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学校法人 大阪明星学園 



2020（令和２)年度 大阪明星学園における学校評価についての報告 

 

 2020(令和２)年度，学校教育法施行規則に則り，学校評価を実施しました。学校評価の目的については，

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 3 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   令和２年度 （１年間） 

     評価実施時期   令和３年２月１日～１３日 

     評価項目     「私学の特徴」「教育活動」「学校運営」「施設安全」「全体評価」の分類で，２８

項目により評価しました。 

② 保護者による評価(アンケート形式) 

     評価対象期間   令和２年度 （１年間） 

     評価実施時期   高Ⅲ    令和２年１２月 ４日～１２月２４日 

              高Ⅱ～中１ 令和３年 ２月１２日～ ２月２１日 

     評価項目     「私学の特徴」「教育活動」「学校運営」「施設安全」「全体評価」の分類で，２８

項目により評価しました。 

③ 生徒による評価(アンケート形式) 

     評価対象期間   令和２年度 （１年間） 

     評価実施時期   令和３年２月１日 

     評価項目     「私学の特徴」「教育活動」「学校運営」「施設安全」「全体評価」の分類で，２８

項目により評価しました。 

 

 

 平成 28 年度実施分より，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 3 年 3 月に集計結果および分析が戻ってきました。また、今回から、保護者アンケートと教職員アンケート

は、スマートフォンやタブレット等ＷＥＢでの回答方式といたしました。回答率は、中学校は上がり、高校は下

がりましたが、全体的には少し上がりました。次年度もＷＥＢでの回答を続けていきたいと考えています。 

また、コロナ禍における緊急事態宣言により、4 月は休校措置のなか、クラッシーやスタディサプリなど WEB

でのホームルームや学習活動を行い、緊急事態宣言が延長され、5 月からはリモート授業、6 月からは分散登校

を実施し、6 月 15 日から通常授業を行いました。学校行事も大幅に変更し、１学期は球技大会や校外学習や中



１のオリエンテーション合宿は中止となり定期試験も期末試験１回だけとしました。２学期はできるだけ行事を

行えるよう工夫し、学園祭・体育大会・高Ⅱ研修旅行は感染対策を講じて実施することができましたが、中２研

修旅行は来年度へ延期としました。また、海外研修制度についてもすべて中止としました。 

そのような今年度の学校活動の中、満足度ポイントの平均は、保護者・生徒・教職員において上昇しました。

今までは、生徒の評価が保護者・教職員の評価に比べて大きく下回っていましたが、今年度は生徒の評価が大き

く上昇し、３者間の差がほぼなくなりました。コロナ禍の影響もあり、例年と比べて保護者と教職員は「わから

ない」の回答が増えました。保護者の満足度は学年間で大きなバラつきはありませんでしたが、生徒の満足度は、

学年が上がるにつれ下がる傾向にありましたが、今年度は、中学２年生が最も高く高校Ⅰ年生が最も低い結果と

なりました。また、高校Ⅲ年生は、高校Ⅱ年生時と比べて大きく上がりました。 

保護者への入学推奨度の質問では、2016 年度より 3 年間連続で勧める比率が減少していましたが、昨年度は

わずかながら増加し、今年度はさらに増加しました。しかし、学年別の入学推奨度は昨年度までと変わらず、学

年が上がるに従い勧める比率が減少する傾向にあり、勧めない比率は高校Ⅱ年生が最も高く次に高校Ⅲ年生と続

きます。勧めないと表明している保護者は、募集広報に悪影響を及ぼす可能性があり、特に勧めない比率が高い

学年は、保護者の評価の低い項目について重点的に改善するよう検討していくとともに、評価結果全体を教科，

学年，各部においてそれぞれの立場でまとめ，共通認識としてしっかりと受け止め，本学園生徒がより良い環境

で教育活動を享受できるように学校運営の改善の方向性を確認し，その改善に努力してまいりたいと考えており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020（令和２）年度 学校評価自己評価 

 

１．めざす学校像 

 

