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１．学校法人の概要  

 

名称     法人名  学校法人偕星学園 （旧 学校法人此花学院） 

法人名変更  平成 28年 4月 1日 （寄附行為変更認可の日平成 27年 11月 25日） 

設置校    大阪偕星学園高等学校（旧校名 此花学院高等学校） 

校名変更   平成 25年 4月 1日 （名称変更届の日 平成 24年 2月 24日） 

所在地    大阪市生野区勝山南 2丁目 6番 38号   電話 06-6716-0003 

    

（1） 設置の目的 

     学校法人偕星学園は、教育基本法及び学校教育法並びに私立学校法に基づき、 

有為な人材を育成することを目的とする。 

 

(2) 役員等（平成 31 年 3月 31 日）                        

理事 7名 監事 2名                

   評議員15名 

学校三師（学校医・産業医、学校歯科医、学校薬剤師）３名 

 

(3) 理事会の開催状況 

理事会 定例会 １２回 

平成３０年４月から平成３１年３月まで 

 

(4)   沿 革 

        昭和４年２月19日  甲種商業学校「此花商業学校」として東淀川区長柄中通３丁目に設

立許可 

        昭和４年４月１日  第１本科(昼間部)および第２本科(夜間部)を設置 

        昭和20年４月１日  戦時措置により「此花工業学校」となる。 

        昭和20年９月１日    戦時転用のため、学校を西区元堀江国民学校(仮校舎)へ移転。 

同時に此花商業学校の校名に復す。 

        昭和22年４月１日    学校改革により「此花中学校」併設 

        昭和24年３月22日    現所在地、大阪市生野区勝山南２丁目６番３８号に学校移転。 

        昭和24年４月１日    「此花商業高等学校」となる。 

        昭和24年５月１日    財団法人此花学院を設立、創立記念日を５月１日に定める。 

        昭和25年９月１日    初代校長に平井孝道就任 

        昭和26年３月７日  私立学校法制定に基づき財団法人此花学院が「学校法人此花学院」

に組織変更。設立代表者に平井孝道就任 

        昭和34年７月25日    ４階建校舎を建設 

        昭和35年４月１日    普通科を設置 

        昭和36年４月１日    理事長に平井孝道就任 

        昭和39年５月25日    体育館(兼講堂)および室内プール竣工 

        昭和43年10月11日    第２運動場を設置 
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        昭和47年11月25日    室内プールを改装し、武道室竣工 

