
学校評価アンケート（高校１年生保護者）回答率61.5％　2020年12月

質問事項 よく当てはまる だいたい当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない わからない

１.「建学の精神」を日々の活動に活かしている。  11人(7.5%)   72人(49.0%)     18人(12.2%)      3人(2.0%)   43人(29.3%)

２.学ぶ意欲を引き出し、学力が身に付くような授業が行われている。  10人(6.8%)   75人(51.0%)     13人(8.8%)      4人(2.7%)   45人(30.6%)

３.わかりやすい授業への工夫・改善が行われている。  12人(8.2%)   68人(46.3%)     17人(11.6%)      3人(2.0%)   47人(32.0%)

４.生徒の学習活動に対する評価を適切に行っている。  17人(11.6%)   89人(60.5%)     8人(5.4%)      2人(1.4%)   31人(21.1%)

５.学年やコースの教育課程は、生徒の力を伸ばし、進路希望を実現するよう工夫されている。  17人(11.6%)   72人(49.0%)     14人(9.5%)      2人(1.4%)   42人(28.6%)

６.生徒の卒業後の進路を見通して、生徒の適性や希望を生かした進路希望が行われている。  18人(12.2%)   59人(40.1%)     14人(9.5%)      1人(0.7%)   55人(37.4%)

７.進路面談や個別指導を実施し、保護者とも連携をとりながら適切な進路指導を行っている。  26人(17.8%)   76人(52.1%)     10人(6.8%)      11人(7.5%)   23人(15.8%)

８.平常講習や長期休業中の課外講習、模擬試験、各種検定試験等は、進路実現に向け有効である。  37人(25.2%)   75人(51.0%)     6人(4.1%)      5人(3.4%)   24人(16.3%)

９.教員やカウンセラーが必要な時に相談に応じる   体制ができている。  14人(9.6%)   58人(39.7%)     14人(9.6%)      4人(2.7%)   56人(38.4%)

１０.先生方は、面談を通じて生徒理解に努めている。  29人(19.9%)   76人(52.1%)     11人(7.5%)      4人(2.7%)   26人(17.8%)

１１.けじめのある学校づくりを目指し、あいさつや服装指導等の生活指導を適切に行っている。  32人(21.9%)   84人(57.5%)     4人(2.7%)      2人(1.4%)   24人(16.4%)

１２.部活動は、活発に行われている。  76人(52.1%)   52人(35.6%)     5人(3.4%)      1人(0.7%)   12人(8.2%)

１３.生徒会活動や委員会活動は、活発に行われている。  20人(13.7%)   61人(41.8%)     2人(1.4%)      4人(2.7%)   59人(40.4%)

１４.学校行事が充実し、有意義なものになっている。  31人(21.2%)   74人(50.7%)     12人(8.2%)      2人(1.4%)   27人(18.5%)

１５.日ごろから、いじめの早期発見に取り組んでいる。  9人(6.2%)   61人(41.8%)     10人(6.8%)      6人(4.1%)   60人(41.1%)

１６.健康管理が行き届き、安全な学校生活が送れるよう配慮がなされている  25人(17.1%)   66人(45.2%)     7人(4.8%)      2人(1.4%)   46人(31.5%)

１７.朝礼や朝読は、学校生活を始めるうえで充実した時間となっている。  26人(17.8%)   77人(52.7%)     6人(4.1%)      1人(0.7%)   36人(24.7%)

１８.報恩の集いや平和の集いなど、宗教行事が充実している。  48人(32.9%)   69人(47.3%)     3人(2.1%)      0人(0.0%)   26人(17.8%)

１９.ボランティアや奉仕活動など、地域や社会に貢献する活動が活発である。  23人(15.8%)   69人(47.3%)     11人(7.5%)      0人(0.0%)   43人(29.5%)

２０.ホームページや緊急メールなどによって、学校の情報は適切に伝えられている。  53人(36.3%)   71人(48.6%)     12人(8.2%)      3人(2.1%)   7人(4.8%)

２１.生徒に対して災害や非常時における避難方法や連絡方法が伝えられている。  20人(13.7%)   62人(42.5%)     12人(8.2%)      2人(1.4%)   50人(34.2%)

２２.校舎や体育館、グランドなどの施設や設備は整備されている。  40人(27.4%)   83人(56.8%)     2人(1.4%)      4人(2.7%)   17人(11.6%)

２３.ICTの利活用が適切になされている。  35人(24.0%)   74人(50.7%)     3人(2.1%)      0人(0.0%)   34人(23.3%)

２４.本校に入学してよかったと思う。  56人(38.4%)   66人(45.2%)     6人(4.1%)      3人(2.1%)   15人(10.3%)