大阪明星学園明星中学校・高等学校の建学の精神 

 ・キリスト教の教えに基づいた教育を行う学校として，キリストが人びとに示した理想的な 

人間像を，生徒の一人一人の中に実現すること。 

 ・マリアニスト教育の目標に沿った教育 

  ① 信仰心を育てる教育 

  ② 全人教育を施す質の高い教育 

  ③ 「家庭の精神」を基盤とする教育 

  ④ 奉仕，正義，平和を目指す教育 

  ⑤ 時代の変化に適応できる(時のしるしを読む)教育 

 

大阪明星学園が育てようとする生徒像 

 ・「よき明星紳士たれ」 

   豊かな教養と深い人間性を備え，社会に奉仕する「明星紳士」を育成する。 

 ・「地の塩 世の光」 

   生徒が理想社会の実現のために，社会のあらゆる分野でその核となって指導的な活動を 

なし，他者のために働きえるような人材となるよう指導する。 

 ・明星プロファイル 

   「心」 (永遠なるものを敬う心・自己の弱さを認める謙虚な心・他者を寛く受け入れる心・自然を愛

し，生命を尊ぶ心) 

   「社会とともに」 (知的推進力・コミュニケーション・異文化理解・奉仕の精神・使命感) 

 

                                             

 

２．中期目標 

 

 基本方針（２０１８年度～２０２２年度） 

 「明星の生徒ひとりひとりが輝くために」魅力ある学園づくりをする。 

 １）入試制度及びクラス編成の見直し 

 ２）新学習指導要領へ向けたカリキュラムの構築 

 ３）グローバル教育の充実 

 ４）リベラルスタディーズの充実 

   これらを柱として，改革を進める。 

 

１．高い学力の育成 

○高度な授業 

   教員の専門的知識および授業スキルの向上を図るため授業改善を進める。 

 

２．主体的に学ぶ意欲・態度の育成 

○生徒が自学自習を進めやすくなるような方策を検討する。 

○生徒の自立・自律を進めるような方策を検討する。 

○生徒の進路目標設定のためのキャリア教育の充実を図る。 



 

 

 

Ⅰ 建学の精神と教育理念との関連 

 

(１) 明星の生徒（明星紳士の中身）が目指す人間像の深化 

    明星の生徒は一人一人がクリスチャン・センスを身につけ，卒業し社会に出た暁には 

    社会の変革に寄与することが出来るようにする。すなわち，確かなリーダーシップを

発揮しながら，社会に奉仕することができるような人間を育てる。 

 

   (２) 建学の精神とグローバル教育 

    次世代を担う人材となるために，１２０年に及ぶ伝統を活かし，新時代にも適した教

育実践を果たす。 

 

Ⅱ 教育の内容と学習支援の充実 

 

 (１) 学力向上の取り組み 

① 次期学習指導要領を見据え、新たな大学入試制度に対応できるカリキュラムの編成。 

② キャリアガイダンスを通じて自分の人生を具体的にデザインしていく。 

③ 自学自習を習慣づけることで主体的に学ぶ力を身につけさせる。 

④ 長期欠席者への学習機会の提供。 

 

 (２) 授業内容の充実のための取り組み 

  ① 教員の資質向上を図る。 

② 各教室のプロジェクターや ICT 教室・ラーニングコモンズを積極的に利用し、主体

的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）の実戦を図る。 

 

 (３) 生徒の人権意識を促すための取り組み 

① 人権に対する正しい理解と認識を培う。 

② 生徒の宗教心を養い育てる。 

 

 (４) 生徒の生活全般に対する取り組み 

  ① 社会的なマナーや礼儀など，他者とのコミュニケーションに必要な基本的なものを常

に意識させる。 

  ② 生徒の自主的活動の活性化。 

 

 (５) グローバル化への取り組み 

  ① 成長段階に応じた語学研修を実施し，英語を身近なものに感じさせ、グローバルな視

点で物事を見つめ行動できる力を育成する。 

② 他者との交流に必要な自分の意見の構築を促す一方で，広い視野を持つようさまざま

な機会を提供する。 

 

 (６) 情操教育への取り組み 

    宗教教育を通じて人を大切に敬う心を育てる。 

 

 

 

 



 【 生    徒 】  アンケート質問文   

         

