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特定非営利活動法人全国通信制高等学校評価機構 



 提出された各種資料及び 2021 年 10 月 19 日、10 月 28 日に実施した現地調査

の結果、貴校通信制の課程の評価は次のとおりとなりました。 

 

学 校 概 要 
（設置者名）学校法人 八洲学園  

（学校名）八洲学園高等学校 

所在地）〒５９３－８３２７ 大阪府堺市西区鳳中町７ー２２５ー３ 

（電話）０７２－２６２－５８４９ 

（沿革) 

1992年 八洲学園高等学校の設置認可をうける。 

1997年 八洲学園高等学校、広域制通信制の高校の認可をうけ、東京本部（新宿

区）を設置。 

1998年 八洲学園高等学校梅田、池袋会場開設。 

1999年 八洲学園高等学校横浜、三宮会場開設。 

2010年 八洲学園高等学校横浜会場が分校認可をうけ、横浜分校になる。 

2012年 八洲学園高等学校各スクーリング会場をキャンパスに名称変更。 

    八洲学園高等学校サポートクラス設立。 

2014年 八洲学園中等部（中学生復学支援・居場所づくりのためのフリースクー

ル）を開設。 

2016年 八洲学園高等学校大阪中央校（分校認可施設）、町田分室の開設。 

2017 年 通信制高校初「5 年制クラス」開校 

 

（教育目標、指導の重点等） 

【教育理念】 

すべての人が学ぶことの喜びと楽しさを知ることのできる場所であること 

【教育目標】 

社会への適応力を身につける 

生きる力を育む 

【特色】 

八洲学園高等学校は開学当初から、様々な年齢、様々な環境や状況の生徒を数

多く受け入れてきた教育機関であり、高等学校という学びの場が、目の前に来て

いる自立の時を見据え、今までの自分自身、これからの自分自身をしっかりと受

け止め、自己肯定し、自分を認め、他人を認め、そして他人からも認められ、ゆ

っくりと大切に自我を育む場であることを重要視し、高校在学中に、生徒一人一

人の特長や優位な特性を伸ばし、コミュニケーション能力を中心に卒業後の社会

で適応できる力を身につけることを念頭に教育を行っています。 

また、八洲学園高等学校は、座学での勉強だけでなく、体験学習や経験を大切

にし、実体験の中から得られる経験こそが、その後の人生にとってかけがえのな

いものになるとの信念のもとに、「通信制だからできないではなく、通信制だか



らこそできる、経験できる、体験できる」教育活動を実践しています。 

これらを通して、卒業後に迎える「自立」に向けて、生きる力を身につけ、社

会で活躍できる生徒を輩出しています。 

 具体的には、 

①  ベーシッククラス、５年制クラス、マイスタイルクラス、ホームサポートク

ラス、通信クラスを開設する 

②  教職員研修の一環として一定期間の在職年数の常勤教員については、通信制

大学等の科目履修制度を利用して特別支援学校の教員免許の取得を義務付け

る 

③  不登校傾向や何らかの事情で中学校に通学し難い状態になっている中学校在

籍中の生徒に対して、学校や教室を開放し、居場所や登校習慣の形成、中学

校への復帰、高校への進学準備までの学びの場を提供している（〇〇中等部

（中学校登校支援フリースクール）） 

などに取り組んでいます。 

 特に、②の特別支援学校教員免許取得にかかる費用の補助や③の八洲学園高等

学校の教員が中学生への支援を無償で行っていることなどは、八洲学園高等学校

の建学の精神を踏まえた取り組みであり、様々な事情を抱える生徒にとって安

全・安心な学びの場を提供している。 

 

 

総 合 評 価 
 

 

適 
 

学校運営に関しては、教育活動を行う上で十分な教職員が配置

されており、教員免許状や更新の管理は適切に行われている。 

（評価項目１－１） 

教職員研修も計画的に実施されているとともに技能教育施設と

の関係も指導マニュアルを作成し、共通理解がなされた指導体制

になっている。 

（評価項目１－２） 

学校評価や情報公開については、必要な情報がホームページを

通して広く公開されており、生徒募集及び施設・設備、表簿等の

管理も適切に行われている。 

（評価項目１－５） 

 

添削コメントなどが適切に行われていること、記述問題などの

考えさせる課題などを確認することができた。 

（評価項目２－２） 

 学習指導要領を超える面接指導時間が確保されており、また

面接指導も 40 人以下の少人数で行わるなど、生徒一人一人に対



応できる体制で実施しており、その取り組みが高い単位取得率に

つながっているものと評価できる。 

（評価項目２－３） 

見学した面接指導時間では、グループ協議、まとめ、発表、と

いう、主体的・対話的で深い学びを意識した面接指導づくりは評

価したい。 

（評価項目２－３） 

特別活動等においても年間行事計画で適切に配置されているこ

とが確認でき、特に、文化祭の準備などにおいて生徒の主体的な

活動が工夫されていることは評価したい。 

（評価項目２－７） 

 

