キャンパスの
国際化の推進

1

グローバル社
会の担い手の
育成

2

中
・
高

帰国生への対
応（募集拡大、
教学支援の検
討）

運営委員会や関係する部署において帰国生
帰国生受入 対応に関する地域社会からの要請や受入によ
制度の確立 る教育的効果を確認し、今後のあり方や体制
整備に向けた検討に着手する。

総務部
教務部

2020年度の具体的実施内容
新型コロナウイルスへの感染拡大防止
策に伴い、高校訪豪研修やピース・メイ
キング・プログラム、インターナショナル・
デイ・キャンプを中止せざるを得なかっ
た一方で、中学での海外研修プログラ
ムの再開や、中学・高校におけるターム
留学制度についてのルール作りについ
て検討した。

2019年度に引き続き、帰国生を対象と
する入試制度の改革、入学後の生活指
導や進路指導に関する全校的な支援
体制のあり方についての検討を重ね
た。

海外の大学への進学希望者を対象とし
進路指導部を中心に、海外進学を希望する生
た支援のあり方について、専門業者との
海外進学支
徒のニーズについて把握する。進路・進学指
連携も視野に入れながら、現状やニー
援体制の確
進路指導部
導については、国際交流委員会を通じて専門
ズを把握するとともに、担当スタッフ確保
立
業者との連携について検討する。
等の課題への対応策も含めて、協議を
継続した。

3

高 卒業後の海外
の 大学進学の支
み 援体制の構築

4

中 全生徒に対する 英語を活用
したコミュニ
・ 英語力の全般 ケーション能
的な向上
高
力の向上

5

英語成績提供システムの大学入試への導入
は、2025年度入試に延期されたが、多様化す
る大学入試に対応するため、引き続き生徒の
GTECをはじめ外部検定試験の実施情
大学入試対
中 GTEC等の英語
英語4技能をはかる民間検定試験を活用す
教務部 報の収集と生徒への提供、多様化する
策に合わせ
大学入試制度への対応に向けた制度
・ 力の学外指標の た英語力の る。また、生徒に負担がかからず能力を発揮し
やすい受検環境の確保に向け、業者等との調 進路指導部 の検証、受検環境の確保を目的とした
高 導入
向上
整を図る。また、GTECに限らず他の民間検定
業者との折衝を行った。
試験についても情報収集と生徒への情報提供
を行う。

英語教育のさ

2 らなる強化と拡
充

英語科を中心にオンライン英会話授業の運用
とその効果を検証し、今後の実施計画を策定
する。また、語学力向上のための様々な方策
の調査や検討も併せて行う。
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教務部

オンライン英会話授業の導入により、リ
スニング及びスピーキング技能の獲得
に向け、運用面での見直しを行うとととも
に、英語4技能の向上度合いに応じた
効果測定を継続している。

評価

評価の理由

A

感染不安がある中、ピース・メイキング・
プログラム、インターナショナル・デイ・
キャンプ実施の可能性を探り、実施の計
画までは行うことができた。また、2016年
度からの進級留学制度に加えて、ター
ム留学制度について研究し、ルール作
りについて検討した。

B

2021年度からの帰国生徒入試において
は、「保護者の帰国に伴って…」という
条件を削除し、在留証明書などの出願
書類も減らすことで、該当する生徒も増
えて、問い合わせも増加傾向にある。入
学後の生活指導や進路指導に関する
全校的な支援体制のあり方についての
検討はなされていない。

B

海外大学進学希望者への支援体制の
構築は急務であるが、今年度はこれを
充実させることができなかった。新型コロ
ナウイルス禍にあって国際的な進学を
志向する生徒も減少したが、事態が収
束すればまた希望者が増えるであろうこ
とは容易に想像できる。次年度は、進路
指導部に担当の係を設けることから始
めたい。

B

運用面での見直しについての進展は見
られていない。 向上度合いに応じた効
果測定のあり方について、引き続き検討
する。

B

新型コロナウイルス禍にあってかろうじ
てGTECは実施できたものの、その他の
民間検定試験の活用には至らなかっ
た。英語科でのオンライン英会話が学
年ごとに月1回程度実施されているが、
英語4技能をさらに伸ばすための検討
や、取り組みの検証については今後の
課題である。

2020年度
中長期事業計画
ビジョン

NO

ビジョン実現に 通し
対象 アクションプラン
向けた課題 NO

2

③社会的責任
の遂行

2020年度の具体的計画内容

2020年度の具体的実施内容

2

災害発生時の
避難場所提供
等の防災協力
体制の充実

防火・防災対策委員会を中心に、生徒・教職
員対象の防災計画（マニュアル整備や防災用
地域防災の
品整備等）の検討・実施に加え、近隣地域に
充実
向けた防災協力体制（防犯、交通安全対策を
含む）や具体的内容について審議・検討する。

