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2021(令和 3）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、昨年度より教職員と保護者にはＷＥＢ

回答を実施しました。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 ８５．４％   保護者 １０６．２％ 

 中学２年生  生 徒 ９１．１％   保護者 １０６．３％ 

 中学３年生  生 徒 ７０．０％   保護者  ９３．２％ 

 高校１年生  生 徒 ９０．４％   保護者  ９２．０％ 

 高校２年生  生 徒 ８８．５％   保護者  ８５．７％ 

 高校３年生  生 徒 ８６．７％   保護者  ８０．６％ 

 全   体  生 徒 ８６．１％   保護者  ９２．７％   

 教職員 ８８．６％ 

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・保護者の評価ともに上がりましたが、保護者の評

価は一昨年には及びませんでした。これは、コロナ禍の影響が行事

や保護者会が昨年よりは、改善されましたが、行事縮小の方向は変

わらず、また、保護者会も対面では無くオンラインで実施をし、ま

だまだ以前のようには行えなかつたことに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、昨年はコロ

ナ禍の学校休校の影響受け保護者の評価が下がりましたが、今年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建学の精神や育てようとする生徒像を学校が生徒及び保

護者へ示し、目指す学校像へ力を注いでいることが理解

されているとおもわれる。 

・普遍的な価値観である命の尊さをキリストの教えを基に

成人前の若者に伝えることが必要。 

・カトリック学校としてキリストが示した人物像を生徒一

人一人に実現できるよう、宗教の時間、ホームルーム、保

護者会などを通して高い理解と評価を得られるよう継続

的な努力をお願いします。 

・いまの時代こそ、若い年代の倫理観欠如を補うためにも、

宗教教育があらゆる面で必要だとおもう。 

・生徒へは宗教教育の時間などを通じて繰り返し理念が伝

えられていることで昨年度と比べ評価が上昇しているこ

とにつながっているとおもわれる。 

・保護者には保護者会など機会は少ないが伝え続けること

が必要である。 

・生徒に教育理念を理解してもらうのは難しいが継続的な

呼びかけが必要。保護者の方はかなり興味を持っておら

れるので重要なことだとおもう。 

 

 

 

 

 

・コロナ禍の中で指導は難しい状況ではあるが、リモート

授業やタブレットの活用など様々な状況に柔軟に対応し
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度は、生徒・保護者ともに評価は上がり、一昨年よりも上がりまし

た。学年末試験前に６波の到来で少し休校措置をとりましたが、授

業については、予定通り行えたものと考えております。昨年、評価

が下がったのは、コロナウィルスの影響により休校措置やリモー

ト授業・分散登校などの影響が大きく、中学校の授業時間数を減ら

したことは、むしろプラスの影響を与えたものと考えています。(設

問５)の「知的好奇心への刺激」は、昨年同様、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、保護者・生徒と教員の評価の差は縮まりました

が、意識の開きはなかなか埋まらない結果となりました。１０月か

ら高Ⅰ以下の生徒全員にタブレットを持たせました。教員には４

月よりタブレットを貸与しました。今年度は、途中からの使用とな

りましたが、他校で使用経験のある教員や若い教員を中心に授業

での活用や、担任は、ホームルームで活用したり試行錯誤しながら

の活用となりました。今後も各教室のプロジェクターや東館ＩＣ

Ｔ教室・多目的ホール・図書館のラーニングコモンズ等を活用し、

各教員が個々の授業において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、

３年連続評価が上がりました。次年度から新指導要領の実施に伴

い、高校の評価方法が観点別評価となり大きく変わるので、今まで

以上に評価の観点や方法を生徒および保護者に明確に伝えるよう

にしていかなければならないと考えております。 (設問 15)の「進

路指導」は保護者・生徒共に３年連続評価が上がりました。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)」も、生徒・生徒の肯定的評

