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２０１９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  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。 
 

学    校    自    己    評    価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

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。 

 

 

・進路部、進路プロジェクトを

中心に、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、学年集会

での進路ガイダンス、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。 

 

・学年の教員一人ひとりが適切

な進路教育及び進路サポート

ができるようにしていく。 

 

・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。 

 

 

・教員一人ひとりの力量を高

めるために、教員集団とし

てどのようなことができた

のか。 

 

・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。◇中山 由美氏（朝日新聞・社会部記

者）◇野村 哲也氏（国際写真家）◇小金澤基氏    

（童心社・児童書編集部）◇伊藤 海氏（獣医学者・獣医）

◇竹ノ内 あかり氏（学芸員）。 

・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。 

・進路ガイダンス等計画を学年会が担当することとし、

「仕事に出会う・プロフェッショナルに出会う」とい

った生徒が自主的に取り組んでいく企画などをおこな

った。 

Ａ 

 

・「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。 

 

・学年による進路教育や進路サポート

をより充実させていく。 

・「生き方としての進路」というテーマへの取り組みは、教科活動、

教科外活動両面の土台に明確に座りつつあります。換言すれば、学

びの中に進路教育が包摂されているということです。単なる一過性

のイベント主義に陥らぬよう、教科、教科外双方からの「進路・キ

ャリア教育」へのアプローチと、その共有が求められていると思い

ます。 

・卒業生、学園に好意を持っている学識者、文化人が多様な形で本学

園の進路教育に携わっていることは、それ即ち、学園の評価でもあ

り、高く評価できると思います。 

・卒業生の量的・質的進路形成の把握は、在校生生徒達が進路を考え

る際に重要な情報となります。その精緻化・共有化・活用に向けて

留意する必要があると考えます。 

・「もりのあと」は、卒業生たちが在学中にどのような学びにかんし

んを持ち、それらが職業に結びついていったのか、いかなかったの

か。そういうことがよくわかります。続けていってほしい。 

・自由の森学園の「進路教育」という考え方を、積極的にほごしゃへ

広めるべきだと思います。大学進学だけでない、幅広い進路（将来

）を探す我が子の後押しをもっとできるように、親が鳴ったほうが

良い。 

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に

より、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

クールと連携を進めていく。 

・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」「タネ」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」「白神山地フィールドワーク」「沖
縄西表島フィールドワーク」「木質バイオマス発電フ
ィールドワーク」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。 

・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の提携校としてマレーシアの高

校と連携することを進めている。 

・「ＥＳＤ」や「SDGs」は、スローガンだけで言えば、官民挙げての

共通キーワードになっています。問われてくるのは、課題解決に向

けた、批判的思考と実践力をともなった市民教育ではないかと思わ

れます。上記の進路・キャリア教育との連携、相互浸透を目指して

、学内での共有と到達点の確認が重要かつ必要であると考えていま

す。 

・個々のフィールドワークやスタディーツアーを学内で共有し、かつ

外部の識者や研究者の批評や助言を得て、より充実させていくと良

いと思います。 

・平和や人権問題は、我々が現代社会を生き抜いている者にとって大

変重要なキーワードだ。そのことを、学びに位置付けていることが

大切だと考える。 

・「スタディアブロード」大変素晴らしい実践だと感じていますが、

教員の負担がとても大きいと感じています。担当教員を増やす必要

を感じています。 

・ユネスコスクールへの加盟が、日常の学びに目に見えて反映される

と、「学園広報」に役に立つと考えます。 

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

教室改修工事は完成した。 

・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・「生きる」合唱朗読交流会） 

・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クラス教
室は完成した。 

・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、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

。 

・小学校との校流事業・地域の方と一緒になって何かを紡いでいくこ

と。その連携の継続とさらに深めていくことの中に、新しい自由の

森のスタイルの確立が隠されているように思う。 

・寮のバイオマスボイラーの実現を楽しみにしています。 

・飯能市の教育環境が、激変しているという話を聞いています。自由

の森は、都心からの通学生も多いですが、近場の市の教育環境の変

化に敏感で会って欲しいと願っています。 