3

連携のため
中 百道浜自治協 の組織およ 校長・副校長・教頭・事務長を中心に連携に向
び制度整備
・ 議会との連携強 による地域と けた組織づくりのための方策をまとめ、自治協
議会関係者との懇談の機会を設ける。
高 化
の関係性の
向上

1

2015年に小改訂を行った学校紹介DVDの大
幅リニューアルを計画し2021年度途中からの
運用を目指す。ホームページでの運用も視野
学校および
にいれてDVDではなく、テーマ別に短い動画
生徒の取り
中 中学校・高等学 組みの積極 を20本程度作成する方向で業者選定をおこな
校全体のブラン
う。納品後、修正や動画の追加ができるよう3年
・ ディング・広報戦 的な社会発 程度の保守契約も検討する。新型コロナウイル
信による理解
高 略の充実・強化
スの影響で学校説明会の機会が減少している
度・認知度の
ので、オンライン説明会等の実施についても研
向上
究する。本校の教育活動について広く情報を
提供し、本校に対する正しい理解と正当な評
価を得ることを目指す。

①経営体制の
充実・強化

経
営
基 ②健全な財務基
1 広報活動
盤 盤の確立

目標値

担当部署

中
・
高

地域における

1 貢献活動

地域住民との
連携

2020年度事業報告案

2020年度事業計画案

1

献

③地域に開か
れ、地域に貢献
する空間づくり

学校評価実施結果

重症心身障害児施設や老健施設でのボラン
新型コロナウイルスへの感染拡大防止
ティアについては新型コロナウイルス感染拡大
策に伴い、施設訪問ボランティアや地
防止の観点から訪問でのプログラムを見送り、
ボランティア活
宗教部 域住民対象のコミュニティクリスマスの実
中 動やイベント等 地域貢献活 カードの贈呈や生徒の演奏を収めたビデオレ
施を中止せざるを得なかったが、代替
動の充実に ターなど代替の方法を検討し、これまでの交流
総務部 活動としてカードの贈呈やビデオレター
・ の地域貢献活 向けた組織と が途絶えぬよう努める。地域住民向けコミュニ
の編集、オンラインミーティングの開催
高 動・地域福祉活 制度の整備 ティクリスマスの実施、生徒による選挙公報活
動の充実
生徒指導部 等により、交流の維持に努めた。また、
動、地下鉄乗車マナーアップ活動、継続的な
地下鉄乗車マナーアップ活動に関して
被災地支援活動についても状況を見ながら判
は、今年度は中止することとなった。
断・実施する。

①地域社会との

地 協働
域
貢 ②国際交流都
献 市福岡への貢

西南学院中学校・高等学校
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総務部
事務室

校内においては教職員用防災マニュア
ル、備蓄物品・防災用品等に関して教
職員への周知に努めたが、近隣地域に
向けた具体的な防災協力体制構築の
審議・検討には至っていない。

総務部

百道浜自治協議会関係者や学校評価
外部評価委員との意見交換を通じて、
本校との地域連携のあり方について検
討すべき情報を収集した。

広報部

新型コロナウイルスへの感染拡大防止
策に伴い、オープンキャンパスについて
もオンライン開催への変更を余儀なくさ
れたが、公式YouTubeチャンネルを開
設してキャンパスツアー等の動画をアッ
プロードし補填した。2021年度以降の広
報活動に向け、学校紹介動画の業者選
定を行った。校内でのチャペルや行事
の配信の機会が増えたため、配信方法
や機器の研究を進めるとともに広報部
に2021年度から配信担当の係を新設し
た。

評価

評価の理由

A

地下鉄乗車マナーアップ活動について
は中止となったが、公共の交通機関を
利用する生徒に対する指導に関しては
継続して行った。新型コロナウイルス禍
でも実施できる取り組みを探して諸団体
とのつながりを保てたことは、次年度以
降に向けての関心と課題への取り組み
が期待できる。

B

防災協力体制の構築に向け、本校教職
員が百道浜校区の交通安全推進委員
会や青少年育成協議会に出席すること
により、近隣地域住民との連携強化に
努めている。

A

百道浜自治協議会の組織下にある交
通安全推進委員会や青少年育成協議
会の会合に出席し、地域との連携を
図った。会合を通じて本校の行事や生
徒の様子を報告することで、地域住民
の理解が得られていることを実感でき
る。協議会や委員会の諸活動にも積極
的に参加、協力している。

A

学校案内動画については、広報部での
内容の検討を行い、その方向性にそっ
て業者の選定を実施することができた。
オンラインによる説明会等の需要が急
激に増加したが、現状の機器で何とか
工夫して対応することができた。次年度
に向けて配信設備等の予算を組んでい
く必要がある。