学校評価アンケート（高校２年生保護者）回答率46.4％　2020年12月

質問事項 よく当てはまる だいたい当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない わからない

１.「建学の精神」を日々の活動に活かしている。  10人(7.8%)   89人(69.0%)     11人(8.5%)      0人(0.0%)   19人(14.7%)

２.学ぶ意欲を引き出し、学力が身に付くような授業が行われている。  13人(10.0%)   78人(60.0%)     20人(15.4%)      4人(3.1%)   15人(11.5%)

３.わかりやすい授業への工夫・改善が行われている。  10人(7.7%)   64人(49.2%)     21人(16.2%)      5人(3.8%)   30人(23.1%)

４.生徒の学習活動に対する評価を適切に行っている。  16人(12.3%)   87人(66.9%)     16人(12.3%)      1人(0.8%)   10人(7.7%)

５.学年やコースの教育課程は、生徒の力を伸ばし、進路希望を実現するよう工夫されている。  15人(11.5%)   73人(56.2%)     18人(13.8%)      4人(3.1%)   20人(15.4%)

６.生徒の卒業後の進路を見通して、生徒の適性や希望を生かした進路希望が行われている。  11人(8.5%)   76人(58.5%)     14人(10.8%)      6人(4.6%)   23人(17.7%)

７.進路面談や個別指導を実施し、保護者とも連携をとりながら適切な進路指導を行っている。  22人(16.9%)   73人(56.2%)     17人(13.1%)      5人(3.8%)   13人(10.0%)

８.平常講習や長期休業中の課外講習、模擬試験、各種検定試験等は、進路実現に向け有効である。  30人(23.1%)   67人(51.5%)     12人(9.2%)      3人(2.3%)   18人(13.8%)

９.教員やカウンセラーが必要な時に相談に応じる   体制ができている。  12人(9.2%)   64人(49.2%)     13人(10.0%)      5人(3.8%)   36人(27.7%)

１０.先生方は、面談を通じて生徒理解に努めている。  24人(18.5%)   75人(57.7%)     11人(8.5%)      8人(6.2%)   12人(9.2%)

１１.けじめのある学校づくりを目指し、あいさつや服装指導等の生活指導を適切に行っている。  32人(24.6%)   81人(62.3%)     9人(6.9%)      1人(0.8%)   7人(5.4%)

１２.部活動は、活発に行われている。  63人(48.5%)   49人(37.7%)     9人(6.9%)      3人(2.3%)   6人(4.6%)

１３.生徒会活動や委員会活動は、活発に行われている。  16人(12.4%)   65人(50.4%)     9人(7.0%)      1人(0.8%)   38人(29.5%)

１４.学校行事が充実し、有意義なものになっている。  24人(18.6%)   78人(60.5%)     12人(9.3%)      3人(2.3%)   12人(9.3%)

１５.日ごろから、いじめの早期発見に取り組んでいる。  11人(8.5%)   46人(35.7%)     18人(14.0%)      4人(3.1%)   50人(38.8%)

１６.健康管理が行き届き、安全な学校生活が送れるよう配慮がなされている  25人(19.4%)   68人(52.7%)     11人(8.5%)      4人(3.1%)   21人(16.3%)

１７.朝礼や朝読は、学校生活を始めるうえで充実した時間となっている。  32人(24.8%)   74人(57.4%)     3人(2.3%)      3人(2.3%)   17人(13.2%)

１８.報恩の集いや平和の集いなど、宗教行事が充実している。  45人(34.9%)   67人(51.9%)     0人(0.0%)      0人(0.0%)   17人(13.2%)

１９.ボランティアや奉仕活動など、地域や社会に貢献する活動が活発である。  23人(17.8%)   67人(51.9%)     7人(5.4%)      2人(1.6%)   30人(23.3%)

２０.ホームページや緊急メールなどによって、学校の情報は適切に伝えられている。  50人(38.8%)   69人(53.5%)     6人(4.7%)      2人(1.6%)   2人(1.6%)

２１.生徒に対して災害や非常時における避難方法や連絡方法が伝えられている。  23人(17.8%)   57人(44.2%)     6人(4.7%)      1人(0.8%)   42人(32.6%)

２２.校舎や体育館、グランドなどの施設や設備は整備されている。  33人(25.6%)   74人(57.4%)     13人(10.1%)      3人(2.3%)   6人(4.7%)

２３.ICTの利活用が適切になされている。  21人(16.3%)   67人(51.9%)     8人(6.2%)      2人(1.6%)   31人(24.0%)

２４.本校に入学してよかったと思う。  44人(34.1%)   58人(45.0%)     9人(7.0%)      3人(2.3%)   15人(11.6%)



