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平成 28年度 第一学院高等学校 養父校 学校評価報告書 

 

平成 30年 1月 30日 

養父市 

 

第一学院高等学校 養父校から提出された資料、学校への視察等により学校評価を行

ったので下記のとおり公表する。 

 

記 

 

総合評価 

平成 20年 4月の開校以来、安定した学校運営をしており、高校教育及び地域経済に

貢献している。 

教育においては、今年度卒業者 862 人のうち、大学進学者 205 人を始めとして進学

者が 488人（56.6％）に及び、就職者は 165人（19.1％）となっている。生徒からは、

スクーリング時における体験学習が好評で、印象深い授業となっていることがアンケ

ートでうかがえた。また、生徒に対する授業だけでなく、養父校通学生や各学習セン

ター所属生の作品展示や地域住民の作品を展示する「五好祭」を実施するなど、保護

者及び地域住民一体となった教育を展開している。通信制高等学校として様々な事情

で通学できない生徒の適性や将来設計を重視した教育プログラムを設け、面接指導等

においてもきめ細かな内容で、教員と生徒、生徒と地域とのコミュニケーションが図

られるような工夫したカリキュラムが行われている。 

職員を養父市民から採用することや養父市へ住所を移すなどしているとともに、体

験学習の講師に養父市民を充てている。また職員や生徒は、地元イベント等に積極的

に参加するなど、住民との良好な関係づくりに努め、教育文化を核とした地域との融

合と地域活性化に貢献している。 

生徒のスクーリング時の宿泊は、養父市内の宿泊施設を利用するなど、地域経済へ

貢献する意識も高い。 

経営状況においては、平成 28 年度の当期純利益は 81 百万円（前年度 4 億 36 百万

円）である。
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学校の現況（平成 29年 3月末） 

学校名 第一学院高等学校 養父校 本校理事 森橋 琢夫 顧 問 － 

学校長 岡本 達治 副校長・教諭 12人・養護教諭 事務 3人    合計 18人 

課 程 通信単位制・総合学科  

生徒数 １年    483人  

２年    745人  

３年     837人  

 

 

合計  2,065人 

課 程 通信単位制・総合学科・選科 

生徒数                           合計   82人 

課 程 通信単位制・専攻科  

生徒数 介護福祉士コース    0人 保育士コース  219人 

合計     240人 

社会人基礎力専攻 

コース      21人 

社会人教養専攻 

コース      0人 

 

 ○本校スクーリング 28回実施（内、本科 18回実施） 

 出席生徒数 2,099人（内、本科生 1,755人） 

  体験学習  90講座  講師 延 320人 

  校外学習  12講座  講師 延 18人 

 

 

平成 28年度卒業生進路先 

種別 人数 種別 人数 

大学 205 専修学校（一般課程） 3 

短期大学 18 各種学校 34 

大学（通信部） 9 公共職業能力開発施設など 14 

高等学校（専攻科） 13 就職者 165 

専修学校（専門課程） 206 上記以外の者 195 

合計 862 
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評価項目 評 価 の 視 点 評 価 評 価 コ メ ン ト 

各教科の状況 授業の状況 

教育課程の状況 

進路指導の状況 

優れている 教育課程については、科目選択の多様化が図られ、生徒が主体的に学ぶための選択肢

が盛り込まれている。また、生徒の能力に合わせ基礎的な学習機会も得られるよう補習

的な学習対応も行われている。独自のメソッドの意欲喚起のプログラムである「EMS」

の指導を通じて、苦手だと思うことや自信のないことも思い込みや勘違いであること

に気づき生徒自身が自分を意欲喚起できるようサポートを行っている。学校設定科目

である体験学習では、但馬地域で人生経験が豊富な講師の方々との触れ合いにより、自

分自身を見つめ直す機会を与えている。進路指導等については生徒の進路や将来設計

のためのきめ細かな指導が行われている。 

面接指導等の

状況 

面接指導の状況 

添削指導の状況 

試験の状況 

要改善 面接指導については、養父校において、在籍生徒は原則 2泊 3日（一部履修単位数の

関係で 3泊 4日）の短期集中スクーリング日程で実施している。 

短期間のスケジュールではあるが、授業や校外学習、地域とのふれあい体験など、き

め細かな内容で、教員と生徒、生徒と地域とのコミュニケーションが図られるようカリ

キュラムに工夫がなされている。添削指導については、生徒が作成した報告課題を養父

校で ICTを活用し、web上で全て添削指導を実施している。 

ただし、文部科学省から面接指導等について指摘を受け、次年度からの改善が求めら

れている。このことについては、市の監督指導体制を強化した上で改善状況を把握・確

認するなど、次年度、市と学校において必ず解決しなければならない共通の課題とす

る。 

生徒の学習支援の補助機能として国内 45箇所に学習センター（連携サポート施設）

が設けられている。 

年度の生徒の卒業認定並びに各科目の単位認定・成績評価に関することは、養父校で

実施されている。 
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評価項目 評 価 の 視 点 評 価 評 価 コ メ ン ト 

