
２０１９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. 中学全校ミーティングや縦割りでのテーマ別の話し合いなどを通して、話す・聞く 
  考えるを日常化していく。 
4．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   3 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。 
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学 校 関 係 者 評 価 

 
年    度    目    標 

 
年  度  評  価 （ 4月4日 現在  ） 

 
実施日 令和2年7月26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・林業・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。 

・郷土を知るという学びの中で、班
行動を中心とした活動を通してお
互いが協力して問題解決していく
関係性を創っていく。 

・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

徒一人ひとりの学びの力になっ
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年の郷土を知る、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。 

・中学2年生では、「郷土を知る」実践のま
とめとして、飯能から名栗まで30キロの
ナイトウオークを学年で行い、班行動を
中心に協力して全員が完歩した達成感・
充実感は大きな自信になったと感じた。 

 しかし、まとめの時間の中では、もっと
自分達で考えを出し合いながら準備し、
当日を迎えたかった、と言う積極的な意
見がでた。 

・学習発表会の展示では、昨年度新しい発 
表のスタイルを実現したが、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。 

・ナイトウオークでの、チーム活動がいい。 
そのことが、日常の生活にも繋がっていく
といい。 

 
・評価項目の中にある「一人一人の仕事をは
っきりとさせる」、様々な生徒が共存して
いる学びの場では、そのことは最善最良と
言える。 

 
・自然と触れ合う中から感じ取った感性を、
どう座学での学びに結び付けていくか。自
由の森学園の本質や根幹が観えてくる達成
状況と言える。 

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。 

 

・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。 

・寮のボイラーを重油から蒔ボイラ

ーに切り替えようと考えている。 

・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。 

・環境問題への意識がより深まった

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。 

・昨年に続き公開教育研究会において、Ｅ
ＳＤの分科会を立ち上げ参加者に研究成
果伝えた。 

 

Ａ 

 
・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。 

・蒔ボイラーを導入することにより、 

 生徒一人ひとりの環境問題への意識

をより深めていく 

 
 
 

3 

 

話し合いの場を習慣化し

、学校生活の中での疑問、

問題点などを出し合い、

話し合うことにより、よ

り充実した学校生活にし

ていく。 

 

・日常のなかでは、大きな行事に追

われ、ホームルーム活動の中で「

話し合う」という習慣がなかなか

創られていない状況にある為、そ

のことを習慣化していく。 

  

・年2回の校内研を中心として、中学

部会で時間の設定をしっかりと行

う。そのことにより、生徒も見通

しを立てて準備することができる

。 

・少人数による哲学対話の実践を進

めていく。 

・今年度は、校内研究会で哲学対話

を取り入れ、話し合いのルールを

 

・校内研に向けて、準備が出来たか

 。 

・全校ミーティングで学年の枠を超

えて、発言する・聞くということ

が出来たか。 

・公開教育研究会につなげることが

できたか。 

・哲学対話の実践によりHR等が、

話しやすい場に変化しつつある

 
・中学全校ミーティングにおいては、教員
考えていた以上に、学年の枠を超えて多
くの発言が出た。その発言を聞く空間も
出来ていた。 

・一人ひとりが哲学対話を理解し、話し合
いの空間創りができた。しかし、その体
験を様々な場面で実践していくには、も
う少し経験と実践が必要と言える。 

Ｂ 

 
・校内研を中心とした話し合いの場や
空間をどのように、普段のＨＲでの
話し合いにつなげていくことが出来
るか。 

・普段のＨＲでも話し合いを、習慣化
していく。 

・校内研では、他者の話を聞く中で自分との 
 共通点に気づいたり、違う考え方に触れた
 りする良い機会なっている。 
 
・意見を言う場や、話し合いの場は、様々な 
 アプローチが必要だと感じる。身近な事か 
 ら始まり、等身大の意見が持てるような事 
 が望ましい。 
 
・メールでもなく、電子機器でもない、人と



明確にし、誰もが話しやすい空間

を創っていきたい。 

 

 

のか。 人が対峙して話し合いを持つこと、世間で
は失いかけている基本的な関係がしっかり
と、学びの中に位置付いている 

4 

 
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。 

 

 
・校外での教育講演会の継続。 
・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なっている。 
・地域の喫煙防止キャンペーンに参 
 加。 
・地域の方へ学園のイベント情報や 
 自由の森通信などの配布。 

 
・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。 

 

 
・校外で教育講演会を開催することが
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年を通してのイベン
トにすることができている。また参加者
も多くなり定員で打ち切る状況でもあ
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。 

 

・募集活動の中で、自由の森学園の認知度の 
 高まり、教育理念に共感している方が多く 
 なっていることを感じた。 
 
・地域における自由の森学園の生徒の活躍や対応能
 力は、近年ますます高く評価されており、この実
 践や取り組みが持続的かつ発展的に引き継がれて
 いくことを期待します。 
 
・郊外での活動が増え、生徒の学びの場が広がる事、
また地域の方々が学園の事を理解する場が増える
ことは、非常に良いことだと思う。 

 
 