学校評価アンケート（高校３年生保護者）回答率48.7％　2020年12月

質問事項 よく当てはまる だいたい当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない わからない

１.「建学の精神」を日々の活動に活かしている。  15人(11.0%)   77人(56.6%)     15人(11.0%)      2人(1.5%)   27人(19.9%)

２.学ぶ意欲を引き出し、学力が身に付くような授業が行われている。  13人(9.6%)   83人(61.5%)     16人(11.9%)      2人(1.5%)   21人(15.6%)

３.わかりやすい授業への工夫・改善が行われている。  12人(8.9%)   74人(54.8%)     17人(12.6%)      1人(0.7%)   31人(23.0%)

４.生徒の学習活動に対する評価を適切に行っている。  21人(15.6%)   93人(68.9%)     8人(5.9%)      1人(0.7%)   12人(8.9%)

５.学年やコースの教育課程は、生徒の力を伸ばし、進路希望を実現するよう工夫されている。  22人(16.3%)   80人(59.3%)     12人(8.9%)      4人(3.0%)   17人(12.6%)

６.生徒の卒業後の進路を見通して、生徒の適性や希望を生かした進路希望が行われている。  27人(20.0%)   76人(56.3%)     13人(9.6%)      6人(4.4%)   13人(9.6%)

７.進路面談や個別指導を実施し、保護者とも連携をとりながら適切な進路指導を行っている。  29人(21.5%)   75人(55.6%)     19人(14.1%)      5人(3.7%)   7人(5.2%)

８.平常講習や長期休業中の課外講習、模擬試験、各種検定試験等は、進路実現に向け有効である。  18人(13.3%)   88人(65.2%)     14人(10.4%)      1人(0.7%)   14人(10.4%)

９.教員やカウンセラーが必要な時に相談に応じる   体制ができている。  17人(12.6%)   60人(44.4%)     14人(10.4%)      4人(3.0%)   40人(29.6%)

１０.先生方は、面談を通じて生徒理解に努めている。  30人(22.4%)   81人(60.4%)     10人(7.5%)      5人(3.7%)   8人(6.0%)

１１.けじめのある学校づくりを目指し、あいさつや服装指導等の生活指導を適切に行っている。  35人(26.1%)   84人(62.7%)     9人(6.7%)      2人(1.5%)   4人(3.0%)

１２.部活動は、活発に行われている。  56人(41.8%)   57人(42.5%)     4人(3.0%)      2人(1.5%)   15人(11.2%)

１３.生徒会活動や委員会活動は、活発に行われている。  17人(12.7%)   60人(44.8%)     9人(6.7%)      0人(0.0%)   48人(35.8%)

１４.学校行事が充実し、有意義なものになっている。  30人(22.4%)   72人(53.7%)     11人(8.2%)      3人(2.2%)   18人(13.4%)

１５.日ごろから、いじめの早期発見に取り組んでいる。  13人(9.7%)   49人(36.6%)     11人(8.2%)      4人(3.0%)   57人(42.5%)

１６.健康管理が行き届き、安全な学校生活が送れるよう配慮がなされている  22人(16.4%)   73人(54.5%)     12人(9.0%)      2人(1.5%)   25人(18.7%)

１７.朝礼や朝読は、学校生活を始めるうえで充実した時間となっている。  31人(23.1%)   69人(51.5%)     4人(3.0%)      1人(0.7%)   29人(21.6%)

１８.報恩の集いや平和の集いなど、宗教行事が充実している。  45人(33.6%)   72人(53.7%)     1人(0.7%)      1人(0.7%)   15人(11.2%)

１９.ボランティアや奉仕活動など、地域や社会に貢献する活動が活発である。  20人(14.9%)   62人(46.3%)     8人(6.0%)      1人(0.7%)   43人(32.1%)

２０.ホームページや緊急メールなどによって、学校の情報は適切に伝えられている。  61人(45.5%)   57人(42.5%)     7人(5.2%)      3人(2.2%)   6人(4.5%)

２１.生徒に対して災害や非常時における避難方法や連絡方法が伝えられている。  21人(15.7%)   57人(42.5%)     8人(6.0%)      1人(0.7%)   47人(35.1%)

２２.校舎や体育館、グランドなどの施設や設備は整備されている。  31人(23.1%)   89人(66.4%)     3人(2.2%)      5人(3.7%)   6人(4.5%)

２３.ICTの利活用が適切になされている。  21人(15.7%)   71人(53.0%)     3人(2.2%)      2人(1.5%)   37人(27.6%)

２４.本校に入学してよかったと思う。  55人(41.0%)   60人(44.8%)     7人(5.2%)      2人(1.5%)   10人(7.5%)