         

1 学校は、カトリックの理念・建学の精神について、理解に努めている。 

2 学校は、宗教的な取り組みを通して、神の愛、命の大切さに向き合う機会を提供している。 

3 学校は、学校や学級の目標についてはっきり示している。 

4 学校は、学力向上のため必要な授業時間数を確保している。 

5 学校の授業で知的好奇心が刺激されている。 

6 教員は、自分自身の学習に適切な課題を与えてくれる。 

7 教員は、学習習慣が身に付くような指導をしてくれる。 

8 教員は、学力や努力を公正に評価してくれる。 

9 学校は、自分自身に人権について考える機会を十分に提供している。 

10 学校は、カウンセリングや不登校への支援などの体制が整っており安心できる。 

11 学校の生活指導の方針に共感できる。 

12 学校は、自分自身に規範意識が身につくよう指導してくれる。 

13 学校は、規則正しい生活リズムが身に付くよう指導してくれる。 

14 学校は、自分自身の悩みや相談に親身に応じてくれる。 

15 学校は、進路に関する指導を十分に行っている。 

16 授業や課外学習などの学校の学習は、希望する進路/大学受験に対応できている。 

17 小鳩会活動によって国内外の人々と支えあって生きる必要性に気づくことができた。 

18 生徒会活動はさかんに行われている。 

19 クラブ活動はさかんに行われている。 

20 学校行事は充実し、様々な経験ができるように工夫されている。 

21 学校は、ご両親の悩みや相談、問い合わせに丁寧に対応している。 

22 必要な情報がプリントや Classiなどを通じて適切に家庭に伝達されている。 

23 ホームページには必要な情報が掲載されており、有効に活用できる。 

24 保護者会で得た情報がご両親の役に立っていると感じる。 

25 学校は、いつも清掃され、清潔である。 

26 学校の施設や設備はよく整備されている。 

27 学校は、安全や健康の管理に常に配慮している。 

28 緊急情報が確実に知らされる体制が整っており、安心できる。 

         

 

 

 

 

 



 【 保 護 者 】  アンケート質問文   

         

         

1 学校は、カトリックの理念・建学の精神について、理解に努めている。 

2 学校は、宗教的な取り組みを通して、神の愛、命の大切さに向き合う機会を提供している。 

3 学校は、学校や学級の目標についてはっきり示している。 

4 学校は、学力向上のため必要な授業時間数を確保している。 

5 お子様は、授業で知的好奇心が刺激されている。 

6 教員は、お子様の学習に適切な課題を与えている。 

7 教員は、お子様に学習習慣が身に付くように指導している。 

8 教員は、お子様の学力や努力を公正に評価している。 

9 学校は、お子様に人権について考える機会を十分に提供している。 

10 学校は、カウンセリングや不登校生徒への支援などの体制が整っており安心できる。 

11 学校の生活指導の方針に共感できる。 

12 学校は、お子様に規範意識が身につくよう指導している。 

13 学校は、規則正しい生活リズムが身に付くよう指導している。 

14 学校は、お子様からの悩みや相談に親身に応じている。 

15 学校は、お子様に対して進路に関する指導を十分に行っている。 

16 授業や課外学習などの学校の学習は、希望する進路/大学受験に対応できている。 

17 お子様は、小鳩会活動によって国内外の人々と支えあって生きる必要性に気づいている。 

18 生徒会活動はさかんに行われている。 

19 クラブ活動はさかんに行われている。 

20 学校行事は充実し、様々な経験ができるように工夫されている。 

21 学校は、保護者の悩みや相談、問い合わせに丁寧に対応している。 

22 必要な情報がプリントや Classiなどを通じて適切に家庭に伝達されている。 

23 ホームページには必要な情報が掲載されており、有効に活用できる。 

24 保護者会で得た情報は役立っている。 

25 学校は、いつも清掃され、清潔である。 

26 学校の施設や設備はよく整備されている。 

27 学校は、お子様の安全や健康の管理に常に配慮している。 

28 緊急情報が確実に知らされる体制が整っており、安心できる。 

         