        昭和48年４月１日    「此花学院高等学校」と校名を改称 

        昭和53年11月16日    創立５０周年記念式典並びに記念行事を挙行。新校歌制定 

        昭和57年４月１日    普通科に体育コース設置 

        昭和57年10月９日    野球グラウンド（富田林市喜志）完成、竣工式を挙行 

    昭和58年４月１日  普通科に英国社進学コース設置 

        昭和59年３月31日    第２運動場に新体育館竣工 

        昭和61年４月１日    第２代校長に平井博道就任 

        昭和63年10月25日    創立６０周年記念の集い 

        平成元年５月２日    創立６０周年記念式典および祝賀会挙行 新制服採用 

    平成２年４月１日  ＩＦＣ進学コース設置 

        平成３年４月１日    英数進学コース設置。商業科の募集を停止し、普通科に総合ビジネ

スコース設置。コンピュータ実習室新設 

    平成３年９月３日    理事長に平井博道氏就任 

    平成４年４月１日  コース名称を特進英国社コース、特進英数コース、特進ＩＦＣコー 

              ス、文理コースに改称。 

    平成５年４月１日  ＩＦＣ（国際、留学）コースと名称改称。留学期間を1年間とす

る。 

平成７年４月１日  ＩＦＣ（国際、留学）コースに女子を募集し、男女共学校となる。 

平成９年４月１日  ＩＦＣ（英語）コース設置。短期の海外研修にニーズにこたえる。 

平成９年５月１日    創立７０周年感謝の集い 

    平成11年４月１日    第３代校長に平井周就任 

    平成12年４月１日  ＩＦＣ（英語）コースをＩＦＷ（国際教養）コース、体育コースを

ＩＦＳ（スポーツ）コースに改称 

    平成14年４月１日    特進コースを共学化 

    平成16年４月１日    各コース名称を平易に改め、全学共学化を図る 

              特進コース、標準コース、長期留学コース、国際・福祉コース・ス

ポーツコースとする 

    平成17年８月31日    校舎１号館、２号館耐震工事完了 

    平成18年８月31日    校舎３号館、４号館ならびに旧体育館耐震工事完了 

    平成18年10月28日    第４代校長に石岡信吾就任 

平成19年３月31日  長期留学コースの募集を停止 

平成20年４月１日    コース名改称 

                            特別進学コース、福祉進学コース、総合進学コース、スポーツ進学

コースとする 

平成21年４月１日    第５代校長に中川英人就任 

    平成21年５月１日    創立８０周年を迎えた 

    平成22年４月１日    総合選択コース設置 

                    第６代校長に石岡信吾就任。新制服を採用 

平成22年９月１日  学校図書館を改修 
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平成22年11月26日  理事長に太田明弘就任 

平成23年１月11日  学校食堂を改修 

平成23年２月19日   此花学院高等学校同窓会「このはな会」設立 

平成23年４月１日  特進選抜コース設置 

第７代校長に梶本秀二就任 

平成23年４月１日  コース名改編 

                            特進選抜コース、特進コース、総合選択コース、スポーツ進学コー

スとする 

    平成24年８月    全館女子トイレ高機能化 

平成24年10月    新体育館全面改修（非構造部材耐震化事業含む） 

    平成25年4月１日   名称変更 大阪偕星学園高等学校 

          新校歌制定 

     平成25年8月１日     男子学生寮「星雲寮」竣工 

              男子トイレ第１次高機能化 

    平成26年3月31日   コンピュータ教室機器新装 

    平成26年８月      全館トイレ高機能化完成（3年計画） 

    平成27年３月      ４号館３階４階８教室全面改装 

駐輪場新設（３号館北側） 

        平成27年８月     第９７回硬式野球部夏の甲子園大会出場 

平成28年４月１日   法人名変更 学校法人偕星学園 

          総合コースに幼児保育コースを新設 

平成28年6月4日   大阪偕星学園高等学校同窓会｢志星会｣設立 

平成29年7月20日   「すばる館」地鎮祭 工事着工 

平成30年4月1日   大阪偕星学園高等学校新校舎｢すばる館｣供用開始  

平成30年8月31日  大阪北部地震による緊急対策 旧体育館裏門改修 

平成30年度      第１体育館災害復旧工事 第２体育館災害復旧工事 

 

 

（５）理事長 Ｍｅｓｓａｇｅ 

本校が最も重視すべき教育 

「心を鍛え、生きる力を養う」 

輝かしい改革成果を生かして 本校はいっそうの発展と教育内容の充実を目指します。 

１ 教育施設の拡充と近代化  

２ 進学実績のさらなる向上  

３ 時代ニーズに沿った教育内容の整備 
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２．設置校の概要 

 

（１）   名称 大阪偕星学園高等学校 

（２）  在籍生徒数 

平成 30年 5月 1日現在   普通科 1,195名（募集定員計 1,020名） 

（定員 1年  340 名 2年 340名 3年 340名） 

 

（３）校訓 誠実 努力 信念 

（４） 教育方針と理念 

   ①文武両道の高校教育 

    進学教育とスポーツ教育の両面において、充実した学校教育を実践します。 

   ②付加価値の高い学習指導 

    入学時点の学力に比べ、大きな学力向上を果たし、関関同立をはじめ、志望校に 

    多数現役合格させます。 

   ③面倒見のよい学校教育の実践 

    一人ひとりの生徒に対し、親身の指導、思いやりのある教育、個性を大切にする教育

を行います。 

（５）新校名 

  大阪偕星学園とは、文字どおり、人は皆、かけがえのない星のような存在であることを校

名に謳ったものです。 
夜空にきらめく無数の星は、皆同じような輝きを放っていますが、どれ一つとして同 

一のものはありません。人間も同じように、不二の個性を持った存在であることをし 

っかり自覚して、本校に学び、それぞれの可能性を輝かせてほしいという願いを込めまし

た。 
（６）新校章の由来 
  星を基調とした校章は、「生徒はすべて輝く星としての存在である」ことを象徴して 
 います。また、星の中に星を重ねることで、男女共学であることを表現しています。 
 校章の中心は紫陽花（あじさい）です、紫陽花の花言葉の一つは「ひたむきな愛情」 
 であり、強靭さ・多様さ・協調を象徴します。生きる力を養う教育・個性を大切にす 
る教育・共生教育。「大阪偕星学園高等学校」が目指す教育理念が、この校章に込めら 
れています。人（生徒）は皆、星であり、生徒ひとり一人の個性を大切にし、かけがえのな

