
２０１7年度  学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ―ト （ 自由の森学園中学校 ） 
 
                                                                                                                     
 
  目指す学校像 
   

 
深い知識、豊かな表現、等身大の体験、自立した自由を育む、自由の森の「観（ものの
みかた）」の教育 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 達 
 
 成 
 
 度 
 

 
 Ａ 

 
  ほぼ達成  （８割以上） 

                  ※学校関係者評価実施日とは、最終回の学校評 
                      価懇話会を開催し、学校自己評価を踏まえて 
                      評価を受けた日とする。    

 Ｂ 
 
  概ね達成  （６割以上）  

  
   
  重 点 目 標 

 
1．総合的な学習（森の時間）をこれまで以上に積極的に展開し、等身大の体験の場を 
  大切にしていくことで、生徒一人一人の成長を教師・生徒が感じ取れるような学び 
  の空間にしていく。 
2．自由の森学園の教育実践の特徴である「環境教育」や「国際理解教育」などを多く
  の学校や団体と連携して、充実させていく。 
3．開かれた学校づくりを目指すとともに、自由の森学園を地域に広報していく。 

  

 
 
 
 

 
 

 
出席者  保護者       ５名 
 
          卒業生        ４名 
 
          教職員    ４名 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Ｃ 

 
  変化の兆し （４割以上） 

 
 Ｄ 

 
  不 十 分  （４割未満） 

   
 

     ※ 重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。 
      ※ 番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。 
 

学    校    自    己    評    価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
学 校 関 係 者 評 価 

 
年    度    目    標 

 
年  度  評  価 （ 4月2日 現在  ） 

 
実施日 平成30年7月20日 

 
番号 

 
評価項目 

 
現状と課題 

 
具体的方策 

 
方策の評価指標 

 
評価項目の達成状況 

 
達成度 

 
次年度への課題と改善策 

 
学校関係者からの意見・要望・評価等 

1 

 
・米作り・郷土を知る（
登山も含む）・学習発
表会などで、一人一人
の仕事をはっきりとさ
せ、学びの充実をはか
っていくと同時に、他
学年との繋がりも大切
にしていく。 

 

 
・各学年、森の時間での大きな柱と
なるテーマは、しっかりと明確に
なっている。その時間の中で、さ
らなる学びに充実と、その他の場
面でどのような時間を創っていけ
るかが、もう一つの課題だと考え
ている。 

 

 
・特に米作り・郷土を知る（中1・2
）、修学旅行（中3）の時間の中で
の生徒の学びの成果をイメージし
ながら、中学部会や学年で検討し
ていく。 

・登山での班行動と協力体制を、練
習登山から教員が意識し、自然な
流れの中で生徒が大切に出来るよ
うにしていく。 

・学習発表会において、1・2年生が、
次年度の学びを見通せるような場
にし、3年生は3年間の学びのまと
めになるような、場と空間を創っ
ていく。 
 

 

 
・森の時間の様々な体験や経験が生

徒一人一人の学びの力になって
いるか。 

・公開教育研究会でのテーマ別分科 
会への積極的な参加が出来たか。 

・田んぼ実行委員を中心とした、中
2がリーダーシップを取り、実践
できたか。 

 
 

 
・森の時間を中心に校外での実践を積み重
ねてきている。1・2年の地域を知る、米
づくりなどの体験の積み重ねが、一人一
人の中で小さな自信となり、そのことが
日常の学校生活への変化につながってい
る。また「地域を知る」の学びの中から、 

 飯能市がより活性化するための提案をま
とめ、飯能市長に提出した。 

・学習発表会の展示では、昨年度新しい発
表のスタイルが実現したが、その実践が
他教科にも広がり、深い学びの実践につ
ながった。 

・田んぼの実践においては、2年生実行委が
中心となり一連の作業を、2年生が1年生
に伝えることを通して、互いの距離が近
くなり、田んぼだけでなく学校生活の中
にもいい影響をあたえている。 

 