質問 B 
保護者のみ 

「あなたは、本校への入学を親戚，友人，知人に勧めますか？」 

         

 



 【 教    員 】  アンケート質問文   

         

         

1 自分はカトリックの理念・建学の精神について、理解に努めている。 

2 学校は、宗教的な取り組みを通して、神の愛、命の大切さに向き合う機会を提供している。 

3 学校は、学校や学級の目標を保護者や生徒にはっきり示している。 

4 学校は、学力向上のため必要な授業時間数を確保している。 

5 自分は、授業で生徒の知的好奇心を刺激するように試みている。 

6 自分は、生徒の学習のために適切な課題を与えている。 

7 自分は、生徒に学習習慣が身に付くように指導している。 

8 自分は、生徒の学力や努力を公正に評価している。 

9 学校は、生徒に人権について考える機会を十分に提供している。 

10 学校はカウンセリングや不登校生徒への支援などの体制を整えている。 

11 学校の生活指導の方針に共感できる。 

12 学校は、生徒に規範意識が身につくよう指導している。 

13 学校は、生徒に規則正しい生活リズムが身に付くよう指導している。 

14 自分は、生徒からの悩みや相談に親身に応じている。 

15 自分は、生徒に対して、進路に関する指導を十分に行っている。 

16 自分は、授業や課外学習などで、希望する進路/大学受験に対応できる指導を行っている。 

17 生徒は、小鳩会活動によって国内外の人々と支えあって生きる必要性に気づいている。 

18 生徒会活動はさかんに行われている。 

19 クラブ活動はさかんに行われている。 

20 学校行事は充実し、様々な経験ができるように工夫されている。 

21 学校は、保護者の悩みや相談、問い合わせに丁寧に対応している。 

22 必要な情報がプリントや Classiなどを通じて適切に家庭に伝達されている。 

23 ホームページには必要な情報が掲載されており、有効に活用できる。 

24 保護者会で提供している情報は役立っている。 

25 学校は、いつも清掃され、清潔である。 

26 学校の施設や設備はよく整備されている。 

27 学校は、生徒の安全や健康の管理に常に配慮している。 

28 学校は、緊急情報が確実に知らされる体制を整えている。 

         

 

 

 

 

 



2020（令和２）年度 学校教育自己診断の結果･分析と学校関係者評価委員会の意見 

 

学校教育自己診断の結果と分析 学校関係者評価委員会からの意見 

本校では教職員自己アンケート・保護者アンケート・生徒評価アンケートの３種類を

実施し、今年度より教職員と保護者にはＷＥＢ回答を実施ました。その中でも特徴的

な項目について以下にまとめます。なお各学年および全体の回収率は 

 

中学１年生  生徒 94.7％  保護者  95.1％ 

中学２年生  生徒 91.9％  保護者  91.9％ 

中学３年生  生徒 95.6％  保護者  87.7％ 

高校１年生  生徒 94.6％  保護者  82.2％ 

高校２年生  生徒 97.0％  保護者  79.6％ 

高校３年生  生徒 91.3％  保護者  72.1％ 

全    体   生徒 94.2％  保護者  83.4％  教職員  93.8％ 

でした。 

 