価は３年連続上がりましたが、全体的に見れば,高い評価とは言え

ず特に高校の保護者は学年が上がるにしたがい評価が下がってい

ます。また、昨年同様、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、特に高Ⅱ・高Ⅲ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いと思われますが、授業評価

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)の結果から、本校の生活指導の方針に８割強の保護者が

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 55%、否定的評価が 35%と昨年より肯定的

評価が増加しましたが、例年同様、(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７割以上が肯定的評価満

足し、否定的評価は、２割程度でした。社会規範を身に付けること

ながら創意工夫を生徒とともに考える機会となることを

望む。 

・タブレットなどのツールを活用し、生徒の知的好奇心を

刺激し様々な課題の発見や解決に取り組む姿勢をさらに

上昇させる学習指導を行っていただきたい。 

・やはり保護者の大きな関心ごとである大学受験の指導は

重要なことではないかと思う。 

・ICT 教育を実施することにより、時代に応じた学習方法

を取り入れることで、生徒の知的好奇心を刺激し、楽し

く学べることにつながっているとおもわれる。 

・学習指導が丁寧になされて、その結果進学において成果

をあげているようにおもう。 

・コロナ禍の中、学習指導がなかなかむつかしい状況が続

いているかとおもわれる。タブレットによる指導が開始

されたとのことで今後の活用向上に期待したい。 

・進路指導において、オンライン大学説明会の機会を設け

られたことは、家に居ながら説明会に参加することがで

きてありがたかった。 

・高校になると大学進学に向けての学習指導がどうしても

中心となるが、生徒たちがその後の人生を歩む礎となる

よう引き続きの指導を期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会規範を身に着けて行動し、規則正しい生活を送るこ

とは社会人になっても極めて大切なことで、在校中にし

っかり身につくよう生活指導に取り組んでいただきた

い。 

・身だしなみ、言葉、挨拶などの指導が行き届き、校内外で

みる明星の生徒に対し、常に良い印象を持つことができ
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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

の実施や教職員全員と・高Ⅰ以下の生徒全員にタブレットが使用

出来るよう教室等の通信機器の整備を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 学校行事・クラブ関係・保護者会など 

 

(設問 19)の「クラブ活動」(設問 20)の「学校行事の充実」は保護

者・教員の評価は下がり、生徒の評価は上がりました。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が、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。教員も十分に活動・行事を

行うことが出来ず不満足評価になったと思われます。 

 (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。各教室で全体の放送を聞き、

る。 

・自由になっていく世の中の傾向があるなか、受け入れが

たい生徒もいるとおもうが、これからの人生では規律を

持った行動は大切であるので、しっかりとした指導が必

要に感じる。 

・社会的なマナーおよび常識を身に着けることも生活指導

に含まれており、その指導を高く評価している生徒及び

保護者が多いという結果は学校での教育として望まれて

いると考えられる。 

・生徒の 2 割は今の生活指導に否定的あるいは理解できな

いとのことですが、これは昔からの明星の良い点でもあ

るので継続していくべきである。 

・生徒の考えに真摯に寄り添いながら、「小善は大悪に似た

り、大善は非情に似たり」も認識で、正しい考え方に信念

をもって厳しく導いていただきたい。 

 

 

 

 

 

・評価がよいのは大変良いこと。 

・清掃が行き届いているところが多く、清潔な環境で気持

ちよく学校生活を送ることができているという満足度は

高いようにおもわれる。 

・施設の整備は必要に応じて進めていただきたい。 

・リモート授業やリモート会議が実施できる環境整備が行

われていることは良いことである。 

・新しい設備の導入などに積極的に取り組み、常に改善改

革をしていることは素晴らしいとおもう。 

・校内が清潔に保たれており満足する。 

・共用部分が清潔であると満足していることは結構なこと

である。できる限り汚さない、ゴミを出さない意識をさ

らに涵養させる指導が必要かと思う。さらに大きな視点

で社会問題としての「環境」を考える機会とするように

していただきたい。 

 

 

 

 

 