（評価項目３－１、３－２、３－３について） 

40 人以下の少人数に対して教員１名＋支援員１名で臨むな

ど、面接指導時を含めて学習活動への支援体制は整っている。 

（評価項目３－１） 

 特別支援学校教諭の資格取得を学校として推進しており、校長

をはじめとしてほぼすべての教員が取得している。 

特に、資格取得に対して全額補助を学校として実施していること

は高く評価できる。 

（評価項目３－２） 

 

その他の部分についても基準を満たしている。 

 

以上、全ての観点において、本機構の評価基準を満たしている

と判断する。 

 

 



評価項目 評価 評価基準 評価項目に対する所見

1-3
連携施設との

関係

観　　点　　別　　評　　価  

　教職員の配置にあたっては、関係法令に即
して、適正な教職員を配置しなければならな
い。
　連携施設を含めたすべての実施校教員は、
専任・兼任に関わらず担当する教科の有効な
教員免許を所持するなど資格要件を満たして
いることは必須である。
   また、学校は、一人一人の生徒に行き届い
た指導ができるよう必要な教職員を配置しなけ
ればならない。
  更に、実施校は、学校事務に支障のない事
務体制が整備されていなければならない。

1-1
教職員の配置

1-2
教員研修

　直接生徒の指導に当たるのは教員である。
このため、学校は、教員に研修の機会を与
え、教員の資質向上に努めなければならな
い。
　特に、教科の指導力向上、人権意識の涵
養、新たな教育ニーズを有する生徒等への対
応など、教員の総合的なの力量を高めるため
に、定期的な研修を行う必要がある。

在籍生徒数1563名（正科生1153、連携生410）
に対して、教員免許を有する常勤教員48名、非
常勤教員99名が配置されており、適切な数の教
員が配置されていることが確認できた。
また、事務系職員も事務長以下14名の常勤、６
名の非常勤が配置されており、本校及び連携施
設を管理するために必要な数が配置されている
ことも確認できた。
今後は、キャリアカウンセラーの常置など生徒の
卒業後に向けた細やかな指導が可能となる体制
を検討してほしい。

新たな教育的ニーズを有する生徒への対応な
ど、きめ細かい研修体制がとられていることを研
修計画表で確認できた。
特に、金銭面での支援のもとに特別支援学校の
教員資格の取得を促進するなど、生徒への対応
能力向上及び教員のキャリアアップの２面を視
野に入れた取り組みは評価したい。

１　学校運営               　　

適

適

適

　連携施設 (協力校、技能教育施設、サポート
校等) における教育活動は、実施校の校長の
管理・監督のもとで実施されなければならな
い。
　また、校長は、連携施設における教育活動
の進捗状況を常に把握していなければならな
い。
　更に、実施校の教育活動とそれに伴う学納
金は、連携施設におけるそれと明確に区別
し、生徒・保護者の誤解を生じないようにして
おく必要がある。

連携施設には年３回ほど職員が訪問し、細かな
調整を行っており、その記録も作成されている。
また、校長へのヒアリングを通して、校長の連携
施設の把握状況及び連携施設職員との良好な
関係を確認することができた。
また、学納金等も適切に管理されていることが確
認できた。

1-4
学校評価

　学校は、自らの教育活動等について、目標
を設定し、 その達成状況等について自己評
価を行い、その結果を公表しなければならな
い。
　また、学校関係者評価や第三者評価を実施
し、教育環境の改善を図っていく努力も必要
である。

適

学校目標、教科の目標などを適切に設定し進捗
状況の管理も適切に行い、今回の自己点検を含
めてPDCAによる改善を行っている。
また、評価結果も適切に公表している。
今後は、今回の第三者評価の結果を踏まえ、第
三者評価を活用したPDCAを推進していってほし
い。



２ 　教育課程

1-7
施設・設備・
安全管理・
表簿管理

 　高等学校等就学支援金の事務は適正かつ
確実に執行しなければならない。
　また、生徒・保護者への高等学校等就学支
援金の説明に当たっては就学支援金が学校
独自の特典や授業料軽減策であるかの誤解
を与えるような不適切な表示を行わないなど
申請方法等を含めた適切な説明を行う必要が
ある。