Ａ 

 
・森の時間での様々な体験の中での学
 びを大きな自信とし、教科での学び
 を含めて、学校生活をより充実した
 ものにしていく。 
・ある決められた時間や場だけでなく 

普段の日常生活の中で学年を超え 
て話ができる場を、生徒が主体にな 
り創っていくことをもっと考えて 
いきたい。 

・学習発表会での新たな発表のスタイ
ルを、更に発展させていく。 

・森の時間「地域を知る」というテー
マの中に、地域に貢献できる実践を
考えていきたい。 

・「米作り」を中1・2で行うことが大変有意義であ
ると評価します。体験や労働を通して、加速度的
に成長していく様を実感しました。 

 
・地域を知るでは、飯能市長へ報告する事で互いに
真剣な取り組みになり、今後も継続して頂きたい。 

 
・米作りなどの実践を通して、生徒たちが考え行動
していく中で、様々な出来事に直面しながら「次
はどうしようか？」と話し合い考えて行動してい
る姿に成長を感じました。 

 

2 

 

自由の森学園の教育実践

の特徴である「環境教育

」や「国際理解教育」な

どを多くの学校や団体と

連携し、より充実させて

いく。 

 

・自由の森学園の開校以来、平和・

人権・環境・自然との共生などの

現代社会のテーマについて、授業

の中でさまざまな活動の中で取り

組んできている。 

・こうした実践を校内に留めておく

のではなく、同様な実践をおこな

っている団体等との連携により、

実践をより深めたり広げたりして

いく必要がある。 

 

・自由の森学園の実践を、ＥＳＤ（

持続可能な開発のための教育）の

枠組みでまとめることにより、国

内1000校、海外では1万校のユネス

コスクールと連携を目指す。 

・毎年4月に行われている「アースデ

ィ東京」に参加して、自由の森の

実践を公開すると同時に、様々な

団体と連携をしていく。 

 

・平和・人権・環境・自然との共生

などの現代社会のテーマについ

て実践を進めてきたか。 

・そうした実践を学校内外に知らせ

ることをおこなってきたか。 

 

 
・社会科や理科そして総合の各科目におい
てＥＳＤを意識した授業の実践を大切に
できた。 

・校内においては、理科室前の展示におい
て、又は学習発表会において報告を進め
ていった。 

・校外においては、生徒と共に「アースデ
ィ東京」に参加し報告をしていった。 

・学校ＨＰにおいてユネスコスクール準備
便りを設け実践を公開している。 

・森の時間での「郷土を知る」というテー
マの一つに林業があり、その林業を多角
的に学ぶことでＥＳＤとのつながりを知
ることができた。 

・2017年4月に正式にユネスコスクールへの
登録が承認された。 

・公開教育研究会において、ＥＳＤの分科
会を立ち上げ参加者に研究成果伝えた。 

 

Ａ 

 
・選択講座の中にはフィールドワーク
やスタディツアーを行うことにより
、より深まっていくものがあるため、
そのことを進めていく。 

・より体験的な学びは、主体的な学び
につながり、発表や報告の充実につ
ながっていくことが期待される。 

・「アースディ東京」などといったイ

ベントに今後も引き続き参加し、様

々な団体と交流していく。 

・ユネスコスクール加盟後のいろいろ

な展開の準備を進めていく。 

・ユネスコスクールの登録により、更なる教育の広
がりを実感しました。身近な所から取り組みＥＳ
Ｄを実践していくという進め方を高く評価し、引
き続き取り組んで頂きたい。 

 
・フィールドワークやスタディツアーをより充実さ
せ、生徒の3年間のテーマとして長期的に取り組め
るプログラムへの発展を検討して頂きたい。 

3 

 
開かれた学校づくりを
目指すとともに、自由
の森学園の教育を積極
的に発信していく 

 
・地域との交流・連携を強化し

取り組んでいるため、自由の
森学園に対する地域の理解
も深まってきているが、より
一層自由の森学園への理解
と共感を広げ、生徒募集につ
なげていく必要がある。  

・自然豊かな飯能という地のなかで
地域との連携をより進めていくこ
とにより、生徒の学習活動を充実
させていく。 

 
 

