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２０２０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     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。 
 
 

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 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 

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・精緻

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（オンライン併用）。 

◇野﨑 尚志氏（元日本福祉大学教授）◇橋本 良仁氏

（環境問題研究者）◇濱口里愛氏（リクルート・マーケ

ティングパートナーズ）◇相川 雪恵氏（パーマカルチャ

ーデザイナー）など 10人の講師をお呼びした。 

・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。 

・個別面談は、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。コロナ禍でもあり、オンラインなどを活用した

。 

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。 

 

・進路教育の土台となる、授業における

成長・発達保障の彫琢。 

・コロナ禍で体験学習など実施できないものが多い中、生後経ちに

出来るだけ学びの機会を提供するべく努力されている様子が伝わ

ってきた。 

・中学生が話し合う週刊を作れていないことが少し気になりますが

、なんでも話し合う文化は自由の森では自然に身についていく部分

もあると思います。他学年との交流の中、彼ら自身で獲得できるよ

う願っている。 

・教師と生徒が成長変化について、学んだことを感じ取れるような

「学びの空間」とあるが、その仕掛けが、現状と課題も踏まえ網羅

されているのがよくわかった。等身大の体験にどう誘うかがポイン

トであり、教員が前のめりになり、たきつけてしまっては元も子も

ない。真の学びを生徒一人ひとりの持つ潜在能力の中から引き出す

力「教員力」がしっかりと備わっていることが理解できた。 

・コロナウイルス禍の現状の中でどう捉え向き合い、工夫（苦しみ

ながら）しながら自ら学んだことを発表する学習発表が行われたこ

とがわかった。 

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。 

・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はもとより 
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。 

・コロナ禍により、例年行っているスタディツアーとし
て「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」等などは一切実施不可能であっ
た。 

・校内においては、密を回避しながら、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。 

・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。 

B 

・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。し
かし、左でも記したように、コロナ禍
によって、容易に先は見通せない。 

・コロナ禍前までは例年参加していた「

アースデー・東京」などといったイベ

ントも、参加は困難であろう。 

・オンライン講演等の発表の場に積極的

に参加し、かつ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

とオンラインで交流することを進め

ていく。 

・中学２年生のナイトウオークは、飯能から名栗までの３０キロを

「環境問題・郷土を知る」という観点から毎年実施されているが

、今般の情勢からできなかったのは残念であった。しかし、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

を踏まえ地元の環境を考えることも展開した。。コロナ禍が終息

したあと再会されるのを期待したい。 

・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での学習発表と、その学びの基礎を土台とし

ての「継続した学びの構築」。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む。 

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。 

・コロナ禍での多くの制約の中、何とか学校説明会
や学習塾対象説明会は開催に漕ぎつけたが、地域
の人などに集まって頂いたり、交流することなど
は困難を極めた。 

・例年おこなっている、飯能第二小学校とのさまざ
まな交流事業は、コロナ禍のため実施不可能であ
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） 

 
・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。 

B 

・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

得てきていただけに、継続が求められ

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。 

・中学で地元西川材林業体験ができるのは自由の森ならではと思い

ます。引き続き実体験を大切にしていって頂きたい。 

・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とあり、飯能第二小学校との交流事業は継

続した取り組みが互いの信頼・信用へ発展し、今後の動きを含め

大変重要な定型と言える多くの地元市民から高い評価を得たこ

とは大事な財産であり、「絆」と言っても過言ではない。井の中

の蛙にならないよう、地域の声を大切に、今後も定型していって

もらいたい。 

 