(１)教育理念ついて 

(設問１)の「建学の精神の浸透」(設問２)の「学園生活の中で神の愛，命の大切さに向

き合う機会を提供しているか」という問いについては，保護者・生徒共に全体的に高

い評価を得ました。 

昨年に比べ生徒の評価は上がりましたが、保護者の評価は下がりました。これは、コ

ロナ禍の影響で、行事変更に伴い保護者会や授業参観のような行事が十分にできなか

ったことも関係していると思われます。「建学の精神」や「宗教教育」という理念的な

ものはなかなか浸透しづらいものでしょうが，これからも生徒には宗教の時間やホー

ムルームを通して、保護者には保護者会やクラッシー通して粘り強く伝え続けて行き

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 (２)学習指導について 

今年度も(設問 4)の「授業時間数の確保」については、保護者・生徒共に肯定の評価が

高い項目の１つですが、昨年度より保護者の評価は下がり、生徒の評価は上がりまし

た。生徒にとってほとんど毎日７時間授業の状態は限界がきている考え、来年度から

始まる中学校の新指導要領を踏まえ、主体的に学び考えるという観点から、中学校の

授業時間数を１年で１時間、２年３年でそれぞれ２時間減らすカリキュラムを行いま

したが、コロナウィルスの影響により休校措置やリモート授業・分散登校などなどが

ありカリキュラムの変更による評価なのか判断することができず、来年度の評価を見

たいと思います。(設問５)の「知的好奇心への刺激」は、昨年より保護者・生徒ともに

評価は上がりましたが、全体的にはまだ低い評価でした。教員の評価は少し低くなり

ましたが、それでも保護者・生徒と教員の評価の差が最も大きく開く結果となりまし

た。来年度の１０月頃から高Ⅰ以下の生徒全員にタブレットを持たせるため教員には

４月よりタブレットを貸与します。各教室のプロジェクターや東館ＩＣＴ教室・多目

的ホール・図書館にラーニングコモンズ等を活用し、各個教員が個々の授業において

（学校関係者評価委員会） 

コロナ感染症拡大予防の観点から「学校

関係者評価委員会」を 

令和３年７月に委員 6 名に対して資料

を配布し、意見を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･コロナの影響で保護者の来校機会が減

った結果、保護者の評価が下がったのは

残念だけれど仕方がないかと思う。保護

者会等で保護者に引き続き教育の理念

を伝えていただきたい。 

･今の時代こそ、宗教教育が多面的に必

要と考える。「地の塩 世の光」は卒業後

も印象に残る聖書の箇所で、例え話に引

用することもある。 

･今後も建学時のウォルフ先生の想いを

在校生に伝えていただきたい。 

･機会あるごとに建学の精神について触

れる結果が高評価につながっている。 

･｢建学の精神｣｢宗教教育｣は高い評価を

得ているが、これは明星の特徴である。 

 

 

･高いモチベーションの源になる｢知的

好奇心への刺激｣が低評価となっている

ことは残念である。 

･知的好奇心を刺激するには、社会で活

躍されている卒業生の話を聞く機会を

増やすのも方法のひとつかも。また、目

や耳からの刺激だけでなく、五感で感じ

させる工夫も大切だと感じる。 

･｢授業時間数の確保｣については高い評

価となっている。良いことである。 

･｢進路指導｣｢希望進路対応｣について

は、前年度より評価が上がっており良い

傾向。大学の紹介やイベントの実施につ



一層の工夫をしながら、授業・教科・学年・学校の枠に囚われず様々な課題の発見や

解決に取り組むような活動を促すことにより生徒の知的好奇心を刺激し、評価が改善

されるよう取り組みたいと思います。(設問８)の「公正評価」は、昨年に続き改善され

ました。生徒は肯定的評価が多くなり、否定的評価が少なくなりました。保護者は肯

定的評価が少し上がり、否定的評価は下がりましたが、その分わからないが増えまし

た。やはり、コロナ禍の影響が出ているものと思われます。引き続き評価の観点や方

法を生徒に明確に伝えるようにしたいと思います。 (設問 15)の「進路指導」は保護者・

生徒共に肯定的評価が増え否定的評価が減りました。コロナ禍の中、卒業生の合格座

談会や生徒・保護者対象の大学ガイダンスやオンライン大学説明会など感染対策を工

夫し、できるだけ例年と同じように指導ができるよう取り組みました。(設問 16)の「大

学受験対応(高校)・進路希望対応(中学)」は、生徒・生徒の肯定的評価は増加し、否定

的評価は減少しその結果満足度が上がりましたが、保護者は肯定的評価・否定的評価

共に減少しわからないが増加し、満足度は全質問の中で最も低い評価でした。保護者・

生徒共に評価は（設問 15）＞（設問 16）となっており、進路に対して全体的な指導に

は満足度は高いが、個々の指導について低い結果となり、特に保護者に強く表れまし

た。高２・高３にとっては個々の志望が異なるなか全員が満足いく授業はなかなか難

しく、中学生にとっては高校受験がない本校では自分の進路を想定しにくい状況にあ

ると思われますが、授業評価アンケートを参考にし、授業の改善に取り組んでいきた

いと考えています。 

 