1-8
高等学校等就

学支援金

　学校は、公教育の場である。従って、教育課
程は関係法令に従い、適切に編成されなけれ
ばならない。
　特に、通信制高等学校においては、高等学
校通信教育規程、高等学校学習指導要領、
高等学校通信教育の質の確保・向上のため
のガイドライン等に従って教育課程の管理を
適切に行うことにより基礎基本の確実な定着を
図るとともに、通信制の課程の質と量は全日
制・定時制の質と量と同等であること及び添削
指導・面接指導は高等学校通信教育の基幹
的な部分であることを十分に認識し、関係法
規に則って編成しなければならない。
　また、学びの基礎診断を活用するなどして、
PDCAサイクルを活用した教育活動の改善に
取り組む必要がある。

2-1
教育課程の

管理

　学校教育では、教育課程が効果的に実施さ
れることが重要である。そのため、実施校にお
いて施設・設備、文書管理は適切に行われて
いなければならない。
　また、非常事態に備え、危機管理体制も整
えられていなければならない。

連携施設における生徒募集は、実施校の校
長の権限の下で、適切な時期に適切な方法
で行われなければならない。
　また、入学者選抜及びその結果の公表は、
中学校の教育活動及び各地域の事情を考慮
して適切な時期に適切な方法で行う必要があ
る。

1-6
生徒募集

適

1-5
情報公開

　生徒・保護者の進路選択に資するために、
学校の教育環境や取り組み等、学校運営が
適切に把握できるよう学校評価など必要な情
報を積極的にホームページ等で公開する必
要がある。
　情報を公開する際は個人情報等を適切に取
り扱わなければならない。

適

適

適

適

HPなどを通して学校の教育環境や自立支援に
向けたカリキュラム、特徴ある科目の紹介など必
要な情報は適切に公開されている。
また、個人情報の管理についても適切に行われ
ている。

連携施設における生徒募集をはじめとして校長
の管理のもとに適切な募集活動が行われてい
る。
入試選抜の時期等についても大阪府の指導を
仰ぎつつ適切な時期に行われている。

関連施設が複数の場所にあり移動の手間が多
少あるが、教育課程の実施に支障はなく必要な
施設設備等は備えられている。
また、防災訓練等も生徒の登校が不定期の中、
工夫をしながら行っている。

校長及び事務関係職員へのヒアリング、関係書
類等を通して、支援金に係る事務処理及び説明
等が適切に行われていることが確認できた。

教育課程表、年間行事計画、面接指導の時間
割等を通して、関係法令及びガイドラインを満た
した教育活動が行われていることが確認できた。
また、自己表現活動など新たな教育的ニーズを
有する生徒への自立に向けた教育活動も展開し
ていることは評価できる。
今後は、観点別評価への取り組みや生徒の主
体的な学びを生み出す添削指導や面接指導の
実施に向けた取り組みを進めてほしい。



　教員から対面による指導を受ける機会が限
定されている生徒にとつて、添削指導は教科
の内容を学ぶとともに学習への意欲を醸成す
るものであることが求められている。
　そのためには、添削課題は計画的・系統的
であるとともに、生徒の学習の状況を把握し、
生徒の思考方向とつまづきをを的確にとらえら
れるよう常に工夫し、一人一人に寄り添った添
削コメントを施していくことが重要である。

2-2
添削指導

　高等学校通信教育は、自学自習が基本とな
ることを踏まえ、面接指導は個別指導を重視し
て、年間指導計画に基づき、自宅学習に必要
な基礎的・基本的な学習知識について指導す
るとともに、個々の生徒のもつ学習上の弱点に
ついて考慮しながら、その後の自宅学習への
示唆を与えるなど、計画的・体系的に指導す
ることが大切である。
　多様なメディアを利用して行う場合は、計画
的・継続的に取り入れ、高等学校教育の水準
を確保する必要がある。なお、面接指導等時
間数の一部を免除する場合は、報告課題の
作成等により、その成果が満足できるものであ
る事を確認しなければならない。

2-3
面接指導

　学習成果の評価とともに、学力定着度を測る
ものとなるよう、適切な時期に適切な内容で適
切な回数実施しなければならない。

2-4
試験

2-5
学校設定教

科・科目

学校設定教科・科目の開設、
実施にあたっては、年間指導
計画を作成し、そのもとに適切に実施しなけれ
ばならない。
　開設する学校設定科目が、学習指導要領上
の教科である場合は、学習指導要領で規定さ
れている当該教科の１単位当たりの面接指導
及び添削指導の回数を満たしている必要があ
る。
　その内容も、単なる体験活動ではなく当該科
目の目標を十分に満たすことのできる内容と
する必要がある。
　また、学校設定教科の開設に当たっては安
易に開設することなく、学習指導要領上の教
科で対応できないかを十分に検討したうえで
開設すべきであり、開設する場合においても、
高等学校教育の目標及びその水準を確保し、
最低でも、１単位当たり１回以上の添削指導及
び面接指導の回数を設定する必要がある。

