
２０２０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ESD総合）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      ４  名 
 
          卒業生       ３  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2日 現在  ） 

 
実施日 令和３年７月２９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 

 
・森の時間ESD総合を中心

に、米作り、郷土・地
域や文化を知る（登山
も含む）、人の尊厳な
どについて等身大の学
びの場をつくっていく
。 

・学習発表会などで、一
人一人の仕事をはっき
りとさせ、学びの表現
の場の充実をはかって
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（ESD総合）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、
多様な観点での展開、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。また、生徒の継続的な物
事への関心づくりができる仕組み
や参画の構造をつくっていく必要
がある。 

 

 
・特に米作り・郷土や文化を知る（
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。 

・人の尊厳（性教育）について森の
時間で扱い、自分や多様な他者に
ついて尊重しあえる空間づくりを
していく。 

・ESD総合を考えるチームが昨年より
発足し３年間のカリキュラムとし
て検討を始めている。 

・登山での班行動と協力体制を、練
習登山、練習ハイクから教員が意
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。 

・米作りでは、田んぼ実行委員を中
心とした、中2がリーダーシップを
取って実践できる場づくりをして
いる。 

・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

徒一人一人の学びや生きかたの
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。 

・中３修学旅行の旅のつくりについ
て、生徒と教員で主体的につくり
上げる事が出来きたか。 

 
 

 
・中１で、「地域を知る」の学びの中では、

グループ活動などを通して、クラス、学
年の交流が進んだ。また、林業では、お
互いに協力して、安全を確保しながら１
本の木を間伐する作業を通して、自分だ
けでなく一緒に作業しているクラス、学
年の事を意識した仕事につながっていき
、そのことが普段の生活の中にもつなが
っていった。 

・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年の郷土や文化を知
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う予定だった
が、実施することができなかった。 

・今年度の学習発表会では、コロナウイル
スの為、展示を中心とし、最小限の発表
にとどめたが、この状況下でも生徒たち
は最大限に努力し、展示をつくることで
で、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。春の休校
措置により出来ない作業もあったが、１
年生を巻き込みしっかりと多学年の交流
となった。 

 

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。 

・ESD総合を考えるチームでの森の時間
のカリキュラム化を進めていく必要
がある。ただし、カリキュラムに囚
われすぎる事なく、各学年の教員の
特性に合わせ新たな課題にもチャレ
ンジできるような、多様な世界を生
徒に見せられるような創造的な時間
にしていく必要がある。 

・来年度もコロナ禍が続くと考えられ
る。そうした時に、各テーマにおい
て今年の経験を活かした、その時ど
きに即した実践をつくって行かなけ
ればいかないと考える。 

 

・教師と生徒が成長変化について感じ取れるような「学び

の空間」とあるが、その仕掛けについて、現状と課題を

含めてよく理解できた。 

・等身大の体験にどう誘うかがポイントであり、教員だけ

が前のめりになり焚き付けてしまっては意味がない。真

の学びを、生徒一人ひとりのもつ潜在能力の中から引き

出す「教員力」が、しっかりと備わっていることが理解

できた。 

・コロナウィルス禍の現状を学校として、どう捉え向き合

い、工夫（苦しみながら）しながら日々の学びや、学習

発表会が展開されたかがわかった。 

・中学２年生の、飯能から名栗までの３０kmを「郷土を知

る」といった観点からナイトウォークをする予定が、今

般の事情から出来なかったとある。助け合いながら、長

距離を夜間歩く行事は、全国的にも過去、地域性も踏ま

え展開されてきた歴史がある。コロナウィルスが収束し

た後、再開されるのかと言う点と「郷土を知る」と言う

視点であるならば、違った角度でのアプローチが賢明で

はないかと忖度してしまう。 

・修学旅行は延期に次ぐ延期で結局中止になったのは大変

残念でした。今年度は実施されることを願いますが、状

況により中止にせざるを得ない場合は、代替案等を準備

してほしいと思います。 

・コロナ禍で体験学習など実施できないものが多い中、子

どもたちに出来るだけ学びの機会を提供すべく努力され

ている様子が伝わってきました。 
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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

っている団体や、提携団体（東京

大学、韓国サンマウル高校、ボル

ネオトラスト・ジャパンBCTJ、埼

玉県博物館）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。 

 

 

・これまでの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。 

・学校寮の重油ボイラーを、地域の

製材工場から出る廃木材を用いた

バイオマスまきボイラーに１月よ

り切り替え運用が始まっている。 

・体育館入口にある自動販売機の利

用による、ボルネオの森の恩返し

プロジェクトへの参加。 

 

・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、理科、家庭科そしてESD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。 

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

・学校ＨＰにおいてユネスコスクールだよ
りを設け実践を広く公開している。 

・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
的に学ぶ事でＥＳＤの視点で地域や産業
、人々の生活の繋がりを知る事ができた。 

・完成したバイオマスまきボイラーの見学
を行い、自らが体験した林業（木材生産
）の側面と、地域のエネルギーとしての
バイオマスという２つの側面から森林に
ついて考えることができた。 

・公開教育研究会において、ＥＳＤの分科
会を立ち上げる予定であったが、公開研
究会をリモート配信に切り替えたため、
分科会は実施できなかった。 

 

Ａ 

 
・体験的な学びは、より主体的な学び
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。 

・ユネスコスクール加盟から４年たち、

今後のいろいろな展開の準備を進め

ていく。 

・バイオマスまきボイラーの導入をき

っかけに、生徒一人ひとりに、生活

の中の環境問題の意識をより深めて

いく。 

・今年度も、校外において自由の森の

活動を広く伝える場である、「アー

スデイ東京」に生徒と共に参加する

予定だったが、行えなかった。「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。 

 