 
・校外での教育講演の継続。 
・飯能ツーデーマーチなどの地域
イベントへの参加協力。 

・小学生高学年を対象とした 
わくわくワーク      
学びと体験を軸にした一日
体験的なイベントを開催し
ていく。 

・地域清掃活動への参加。 
・地域の災害時避難所として設定。 
・地域の喫煙防止キャンペーンに参 
 加。 

 
・生徒、教師の地域への積極的

な参加の意識が高まったか 
・どれだけ自由の森学園を発信

できたか。 
・わくわくワークを年間通してのイ

ベントにできたか。 

 
・校外で教育講演を開催することがで

き、自由の森学園の教育を発信でき
た。 

・飯能祭り、ツーデーマーチなど、昨
年度同様に教員、多くの生徒が関わ
っていった。 

・地域の中学校での出張授業が増加し
ている。 

・わくわくワークを1年通してのイベント
にすることができた。また参加者も多く
なり定員で打ち切ることもあった。生徒
募集にも大きくつながった。 

Ａ 

 
・わくわくワークの参加定員を拡大し
ていく. 

・校外での教育講演を継続していく 
・森の時間（総合）を中心に、もっ

と地域に視点を置き、学んでいく
時間を増やしていくとともに、地
域の方を講師に招いたりして、学
びを深めていく。 

・今後も出張授業やさまざまなイベン
ト参加を通して地域との関わりを継
続していく。 

 

 
・近年入学者数が増加傾向にあるのは、まさにこの 
 取り組みの効果があったと高く評価します。引き 
 続き継承して行くと共に、一時的なものとせず、
地道な活動へとつなげて頂きたい。 

 
・自由の森学園の教育を継承していくには、人材の 
 育成や労働環境の担保など、教職員の処遇にも力
を入れて頂きたい。 

 
 
 



(別紙様式)                                                                                                                                                 （Ａ３判横） 
 

２０１７年度  学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 自由の森学園高等学校 ）  
 
                                                                                                                  
 
  目指す学校像 
   

 
深い知識、豊かな表現、等身大の体験、自立した自由を育む、「観（もののみかた）」
の教育 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 達 
 
 成 
 
 度 
 

 
 Ａ 

 
  ほぼ達成  （８割以上） 

                  ※学校関係者評価実施日とは、最終回の学校評 
                      価懇話会を開催し、学校自己評価を踏まえて 
                      評価を受けた日とする。    

 Ｂ 
 
  概ね達成  （６割以上）  

  
   
  重 点 目 標 
 
 
 

 
１．学んだことを自分の生き方へと結びつけていく「生き方としての進路」づくりのサポートを具体

化する 

２．自由の森学園の教育実践の特徴である「環境教育」や「国際理解教育」などを多くの学校や団体
と連携し、より充実させていく。 

３．地域に開かれた学校づくりを目指すとともに、自由の森学園を地域に広報していく。  
 
 

  
出席者  保護者     ５名 
 
          卒業生     ４名 
 
          教職員    ４名 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Ｃ 

 
  変化の兆し （４割以上） 

 
 Ｄ 

 
  不 十 分  （４割未満） 

   
 

     ※ 重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。 
      ※ 番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。 
 

学    校    自    己    評    価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
学 校 関 係 者 評 価 

 
年    度    目    標 

 
年  度  評  価 （ ４月２日 現在  ） 

 
実施日 平成30年7月20日 

 
番号 

 
評価項目 

 
現状と課題 

 
具体的方策 

 
方策の評価指標 

 
評価項目の達成状況 

 
達成度 

 
次年度への課題と改善策 

 
学校関係者からの意見・要望・評価等 

１ 

 

学んだことを自分の生き

方へと結びつけていく、

「生き方としての進路」

づくりのサポートを具体

化する 

 