 (３)生活指導について 

(設問 11)からわかるように、本校の生活指導の方針に８割弱の保護者が肯定的評価し

ていますが、２割弱は否定的評価をしています。一方生徒は、肯定的評価が５割、否

定的評価がほぼ４割と昨年より肯定的評価が増加しましたが、昨年同様、(設問 12)の

「規範意識指導」(設問 13)の「生活リズム指導」では、生徒の６割以上が肯定的評価

満足し、否定的評価は、３割未満でした。社会規範を身に付けることや規則正しい生

活を送ることの大切さは理解しているが、本校の生活指導の方針について理解・納得

ができない生徒が多いと考えます。生活指導について学校の考え方を一方的に押しつ

けるのではなく生徒会とも協力しながら生活指導の方針について生徒がしっかり理解

できるよう粘り強く取り組むことが大切であると考えます。 

 

(４)施設設備関係 

昨年同様、(設問 25)の「清掃・清潔」、(設問 26)の「施設面の充実」について、８割か

ら９割の保護者は満足し、約７割の生徒が満足しています。明星では、トイレ・廊下

等共有部分の清掃は、業者に委託していますので、委託業者のおかげで高評価となっ

ています。生徒には、自分達が生活する環境を清潔に保ってもらっていることに感謝

し、できるだけ汚さない・ゴミを出さない気持ちを持たせるように一層指導したいと

考えます。リモート授業やリモート会議の実施に向けて教室の通信機器の整備、Ｔｅ

ａｍｓの導入を行いました。また、令和三年度から教職員・生徒が一人一台のタブレ

ットの使用を予定しています。 

 

 

(５)学校行事・クラブ関係・保護者会など 

(設問 20)の「学校行事の充実」は保護者・生徒・教員の満足は 66.9%・65.3%・67.6%

で昨年と比べて保護者は 10%ダウン、教職員は 10%アップ、生徒は変化なしでした。

コロナ禍の中工夫をしながらできるだけ行事を行いました。生徒はある程度満足した

ように思いますが、保護者は全く参加することができず不満足な結果になったと思わ

れます。 

いての情報も生徒にいきわたり、ありが

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･生徒会等の協力をすすめ、生徒自らの

自発的な取り組みが増えることを期待

したい。 

・生徒、保護者とも満足度が高く、今後

も引き続き変わらぬ指導を願う。 

･生活指導は以前から明星のよい点であ

るので今後も継続していただきたい。 

･服装、言葉、挨拶など、校内外で常に

良い印象が持てる。 

 

 

･新しい設備の導入など積極的に取り入

れられ改善改革されておりすばらしい。 

･施設は清掃され、いつも清潔に保たれ

ている印象がある。 

･充実している施設設備を生徒は大いに

活用し充実した学校生活を送っていた

だきたい。 

･アフターコロナを見据えた更なる環境

の充実を望む。 

 

 

･コロナ禍で諸行事が縮小、または中止･

延期になっているのは残念である。しか

し、できる範囲で実施していることはい

いことである。 

･コロナ禍の中ではあるが、保護者会開



(設問 19)の「クラブ活動」も三者とも満足度は減少しましたが、最も大きく減少した

のは保護者でした。これもコロナ禍の影響が出ているものと思われます。 

(設問 24)の「保護者会」は、講演会や生徒のプレゼンテーションなど一同に集まるよ

うな事は行えず。各教室で放送を聞き、担任・副担任からのクラス会を行うという形

式で実施しました。満足度について昨年度と大きな変化はありませんでした。コロナ

禍が終息し、日常の生活が以前のように戻った後も、より保護者の求めている情報を

発信できるようにしていきたいと思います。 

 