生徒の状況 生徒指導等の状況 

安全管理の状況 

学校に対する生徒・保護者の意

見・要望等の状況 

優れている 生徒指導については、社会的な規範やルールを重視し本校及び学習センターにて個

別に相談指導に当たっている。学校並びに学習センターの安全性については、文部科学

省が定めたものや独自の各種マニュアルを整備し、生徒の安全に努めている。 

毎年、生徒・保護者に対し、アンケートを実施し意見や要望を参考にして安定的かつ

適正な学校運営に努めている。 

学校管理運営 

の状況 

組織運営等の状況 

教育目標と学校評価の状況 

設置者と学校の取組状況 

良い 教職員は外部での研修会や勉強会へ積極的に参加し、得た知識を職員研修会などで

共有するなど学校全体の教職員のレベルアップに努めている。設置者と教員が「建学の

想い」（常に「素直な心」/「夢」を意識し、「夢を」持つ/達成実感・貢献実感）のもと

目指すべき教育方針を目標に学校運営が行われている。 

職員は、上司との面談を行い、一人ひとりが学校全体での役割を確認している。 

学校・家庭・ 

地域の連携協 

力の状況 

学校に関する情報公開の状況 

学校と保護者・地域住民等との

連携協力の状況 

優れている ホームページ上に各種行事や進学・就職実績などの学校情報を公開している。また、

平成 28 年 11 月には第 6 回目となる五好祭を開催し、本校通学生や各学習センター所

属生の作品展示のほか、地域住民の作品の展示や大谷校区協議会とのコラボ企画を実

施するなど、地域を巻き込んだイベントとなっており、地域全体を教育の場と捉えた教

育推進活動が行われている。 

本校独自の意欲喚起教育（自分も周りの人も大切にする心を育みプラスサイクル思

考になる教育）、独自のキャリア教育【コミュニティ共育】（職場見学やボランティアを

通して多くの方々に支えられて今の自分が存在できることに気づき、将来像を育む教

育）が推進されている。家庭との連携については、通信制高校では困難な面もあるが、

本校通学者に対しては、月１回の「学校通信」配信や電話連絡、他インターネットを活

用し保護者との連携を密にとっている。また、その他の生徒とは、各学習センターで実

施する保護者会、面談、電話連絡、インターネット等を通して保護者との連携を取って

いる。通信コース生については、インターネットを利用し連携している。 
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評価項目 評 価 の 視 点 評 価 評 価 コ メ ン ト 

学校設置によ

る効果 

特区計画において学校設置に

係る経済的効果 

優れている 生徒在籍数については、総数 2,387人（本科：2,065人、選科：82人、専攻科：240

人、〔前年度総数 2,337人、本科：2,010人、選科：92人、専攻科 235人〕）である。生

徒が養父本校を訪れる面接指導（スクーリング）に対する民間需要額（宿泊施設、貸切

バス、施設利用料、弁当代、体験学習講師指導料及び材料費）は 22百万円、また、地

域での消費活動による経済効果(社宅、物品購入/荷造運賃、修繕維持費用、旅費交通費

等)は 16百万円である。職員は 18人で内 10人が養父市に在住しており、市内での消

費額は 12百万円（職員の平均消費額を参考に算出）になる。これらにより、全ての経

済効果は計 50百万円を超えることとなり、養父市にとって非常に大きな経済効果があ

ると評価できる。 

市との連携協

力の状況 

市への現状報告 おおむね満

足 

市と学校との連絡や報告は、これまでどおり意思の疎通が図られる中、正確確実に連

携が図られており評価できる。なお、文部科学省からは市による学校への指導監督体制

の強化が求められているため、次年度以降は今年度以上に意思の疎通を図る必要があ

ることを市と学校との共通認識としているところである。 

★評価項目については、「模範的」、「優れている」、「良い」、「おおむね満足」、「要改善」の基準で評価している。 