2020年度
中長期事業計画
ビジョン

NO

ビジョン実現に 通し
対象 アクションプラン
向けた課題 NO

西南学院中学校・高等学校

学校評価実施結果
2020年度事業報告案

2020年度事業計画案
目標値

2020年度の具体的計画内容

担当部署

①経営体制の

経 充実・強化
営
基 ②健全な財務基
盤 盤の確立

2

③社会的責任
の遂行

運営管理体制

2 の強化

3

4

3

教職員に対す
る健康管理の
充実

5

危機管理体
防火・防災委員会を中心に、生徒・教職員対
制および設
危機管理体制
象の防災計画（マニュアル整備や防災用品整
中
備・機器の整
（災害対応・施
備等）の検討・実施を進める。新型コロナウイ
備による生
・ 設強化を含む）
ルス感染防止対策の一環として、消毒液やマ
徒・教職員に
高 の充実・強化
スク等の衛生用品確保に努めるとともに、備蓄
対する安全
物の見直しを図る。
管理の向上

中 校友行政の強
・ 化・同窓会との
高 協力関係強化

中
・
高

関係強化の 校長・副校長・教頭・事務長を中心に、関係教
ための組織と 員や同窓会関係者や後援会役員との協議の
制度の整備 上で実施する。

後援会との協力
関係強化（情報
関係強化の 校長・副校長・教頭・事務長を中心に、関係教
提供のさらなる
ための組織と 員や同窓会関係者や後援会役員との協議の
充実、専用ホー
制度の整備 上で実施する。
ムページの検
討）

衛生委員会を中心に教職員の健康管理の充
定期健康診断 労働安全衛
中 に基づく保健指 生法に基づ 実に向けた2020年度の計画案を策定し、適
宜、職員会議等で報告の上で実施する。ま
・ 導の充実、メンタ く健康管理 た、働き方改革やハラスメント対策等につい
高 ルヘルス等の対 制度の確立 て、総務部（人事課）と連携を図り具体的な対
応強化
と運用
策を実施する。
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総務部
事務室

総務部
事務室

総務部
事務室

総務部

2020年度の具体的実施内容

新型コロナウイルス禍での感染拡大防
止に向けた学校関係者の全校一丸と
なっての取り組みが奏功し、罹患者の
発生や学事スケジュールへの影響を最
小限に食い止めた。また、学校施設整
備計画の一環として校舎内での自動ド
ア改修を実施し、校内のバリアフリー化
を推進した。

同窓会と生徒との交流活動の促進、学
院全体の同窓会組織との連携強化のあ
り方等についての同窓会関係者との意
見交換の機会を設けた。

中学・高校双方の後援会役員との協議
を通じて、後援会行事の運営、学校施
設設備の整備等についての意見交換
を行った。

新型コロナウイルスへの感染拡大防止
に向けた具体策の検討や学校関係者
の罹患に際して、総務部や産業医、保
健師らと連携して対応にあたった。働き
方改革の推進に向け、将来的な就業規
則の改定をも見越しつつ2021年度から
の高等学校の早朝からの授業（0限目）
廃止に伴う時制変更に踏み切った。

評価

評価の理由

A

新型コロナウイルス禍での感染拡大防
止策に関しては、国や県の指針を参考
に、本校執行部（校長・副校長・教頭）
が保健室、事務室、産業医、保健師、
清掃業者、保健所等と連携を図り、組織
的かつ迅速な対応をとることができた。
保護者も含めて全校的な協力が得られ
た結果、福岡地区他校の状況と比較し
ても、感染を最小限に食い止められた。
罹患者は発生したものの、校内で感染
が拡大することもなかった。

A

例年と異なり、同窓会評議員会が本校
内で複数回開催されたことにより、意見
交換の機会が増加した。同窓会からは
様々な学校行事への支援も得られた。
高校同窓会の総会はオンラインによる
開催であったが、学校としても例年以上
に協力することができた。

A

新型コロナウイルス感染症の拡大による
緊急事態宣言の発令に伴い、後援会役
員会や評議員会の実施が延期され、総
会は書面による決議となった。母の会研
修会やクリスマス祝会時の交流行事も
中止され、多方面に影響が生じた。その
ような時機にあっても後援会との協議に
より、多目的ホールの椅子取替や、中
学後援会奨学金の引き上げ等、学校へ
の多大な支援を行っていただいた。

A

新型コロナウイルス感染症への対応に
際して、産業医や保健師、学校薬剤師
と連携できたことは評価できる。働き方
改革の推進に向け、校務分掌の一部見
直しも実施することができた。