・様々な学校行事がコロナ禍前のように開催できず、生徒、

保護者、教職員その他の学校関係者は不満足なところも

あるだろうが、アフターコロナの際に、学校行事を従来

通り復活させて満足度が向上することを望む。 

・コロナ禍ではあるが生徒の評価が上がったのは良いこと

だと思う。おそらく保護者は学校の情報がほしいとおも

われているので、学校からの発信が必要だとおもう。 

・コロナ禍で制限がある中で学校行事やクラブ活動ができ
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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。昨

年より保護者の評価は上がりましたが、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」は出来るだけ紙媒体の伝達方法は少なく

し、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 が昨年同様にかなり役立

っており、高い評価となっていると思われます。(設問 28)の「緊急

情報体制」は全体的には高い評価を得ていますが、エマージェンシ

ーコールは本年度ほとんど使用しておらず、classi での連絡とりま

した。その為、来年度はエマージェンシーコールを止めて classi で

連絡することになりました。 (設問 23)の「ホームページ」は昨年

は保護者からの評価が上がりましたが、今年は昨年と殆ど変わり

ませんでした。ホームページは、入試広報でたいへん重要なツール

ですので、情報運営委員会を中心に創意工夫し充実したものにな

るようにしていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

(７) 保護者・生徒・教員３者間の比較 

 

昨年、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

かった(設問 5)知的好奇心は、保護者・生徒の評価が上がった為、

差が縮まりましたが、全体的に見ると差は大きいままです。さらに

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ると

思われます。 

 

 

 

 

 

る範囲で開催及び活動できたことは高く評価したい。 

・コロナ禍の中、工夫しながら行事を実施したことは評価

できる。コロナ終息後、再び活発に行事が実施できるこ

とを願う。 

・コロナ禍で行事が中止になったりすることによって、伝

統が途切れることがあるならば淋しい。 

・保護者会は情報収集を期待する保護者のニーズに応える

ためにも開催が望ましい。 

・コロナ禍で様々な活動が制限されるなかで、相対的に評

価が下がることは致し方ないが、普通の日常が戻った時

にも今の困難な状況を糧となればとおもう。生徒にとっ

ては一生に一度の行事になることもあるので思い出に残

る対応をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

・Classi 活用で学校からの通知が保護者へ確実に届くこと

が多くなったことは高く評価できる。 

・ホームページは情報発信にも役立つので新しい情報を含

め、有意義な活用を望む。 

・緊急情報体制の中のエマージェンシーコールを止めるこ

とに対して、今後、危機管理対策上の検証が必要となる

ようにおもう。 

・Classi の活用で、保護者も学校での様子がよくわかって

良い。 

・ホームページや Classi を最大限に活用し、コミュニケー

ションがしっかりとれるシステム構築をお願いしたい。 

・Classi が有効に伝達方法として活用されており、エマー

ジェンシー対応も改善されているようで満足に感じる。 

・ホームページもコンテンツの充実や高い品格に期待した

い。 

 

 

 

 

 

・外部の機関や人材等を取り込んで知的好奇心を高める工

夫が必要だと考える。 

・知的好奇心への刺激は ICT を活用した授業やアクティブ

ラーニング等を採用し、新たな興味を持てるような取り

組みで生徒や保護者からの評価の上昇を期待したい。 

・生徒及び保護者の求めているものを見極めてそれに応え

るようお願いしたい。 

・差が大きいという現実は改善すべき点があることだとお

もう。 

・保護者、生徒、教職員、それぞれが求めていくためにアン
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(８) その他 

 