・「学校から仕事への移行」プロセ

スが長期化、複雑化、不安定化し

ている中で、卒業後の自分の姿に

見通しが持ちにくくなっている。 

 周りの様々な情報に振り回される

のではなく、日々の学びの積み重

ねを通して自分の進路を「生き方

の進路」として考え、選びとって

いくためのサポートを、これまで

以上に具体化する。 

 

・2020年から「大学入試改革」がス

タートする。この動向について情

報収集とともに学校としての対応

も検討していく必要がある。 

 

 

 

・一昨年度から進路プロジェク

トを立ち上げ、進路教育に関

する学習・研究・情報収集、

進路カリキュラムの整備、進

路追跡調査などについて検

討を進める。 

 

・担任との個別面談、分野別進

路ガイダンス、卒業生による

進路ガイダンス、進路講演会

、各教科による学習サポート

などを充実させる。 

 

・研究部会の中に進路5教科会

議を設置して情報収集及び

対応の検討を連携して行っ

ていく。 

 

・進路教育に関する方策を具現

化できたか。 

 

 

 

 

 

・生徒一人一人の進路選択の視

野を広げることができたか。 

 

 

 

 

・具体的かつ的確に情報の収集

及び対応の検討ができたか。 

 

・進路の日「学ぶ・働く・生きる」をテーマとして進

路講演会を実施した。◇山口未花子氏（岐阜大学 助

教）◇坂上香氏（ドキュメンタリー映画監督/一橋大

学客員准教授）◇市川豊氏（法務省勤務）◇葭田あき

こ氏（「花の森こども園」代表理事）◇三角武一郎氏

（株式会社 KSP 代表取締役） 

・進路教育についての研究会に積極的に参加し情報収

集をおこなった。 

・引き続き卒業生の進路についての小冊子「もりのあ

と」を年間4回発行し、さまざまな進路のあり方を

紹介した。 

・個別相談については期間を定め各クラスにおいて実

施した。 

・以前来校された教育政策が専門の中田康彦教授（一

橋大学）のお話をベースにして、研究会等に参加し

情報を収集し共有していった。 

Ａ 

 

・一昨年度はじめた「進路の日」は定

着してきている。この取り組みを今

後も発展させていきたい。 

・進路/キャリア教育についての情報収

集および研究交流についても積極的

におこなうことができた。 

各研究会で得た情報について学園

内で共有することもある程度でき

た。より一層の充実が必要である。 

 

・各教科の進路におけるサポート体制

の充実を図る。 

 

・大学入試改革を視野に入れた、新た

な選択講座の開講や今ある講座の充実

を図っていく。 

・「生き方としての進路」というテーマへの取り組
みは、後に生徒達に大きく影響を与えていると高
く評価します。一方でもう少し身近に迫る進路・
キャリア教育についても目を向け、個々の対応を
強化して頂きたいです。 

 
・卒業生が様々な形で学校に関わっていることが、 
 とても良いと思います。 
 
・卒業生の進路は、生徒達が進路を考える際に重要
な情報だと思います。将来的には、「もりのあと
」だけではカバーしきれない情報をアーカイブす
ることができたらいいのではないかと考えます。 

２ 

 

自由の森学園の教育実践

の特徴である「環境教育

」や「国際理解教育」な

どを多くの学校や団体と

連携し、より充実させて

いく。 

 

・自由の森学園の開校以来、平和・

人権・環境・自然との共生などの

現代社会のテーマについて、授業

の中でさまざまな活動の中で取り

組んできている。 

・選択講座の中にスタディツアーの

ある講座を増やしていく。 

・こうした実践を校内に留めておく

のではなく、同様な実践をおこな

っている団体等との連携により、

実践をより深めたり広げたりして

いく必要がある。 

 

・ユネスコスクールへの加盟が

承認され、自由の森学園の実

践を、ＥＳＤ（持続可能な開

発のための教育）の枠組みで

まとめることにより、国内10

00校、海外では1万校のユネ

スコスクールと連携を目指

す。 

・毎年4月に行われている「ア

ースディ東京」に参加して、

自由の森の実践を公開する

と同時に、様々な団体と連携

をしていく。 

 