(６)連絡体制・ホームページ 

(設問 22)の「家庭伝達」は classi のメール機能やアンケート機能を学年主任や組担任

が積極的に使用して、保護者へ情報を発信しており、コロナ禍で担任と直接顔を合わ

せにくいこともあり、classi がかなり役立っていると思われます。(設問 28)の「緊急

情報体制」はエマージェンシーコールで連絡をしており、全体的には高い評価を得て

いますが、昨年度よりは、全学年の保護者で評価が下がっています。(設問 23)の「ホ

ームページ」は保護者からの評価が高くなりました。今年度はグーグルストリートビ

ューで校内の案内や図書館通信・宗教部や学校長からのメッセージなど行事やトピッ

クスがあるたび、できるだけ早く掲載するよう心掛けています。 

 

 

(７)保護者・生徒・教員３者間の比較 

職員の評価が高く保護者・生徒との評価が低くその差が大きいのは、昨年と同様、(設

問 5)知的好奇心で、保護者・生徒の評価が上がりましたが、それ以上に教員の評価が

上がり差が大きくなりました。生徒・保護者の求めているものを見極め応えていく必

要があります。(設問 8)公正評価(設問 14)相談対応は昨年よりかなり差が縮まりました

が、これもコロナ禍の影響を受けていると思われ、今後もより差が縮まるよう努力が

必要です。 

 

 (８)その他 

(設問 10)の「支援体制」で、「わからない」と回答した保護者が昨年より増え 40%近く

と高く、カウンセリングやサポートルームの体制についての認知ができなかったこと

が原因と思われます。保護者会での広報活動や classi などを用い情報の伝達に努めて

いきたいと思います。また、カウンセリング便りを通じて生徒にも発信し認知を高め

ていきたいと思います。 

全体として，保護者・生徒ともに学年が上がるにつれ評価が下がっていく傾向ですが、

高校Ⅲ年生は、保護者・生徒ともに昨年より評価が上がりました。他学年の参考とで

きるよう高校Ⅲ年の学年の取組を分析し、活用していきたいと思います。 

「本校の入学を親戚，友人，知人に勧めますか」という設問に対して「はい」が３年

連続で５％ずつ減少していましたが、昨年度は改善され、今年は昨年より 5%高くな

り、61.4%保護者か勧めると回答しました。「いいえ」は３年連続で増加していました

が、今年は減少しました。しかし、昨年同様中２の低下が大きく、今までの傾向を改

善することができませんでした。また昨年 50%を切っていた高Ⅲは 53.5%に、高Ⅱは、

55%から 60%に増加しました。しかし、高Ⅲ・高Ⅱの勧めない比率は、それぞれ 10/9%、

12.2%と高く、業者の分析では「勧めない」の比率は少なくとも１割以下に留めないと

募集広報に悪影響を及ぼす可能性があるということですので、勧める比率を上げるだ

けでなく、勧めない比率を下げることにも取り組んでいきます。 

 

催は保護者にとって満足度が高まって

いる。 

･保護者がコロナ禍のなか、学校と接点

を持つ機会が減るなか、学校行事へのオ

ンライン参加やYou Tube配信も考えて

ほしい。 

 

 

 

･Classiなどでの必要な情報発信はとて

も満足している。保護者が学校の様子を

知る大事なツールとなる。 

･ホームページの更新も早く、良いこと

である。 

･ホームページは継続的に充実していく

ことを望む。学校からの一方的な発信に

とどまらず、保護者･生徒からの双方向

のコンテンツも期待したい。 

 

 

･知的好奇心の向上に向けて、生徒、保

護者にアンケートの実施し、意見を聞く

のも一つの方法と考える。 

･知的好奇心の三者の差が縮めるために

は認識のずれを是正できる取組に期待

したい。 

 

 

･卒業後も同窓会などを通して「明星紳

士」を意識して、活躍していただきたい。 

･明星の良い点は情操教育。情操と教育

の 2 点をさらにアピールしていただき

たい。 

･｢入学を勧めない｣比率がさらに下がる

ことを期待する。 

･｢入学を勧めない｣比率について、保護

者が求めていることを学校は把握し可

能な限り対応していただきたい。 

･卒業後も明星で学んだことを生かそう

としている。母校の発展を祈り続ける。 

･ウィズコロナからアフターコロナへ移

行していく社会で、考え方や価値観はさ

らに多様化していくので、中学・高校時

に習得すべき普遍的な理念をいつまで

も大切にしてほしい。 

 

 