実際に行われている添削指導の状況を点検する
ことにより、添削コメントなどが適切に行われてい
ること、記述問題などの考えさせる課題などを確
認することができた。
今後は、観点別評価等を踏まえた添削指導の在
り方を検討してほしい。適

適

適

適

十分な面接指導時間が確保されており、また面
接指導も少人数で行わるなど、生徒一人一人に
対応できる体制で実施しており、その取り組みが
高い単位取得率につながっているものと評価で
きる。
見学した面接指導においても、生徒は積極的に
取り組み、発言している様子を見ることができた。
特に、グループで協議し、まとめ、発表するとい
う、思考力、表現力、協働力、などを意識した面
接指導つくりは評価したい。
今後は、観点別評価踏まえた指導と評価を一体
化させた面接指導を研究してほしい。

年間行事計画、試験問題を通して、適切な時期
に適切な内容で実施されていることが確認でき
た。

教育課程上のすべての科目で年間指導計画等
が作成されておりその内容も学習指導要領等を
踏まえて適切に作成されている。
また、面接指導時間数、添削指導回数も適切で
ある。



　多様な生徒が在学する通信制高等学校に
おいて、生徒の社会的・職業的自立に向けた
支援を行うことは極めて重要である。
　そのためには支援体制を整え、組織的です
べての生徒に適切で公平な指導・支援を行う
必要がある。

３　生徒支援

3-3
進路支援

特別支援教諭の資格取得を学校として推進して
おり、校長をはじめとしてほぼすべての教員が取
得している。
特に、資格取得に対して全額補助を学校として
実施していることは高く評価できる。

　総合的な探求の時間は、高等学校の学習指
導として他の教科・科目と同様に重要な活動
であることから、連携施設の独自な活動や連
携施設において連携施設の職員が行うことの
ないように、実施校校長の管理のもと、実施校
教員が適切に行う必要がある。
　内容においても、年間指導計画を作成し、そ
のもとに、学習指導要領の規定を踏まえ、探
究的活動を含んだ観察。発表や討論を積極
的に取り入れる必要がある。
　このため、１単位当たり１回以上の添削指導
及び面接指導の回数を設定する必要がある。

2-6
総合的な探究

の時間

3-1
学習支援

　通信制高校には、不登校経験者や中途退
学者、新たな教育的ニーズを有する生徒、ま
た特別の配慮を必要とする生徒等が多数在
籍している。
　このため、多様な課題を抱える生徒への支
援体制の構築は通信制高校において喫緊の
課題であり、学校として専門機関等と連携した
組織的な支援体制を構築する必要がある。

3-2
生徒支援

適

適

適

　特別活動は、生徒の人格形成を図る上で重
要な役割を果たす。
　従って、ホームルーム活動、生徒会活動、学
校行事等を充実させることが必要である。

2-7
特別活動

　履修未登録生徒への働きかけや習熟度別
指導などによる学習支援は、生徒の学業継続
と進路希望の実現に向けて重要であり、学校
として生徒一人一人の教育ニーズに対応でき
る支援体制を構築し組織的に取り組む必要が
ある。

適

適

自立に向けた教科活動などを実施しており、卒
業後の自立支援に力を入れている。
今後は、キャリアカウンセラーなどとの連携がで
きるとなおよい。

年間行事計画、面接指導時間割、担当教諭一
覧などにより、実施校校長の管理者もとに適切に
実施されていることが確認できた。
今後は、通信制の課程において、課題設定　→
探究活動　→　発表、という総合的な探究の時間
が持つ３つの要素をさらに充実させた総合的な
探求の時間の追求を期待したい。
また、面接指導時間、添削指導回数も適切に設
定されている。

年間行事計画等により文化祭をはじめとした学
校行事など特別活動に係る行事が適切に実施
されていることが確認できた。特に、文化祭の準
備などにおいて生徒が主体的に活動できるよう
工夫されていることは評価したい。

40人以下の少人数に対して教員１名＋支援員１
名で臨むなど、面接指導時を含めて学習活動へ
の支援体制は整っており、高い単位取得率を生
み出す要因となっている。


	2021年度八洲学園高等学校第三者評価
	八洲観点別評価
	評価報告


