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宗教センターより

国際部より

あゆみ福祉会

おうみ福祉会

にっこり作業所

ことぶきディーワークス

まぶね共同作業所

きぬがさ福祉会

社会福祉法人希望モコハウス

日本キリスト教団教育委員会

釜ケ崎キリスト教協友会

日・パウェルフェアーアソシエーション

ウェストミンスター第１日本語バプテスト教会

ルーテル教会「喜望の家」

近江八幡多文化共生市民ネットワーク

日本キリスト教海外医療協力会

止揚学園

韓国慶州ナザレ園

在日韓国老人ホームを作る会

北九州ホームレス支援機構

アジア保健研修財団

カンボジア子どもの家

「声なき者の友」の輪

アジア学院

国際飢餓対策機構

森祐理東日本被災地支援活動

日本キリスト教団京都教区部落解放センター

社会福祉法人大阪水上隣保館

天使・ガーデン天使・四貫島友隣館

牧ノ原やまばと学園

アハリーアラブ病院を支援する会

ネパールワークキャンプ

バザールカフェプロジェクト

社会福祉法人西陣会

財団法人日本聖書協会

光の子どもの家

日本盲人キリスト教伝道協議会

アイヌ民族情報センター（アイヌ教育基金）

滋賀県障害児者と父母の会連合会

日本キリスト教団東日本震災救援対策本部

日本聾話学校

ＵＮＩＣＥＦ（国際児童基金）

　　