い存在としてその可能性を伸ばし、鍛えていきたい。そんな願い・思いが込められていま

す。 
 （７）夢を実現するための３つのコース 
    特進コース 
   「習熟度別クラス」ときめ細かい学習指導で、国公立大・難関私立大への現役合格を目指

すコース 
    総合選択コース 
   幅広い進路選択が可能な、「なりたい私」を見つける、「なりたい私」になるコース 
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    スポーツコース 
   充実した環境、実績ある指導者、文武両道の指導体制で、トップアスリート、スポーツ指

導を目指すコース 
 
（８）教職員数（平成 30年 5月 1日） 

校長 １名 

   教頭 １名 

   教諭 ３８名 

   養護教諭 １名 

   常勤講師 ２４名 

   非常勤講師 ２６名 

  

（９） 志願者・入学者数の推移（平成 30年 5月 1日） 

平成年月日 １年 2年 3年 合計 

30.5.1 347 412 436 1,195 

 

                                                    

３． 事業の概要 

 

（１） 情報公開 

  評価制度  ＨＰ公開 

 

（２） 主な広報媒体 

①  学校案内          平成３０年７月上旬刊行 

              平成３０年１１月上旬刊行   

②  学校情報誌         平成３０年８月上旬刊行 

③  偕星通信          vol.12（４月上旬） 

 vol.13（10月上旬） 

④  ホームページ        タイムリーに更新 

 

（３） 主な施設改善 

平成２９年度  「すばる館」地鎮祭 工事着工 

                     南薬局跡地に駐輪場設置 

 

    平成３０年度   ｢すばる館｣供用開始 

            新体育館隣接物件売買契約 

猛暑対策 ミストシャワー（コンコース） 

大阪北部地震による緊急対策 旧体育館裏門改修 

喜志Ｇ ＬＥＤ照明 

第１体育館災害復旧工事 
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第２体育館災害復旧工事 

第２体育館 ブロック塀工事 

武道場LED化工事 

 

 

（４）卒業後の進路情報 

  

 卒業者 ４２９名 

 

（５）部活動の現状（学年別部員数）の現況 

 文科系１７部 

運動系１７部 

     指定クラブ 

       硬式野球部（男） 

       ハンドボール部（男） 

       柔道部（男女） 

       ソフトボール部（女子） 

       ダイビング部（男女） 

       サッカー部（男女） 

       バレーボール部（女） 

       バドミトン部（男女） 

       CSC（男女） 

 

  主な活躍 

硬式野球部 第９７回全国高等学校野球選手権大会 

CSC     第 3回ユースオリンピック競技大会 日本代表選手 

      （2018/6-2018-18 ブエノスアイレス） 

ＢＭＸ 増田優一（2年生） 

      平成３０年度大阪スポーツ賞受賞（大阪府教育委員会） 

 （６） 法令遵守 

・ 学校いじめ防止基本方針策定   平成２６年３月６日 

 

・ マイナンバー（社会保障・税番号）制度 

平成２７年１０月より運用開始されており、適正に運用している。 

 

・ ストレスチェック 

平成２７年１２月より 1年以内に実施体制を整備することが法制化され、平成２８年度・ 

平成２９年度・平成３０年度は外部委託により実施し、大阪中央労働基準監督署に届け済み 
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（７） 主な学校行事 

入学式 平成３０年４月５日 

     体育祭 平成３０年６月１２日 

     文化祭 平成３０年９月２９日 

     卒業式 平成３１年１月２６日 

    入試関係日程 

     サマーフェスタ  平成３０年８月２５日（土） 

     オープンスクール 平成３０年１０月２１日（日） 

オープンスクール 平成３０年１１月１８日（日） 

入試説明会    平成３０年１２月２日（日） 

入試説明会    平成３０年１２月１６日（日） 

      

 
４.  財務の概要 

 

   別添資料のとおり 

 

５． 監事監査報告書 

    

   別添資料のとおり 