・中学で林業を体験できるのは自由の森ならではだと思い 

 ます。引き続き実体験を大切にしていっていただきたい 

 です。 

・環境教育の分野で、１月より寮に設置してある重油ボイ 

 ラーがバイオマスまきボイラーへの切り替えが行われた 

 とあるが、自由の森学園にとって単年度の学習発表と、 

 その学びの基礎を土台としての「継続した学びの構築」 

 はまさに、生きた教材としての出発点が、このバイオマ 

 スボイラーの取り組みではないかと考える。中長期的な 

 視点での「環境教育」が展開されることを望みます。 

・バイオマスボイラーの導入時には、様々な意見が出まし 

 たが、学習教材としても活用されているようで嬉しく思 

 う。 

・自由の森学園には、平和、人権、環境、自然についての

授業もたくさんあり、生徒たちに目指すべき学びの方向

性が確実に伝わってると感じます。 



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。また、

中学全校集会などを意識的に催し

、自治的に物事や行事、学校を動

かしていくなど、クラス、学年、

全校と言った縦横の関係をより構

築していく必要がある。 

  

・年2回の校内研究会を中心として、

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、校内研究会のような集

まりは実施できなかったが、哲学

対話を取り入れ、話し合いのルー

ルを明確にし、誰もが話しやすい

空間を創っていきたい。 

 

・校内研究会に向けて、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話し合いや

すい空間を創ることができたの

か。 

 
・コロナウイルスの影響で、中学全校ミー
ティングのような大きな集会を実施する
ことはできなかったが、年度の終わりに、
中学３年生の生徒から、哲学対話を全校
で行いたいという申し出が有り、中学全
体を巻き込んだ動きになった。そこでは
学年やクラスの枠をばずした話し合いの
場を創ることができた。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。また、その発言を聞く空間も出来
ていた。 

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。 

・生徒自治を視野にいれた、縦横の関
係をより構築していく必要がある。 

 
・３年生生徒から哲学対話の申し出があったのは素晴らし

いことだと思う。それは、これまでの積み重ねが成果と

して現れたもので、これからも生徒同士、教員と生徒で

の対話がより多く作られることを望みます。 

・学年としての横の取り組みだけでなく、縦での展開の中

から「話す・聞く・考える」の日常化をつくっていきた

い。 

・自由の森学園の学びの中で、意見発表することの大切さ、

人の意見を尊重しながらしっかりと傾聴する力、そして

考える力の構築と言う、この3つがしっかりと絡むことで

、人間形成の糧となり、流されない自分（等身大の自分

）へと成長変化していく事の大切さがうたわれている。

これが、これからも支持したい項目の1つと言える。 

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。 

 

 
・小学生高学年を対象とした 
 わくわくワークなど学びと体 
 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指定し 
 ている為、災害時の対応をより具 
 体的にしていく。 
・地域の喫煙防止キャンペーンに参 
 加。 
・地域の方への学園イベント情報や 
 地域内での活動をお伝えする小岩 
 井自由の森通信などの配布。 
・中２の田んぼの実践を小岩井地域 
 内で行うことで、地域の方との関 
 わりが増えてきている。 
・学校案内パンフレットや、学園Ｈ 
 Ｐやブログ等で、学園の実践を公 
 開している。また、中学のみのパ 
 ンフレットも作成中である。 

 
・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の実践

を発信できたか。 
 

 
・今年は開催できなかったが、例年、

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
っている。 

・地域の中学校での出張授業が増加し
ている。 

・例年はわくわくワークを1年を通しての
イベントにすることができているが、今
年度は６年生にのみ参加を限り、人数を
制限して実施したが、毎回定員いっぱい
になり、生徒募集につながっている。参
加希望者が多くなり定員で打ち切る状
況でもあった。 

・学園ＨＰやブログ等へのアクセス数が増 
 加している。（ブログのみで約２６万回 
 アクセスがあった） 

Ａ 

 
・わくわくワークの参加定員を拡大し
ていく予定だが、コロナウイルスの
感染状況による。 

・森の時間（ESD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。 

・今年度より、小岩井地域で行う実践 
 をつくることにより、地域の方との 
 関わりが増えてきている。今後も継 
 続し、小岩井の自由の森学園という、 
 地域の学校として根ざしていく必要 
 がある。 
 

 

・飯能にも、いろいろなプロの方がいるので、地域の方を

講師に招くことができたら素適だと思います。 

・コロナ禍ということで、仕方ない部分でもありますが、

学校の状況がとてもわかりにくい見えにくかったと思い

ます。学校のブログも毎日のように更新されていて日常

を知るツールとして大変ありがたいですが、しかし学年

やクラスの細かいところまでは見えないので、様子を伝

えるお便りがあれば良いのにと感じました。 

・課題、改善点は情報公開し、建設的に解決していく。そ

の姿勢がすばらしいと思っています。だから生徒、保護

者からの信頼につながっているのだと思います。 

・生徒、保護者がしあわせだと言える学校は、今の日本に

どれくらいあるのでしょうか。生徒がここで学べた事は、

これからの人生を過ごす上でずっと人生の糧になると思

っています。生徒が幸せだと思える教育を実践している

自由の森学園は、これからもずっと自由の森学園の教育

実践を続けていけることを切に願っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