・平和・人権・環境・自然との

共生などの現代社会のテー

マについて実践を進めてき

たか。 

 

・そうした実践を学校内外に知

らせることをおこなってき

たか。 

 

 

 

 

 
・現代社会や理科の各科目においての実践をもとより

選択授業において「農業」「林業」「飯能地域研究
」「選択自然」「韓国講座」「スタディアブロード
」「小岩井生態学」「環境学講座」などでもそれぞ
れのテーマを深めていった。 

・スタディツアーとして「カナダへの国際理解研修」
「日韓高校生交流」「足尾・玉原フィールドワーク」
「沖縄西表島フィールドワーク」などを実施した。 
・校内においては理科室前の展示において、又は学習
発表会において報告を進めていった。 

・校外においては、生徒と共に「アースディ東京」に
参加し報告をしていった。 

・学校ＨＰにおいてユネスコスクール便りを設け実践
を公開している。 

・ESDに関する講演依頼が増加しており鬼沢理事長を
中心に講演していった。 

Ａ 

 
・選択講座の中にはフィールドワーク
やスタディツアーなどの体験的な学
びは、生徒の学びの深まりや、主体
的な学びにつながり、発表や報告の
充実につながっていくことが期待さ
れる。より一層の充実を図っていく
。 

・「アースディ東京」などといったイ

ベントに今後も引き続き参加し、様

々な団体と交流していく。 

・講演等の発表の場に積極的に参加し

、本校の実践を発信していく。 

・ＥＳＤは高等学校教育に取り入れる事で更に高度
な実践になっており、高く評価します。 

 
・フィールドワークやスタディーツアーをより充実
させ、長期的な取り組みテーマとして、個々の生
徒の力へとなっていくと良いと思います。 
   

３ 

 

地域に開かれた学校づ

くりを目指すとともに

、自由の森学園の教育

を積極的に発信する 

 

 

 

・地域との交流・連携は以前に

比べかなり進んでおり、自由

の森学園に対する地域の理

解も深まってきている。  

自然豊かなこの飯能という

地域との連携をより進める

ことにより、生徒の学習活

動を充実させていく。  

・学校説明会や中学校訪問・塾

訪問の一層の充実を図る。 

・飯能地域研究と飯能市のエコ

ツアーとの連携の継続。 

・飯能ツーディマーチなど 

地域イベントへの参加協

力 

・市内の中学への出張授業。 

・地域清掃活動への参加。 

・地元飯能の西川材を利用した

教室改修工事をはじめる。 

・飯能木質バイオマス協議会に

本学園理事長が参加する。 

 

・地域との連携を継続し、よ

り深めることができたか 

 
・学校説明会や学習塾対象説明会には昨年よりも
多くの地域の人に集まってもらうことができた。 
・飯能第二小学校とのさまざまな交流事業を行っ

た。（サマースクールへのボランティア派遣・
学園祭への招待） 

・第二区公民館主催の夏休みこどもらんどに本校
生徒がボランティアとして参加し、宿題の絵画
作成のお手伝いをしていった。 

・ツーディマーチについては約30名の寮生が麦茶
配りや応援をおこなった。 
・地元飯能の西川材を利用した教室改修工事をスター
トさせた。 
・飯能木質バイオマス協議会では、本学園を含んだ地
域内エコシステムの検討が始まっている。 

Ａ 

 

・飯能第二小学校との交流事業につい

ては多くの地域の方々から高い評価

を得ている。また、第二区公民館の

絵画作成ボランティアも定着してい

る。一層地域との結びつきが強まっ

ている。来年度に向けても発展して

継続していきたい。 

・その他の事項についても来年度に向

けてより一層の工夫と努力をし、継

続していく。 

・地域における自由の森学園の生徒の活躍や対応能
 力は高く評価されており、この取り組みが実践さ
 れていることの証しとして評価します。引き続き 
 積極的な取り組みを期待します。 
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