(設問 10)の「支援体制」で、「わからない」と回答した保護者は昨

年の 40%から 35%と少し減少しましたが、高い状態となっていま

す。「カウンセリングだより」を出したり生徒・保護者への周知を

行っていますが、なかなか認知がしてもらえないようです。続けて

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。 

満足度ポイントの平均は、保護者・生徒において上昇しました。

今までは、生徒の評価が保護者・教職員の評価よりも低くなって

いましたが、今年度は生徒の評価が最も高く昨年度より大きく上

昇しました。保護者・生徒の評価を学年別にみると、保護者では

中１の保護者の評価が最も高く、その他の学年はほぼ横ばいとな

りました。生徒では保護者同様中１の生徒の評価が最も高く、高

２以外の学年においては中１とほぼ変わらず高い評価となってい

ます。保護者・生徒を比較すると、高２以外は、保護者の評価よ

りも生徒の評価が高い結果となりました。 

全２８問中１６問において、教員の評価が３者の中で最も低い評

価となっています。 

教員の評価が高めに出る傾向のある項目でも、本年度保護者・生徒

の評価が伸びたことから、３者間の差が縮まりました。以上のこと

から、教員が考えるよりも保護者・生徒は学校について評価をして

くれていると思われます。 

保護者への入学推奨度の質問では、「入学を勧める」比率が昨年度

に引き続き、今年度も増加し、過去最高の比率となりました。また、

「勧めない」比率は、過去最低でした。しかし、学年別に見ると、

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、高Ⅲが最も低く、逆に勧めない比率は高Ⅲが最も高

くなりました。ただ、高Ⅲの勧める・勧めないの３年間の推移を見

ますと、昨年の高Ⅱ時と殆ど変わっておらず、高Ⅰ時よりも少し改

善されてはいますが、６学年で最も厳しい評価となっていますの

で、募集広報に悪影響を及ぼす可能性のある「勧めない」の比率を

減らし、「勧める」比率が高くなるよう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。 

 

 

 

ケートなどを活用するのも一つの方法かとおもわれる。 

 

 

 

 

 

・高校Ⅲ年生の入学を勧めない原因はおそらく大学受験に

対する勉強の内容ではないかとおもう。大学の合格率が

あがれば勧める率も上がるだろう。 

・サポートルームとスクールカウンセリングは地道な支援

方法で必要とする生徒への有効な支援とおもわれる。 

・全体の満足度のポイント平均点が上昇したことは生徒及

び保護者が求めているものに学校は応えているという良

い結果であるが、「入学を勧める」比率が学年が上がるに

従い減少しているのも看過できない。 

・卒業後も同窓会活動に積極的に参加しほしい。 

・「入学を勧めない」という理由はいくつかあるようだが、

理由の一つに「大学受験対策へ向けてのサポートの充実

度が低い」という声もある。今後、サポート体制を強化す

ることが「勧める」比率の増加へつながると考えられる。 

・多くの卒業生がいる恵まれた環境を活用して、在校生が

卒業生の体験談を聴く機会があればいいとおもう。 

・本学園生徒がよりよい環境で教育活動が享受できるよ

う、学校運営の改善に尽力願いたい。 

・長い伝統の中で排出された明星卒業生のすばらしい方々

を、現在の生徒、保護者、あるいは受験希望者にホームペ

ージなどを利用して更に広くアピールしていただく方法

も考えられる。 
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 【 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。 
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 【 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？」 

         

 



- 9 - 

 

 【 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。 
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 学校関係者評価委員会名簿  

    学校法人 大阪明星学園 

      

関 係 先 役   職  

大阪明星学園後援会  (令和 3年度 会  長)  

大阪明星学園後援会  (令和 3年度 副会長)  

大阪明星学園同窓会 常任理事  

大阪明星学園同窓会 常任理事  

大阪明星学園後援会会長会 会 長  

大阪明星学園後援会会長会 幹 事  

       

       

     

【関係先情報】      

大阪明星学園後援会 
明星中学・高等学校の保護者組織（ＰＴＡに相当） 

対象年度の代表者と副代表に委嘱 

大阪明星学園同窓会 
明星高校卒業生組織 

幹事組織より選出し委嘱 

大阪明星学園後援会会長会 
大阪明星学園後援会組織（前述）の歴代代表者で組織 

組織の代表者と幹事に委嘱 

       

 