お寄せいただいた献金 799,064円は、次の箇所にお届けしました。

高校生と中学生対象

2 0 1 5春季短期留学

小学生対象

ニュージーランド・タウランガへ
姉妹校　ベツレヘムカレッジ訪問

参加生徒　８名
引率者　森　裕子 教諭、三村　健太郎 教諭

３月21日（土）〜３月30日（月）10日間 

アメリカ・グランドラピッズへ
姉妹校　グランドラピッズクリスチャンスクール訪問

参加生徒　９名
引率者　西岡　宗祐 教諭

Ｂコース　　　　３月18日（水）〜４月１日（水）15日間 

ニュージーランド・ロトルアへ
姉妹校　チャップマンカレッジ訪問

参加生徒　９名
引率者　日高　三喜雄 教諭

Hコース　　　　３月15日（日）〜３月28日（土）14日間 

イギリス・ウッドブリッジへ
姉妹校　ウッドブリッジスクール訪問

参加生徒　８名
引率者　谷口　毅 教諭

Gコース　　　　３月17日（火）〜３月30日（月）14日間 

　姉妹校滞在中は、ホームステイをしながら

学校に通います。

　小学校は初めてニュージーランドを訪問し

ます。ベツレヘム･カレッジは、これまでは

中高の短期留学の訪問先でしたが、日本語の

授業が行われなくなったため、今回からは小

学生が訪問することで、交流を継続すること

となりました。

　春季休暇中に高等学校と中学校、小学校で

それぞれ短期留学が行われます。

【コロラドカレッジ卒業生】 クリステン・マーティン先生

　昨年８月、クリステン・マーテ

ィン先生が来日。日本での生活

にも慣れてきた先生にインタビ

ューしました。

Q.日本語は何年勉強していますか。

　３年です。

Q.日本は初めてですか。

　学生時代、関西外国語大学に留学していま

　した。

Q.専門は何ですか。

　アジア研究です。

Q.日本語のほかに、どんな外国語を勉強されま

したか。

　高校時代にスペイン語を勉強しました。

Q.教職は初めてですか。

　近江兄弟社に来る前、英語を母国語としない子

　どもに英語を教えていました。また、ボラン

　ティアで、社会人に英語を教えていました。

　そして、今、近江兄弟社高校では主にグローバル

　と単位制の生徒に教えています。

Q.休みの日は何をしていますか。

　最近はもっぱら京都観光です。お正月は近江

　八幡に滞在し、おせち料理など、日本文化を満喫

　しました。

　とても優しい方で、近江兄弟社の生徒の印象や

将来の夢を尋ねた時、微笑むばかりのクリステン

先生でした。

小学生による聖歌隊（ロビーコンサート）

中学校 　中学校では2010度より７月と12月の２回に

わたり、全生徒を対象に授業アンケートを実施しています。

今回も昨年同様、下記の９項目で実施しました。教科担当教

師の授業について昨年同様「とても思う、だいたい思う、あま

り思わない、思わない」の４段階で生徒たちが評価をします。

長期休み中に集計をし、それぞれの担当教師に結果を渡して

教科会議を開き、アンケート結果の分析、検討を行いました。

　個々の教師や教科全体の評価点や今後の課題と対策につ

いて協議し、授業改善のための方策を生徒たちに伝えてます。

　今回の中学校全体のアンケート結果は以下の通りです

が、肯定的な評価（とてもそう思う、だいたい思う）が最も

高かったのが、項目①の「教師の言葉は、丁寧で聞き取りや

すい。」で88％でした。最も低かったのが、⑤「先生は授業で、

興味関心がわく工夫をしている。」で78％でした。昨年の同

時期と比較して、⑤⑦は１ポイントずつ評価が上がりまし

たが、②④⑥⑧は逆に１ポイント下がりました。教科やク

ラスによって結果にばらつきがあり、これも大きな課題と

して授業計画やクラスの授業運営についても検討してい

かなければならないと考えています。

　各教科からは「アンケート結果の評価の良いところ、

悪いところをきっちり報告し、教師と生徒とで授業を大切

にすることを強調していきたい」「教材研究をさらに深

め、教師側の熱意が伝わる授業を目指したい」といった今

後の改善点が検討されています。

　また、今年度、生徒自らが授業に向かう姿勢や授業中の

発言などについての自己評価も行っています。いくつかの

結果を学年別に「アンケート結果２」にまとめました。

　現在、高等学校では「ターゲット 2017」と題し、教員全員で授業改善のための研修に取り組んで

います。各教科で積極的な授業公開やグループ討議、各種教育団体が主催する授業力アップ研修への

参加、それを報告する研修会の実施などを行っています。これらの研修成果をまとめた報告レポート

集を作成する予定です。「アクティブラーニング」「ＩＣＴ」など先進的な授業実践の本校における導

入を目指します。

※設問に対して、生徒は自分の受講する全科目について

　５段階（「そう思う」「だいたいそう思う」「どちらとも

　いえない」「あまりそう思わない」「そう思わない」）で

　回答します。

※結果は「そう思う」「だいたいそう思う」を合算した

　割合。

授業アンケート 及び アンケート結果

授業アンケート 及び アンケート結果

先生は授業の開始、終了時間を守っていた。

先生の言葉遣いはていねいであった。

板書は見やすく工夫されており、ノートをと

りやすかった。

遅刻や居眠り、私語などに対してしっかりと

注意し、授業の規律を保つよう配慮していた。

授業の説明は明快で、重点をうまく要約して

くれた。

授業や教材のレベルは適切だ。

この授業に対する先生の熱意が感じられた。

授業はシラバス（年間授業計画）に基づいて

行われていた。

授業を受けた後、授業内容について興味を

持つようになった。

質問１

質問２

質問３

質問４

質問５

質問６

質問７

質問８

質問９

１）「あなたの受けている授業について質問します。」

◆アンケート結果１

89％

88％

73％

77％

76％

80％

82％

71％

　

57％

この授業に真剣に取り組みましたか。

分からないことは質問したり調べたりしま

したか。

この授業はよく理解できたと思いますか。

授業の内容とあなた自身の取り組みを総合

的に考えて、この授業には満足している。

質問10

質問11

質問12

質問13

２）「あなたの学習の取り組みについて質問します」

77％

55％

62％

68％

先生の言葉は、丁寧で聞き取りやす

い大きさである。

先生の板書の書き方は、丁寧でわか

りやすい。

先生はチャイムまでに教室に入り、

チャイムで授業が終わっている。

授業の内容は、わかりやすい。

先生は授業で、興味関心がわく工夫

をしている。

先生の授業のすすむスピードはちょ

うどよい。

先生は熱意を持って授業に取り組ん

でいる。

先生は居眠りや私語などにしっかり注

意し、落ち着いた授業を心がけている。

先生は一人ひとりの質問に丁寧に対

応している。

質問１

質問２

質問３

質問４

質問５

質問６

質問７

質問８

質問９

88％

81％

85％

80％

78％

82％

83％

82％

　

84％

◆アンケート結果２ ( 生徒による自己評価 )

ベル着について
　できている

宿題について
　いつもできている・だいたいできている

授業中の姿勢について
　集中している・だいたい集中している

授業の発言について
　自発的に発言している

　指名されると発言している

質問１
　

質問２
　

質問３
　

質問４

１年 

98.9％

１年 

90.4％

１年 

84.2％

１年 

20.9％

75.1％

２年 

99.3％

２年 

85.2％

２年 

82.5％

２年 

13.4％

83.2％

３年 

97.2％

３年 

90.9％

３年 

83.1％

３年 

  5.7％

92.1％


