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令和１年度事業経過報告 

  

Ⅰ 令和１年度豊野高等専修学校運営の反省 

１ 教育課程について 

（１）生活総合学科 

  ①週５日制６時間日課 

   ・専門科目は火、木、金に、月曜日は体育。 

   ・水曜日の午後は、隔週で職員会。ただし、専門課程の授業の関係で開始時刻を遅

らせてその間の時間を係活動、学年会など有効利用。職員会以外の週は、職員研

修等に利用。 

   ・部活動は木、金の６校時が原則だが、本年度より施設利用、複数部活希望者の関

係でそれ以外の日でも実施。 

  〈課題〉 

   ◇１０月の台風１９号により体育会場（豊野体育館）が被災し、以後使用不可。 

    ・スケート教室、体育祭等で残る時間を確保。 

    ・令和２年度は水内荘の体育館を借り実施。豊野体育館は令和２年１１月～１２

月頃から使用可の予定。 

  ②専門コース 

   ・生活服飾コース ※１年生より３年時の介護職員初任者研修コースの選択可 

   ・生活情報コース ※３年時の介護職員初任者研修コースの選択可 

   ・生活美術コース ※３年時の介護職員初任者研修コースの選択可 

   ・介護職員初任者研修コース（３年時） 

    ※令和２年度より「介護職員実務者研修」コース創設（３年間・６名） 

  〈課題〉 

  ◇文部科学省の委託事業で以下の充実を図る → 「出口」の可視化 

   ・四つのコースにかかわる企業とのネットワークづくりと教育課程の充実 

   ・長期インターンシップの実施とその改善策の策定 

（２）連携コース① 

  〇本校の生活総合コースが中心の学習の技能連携 

   ・本校とさくら国際の両方の卒業が可能 

   ・技能連携②との移動をこれまでの年度毎から学期ごとの変更し、柔軟に対応。 

 〈課題〉 

  ◇さくら国際との成績処理の時間的な制約 

   ・年間行事計画で成績処理のできるような日程を組む 

（３）連携コース② 

  〇さくら国際のレポート中心の学習と体育、専門コース（さくら国際の単位認定） 

   ・２校時からの登校など、自分のペースで学習できる良さ 

   ・技能連携①との移動をこれまでの年度毎から学期ごとの変更し、柔軟に対応 

 〈課題〉 

  ◇人数の変動に対応した学級編制のよりよい在り方 

   ・人数の変動が大きい学級の学級編制の在り方についてより良い改善を考える。 

（４）専門課程 
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  〇服飾系分野（服飾造形コース・和裁コース）の専門課程２年目 

   ・５名の内３名卒業（２名は年度途中より休学） 

   ・２年度の入学予定者１名 

  〇情報系分野（CADエキスパートコース・映像エキスパート―ス）の初年度 

   ・１名の入学者があり、進級。 

   ・令和２年度の入学予定者６名 

 〈課題〉 

  ◇入学者をさらに増加させる努力、改善が必要。 

   ・高等課程の生徒に魅力的に映る専門課程の改善 

   ・学習内容の充実と可視化の推進 

   ・オープンキャンパスの内容充実と広報活動 

  ◇「出口」の確保とそのためのネットワークづくり 

   ・企業との連携の強化と拡大（長期インターンシップ・企業の人による授業の拡大） 

   ・大学への編入学の実績づくり（可視化） 

（５）過年度生について 

  〇過年度生２名※内１名休学へ（来年度１名増予定） 

  〇休学生５名 ※年度当初意思確認済み 

 〈課題〉 

  ◇過年度生への関わりを深める 

   ・本校カウンセラーや関係機関等との支援会議も必要 

 

２ 校務分掌等について 

（１）委員会など 

〇行事 情報・視聴覚・ＨＰ 防災・安全 健康教育 研究・研修 生徒指導 進路

指導・インターンシップ 生徒理解・不登校対応 環境教育 交流・ボランティア 

福利・厚生 庶務・会計 教育相談 人権教育 教科書 教育相談 人権教育 

〇技能連携（さくら国際との連携） 

 ・発信力と即時性、分かり易さ等を重視したＨＰの改善を実施。（文科省事業） 

 ・台風１９号による被災者等にかかわるボランティア活動が生徒の提案から実践化

でき、現在でも続いている。 

 ・月一回教育相談担当者や関係者がミーティングを実施した。 

 ・年度途中に「教務会」に「校内教育支援」の分掌内容を移行した。 

 〈課題〉 

  ◇先生方の創造的なアイディア、主体性、意欲を大切にした委員会活動をより充実さ

せる必要がある。 

   ・上意下達的な運営から、ディスカッションを大切にしたボトムアップ的な意思決

定を重視した運営を目指す。 

   ・文部科学省委託事業を活用してつくり上げたネットワークを最大限活用する。 

   ・校長面接（年２回）の活用による職員の意思、希望等の丁寧な把握と適材適所の

校務分掌 

（２）教科会 

  〇国語 社会 数学 理科 外国語 保健体育 芸術 家庭 専門情報 専門服飾 
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専門美術 専門介護 特別活動 キャリア 

   ・授業改善を目的とした「一人一公開」の実施 

   ・「校長だより」等で授業改善にかかわる発信 

   ・授業研修希望者への研修派遣の実施 

 〈課題〉 

  ◇「魅力ある授業づくり」とそのための一層の「授業改善」が必要 

   ・一人一公開授業による互いに見合う授業の実践 

   ・生徒による「授業評価」の内容の改善によって、授業の見返しの充実 

   ・授業研究会の実施 

（３）特別委員会 

  〇学校自己評価 学校保健・学校安全衛生 校内教育支援 生徒募集 寄付部会 

   新生病院 文科省事業部会 

   ・学校評価については分析、考察、改善策がコロナ対応のため遅れた。 

   ・校内教育支援委員会は、メンバーが同じだったため年度途中で教務会と統合。 

   ・生徒募集については、「支援基礎票」の記入依頼、「中学校からのスムースな移

行のための連絡会」など実効の上がる活動が実施でき、年度末までに「支援基礎

票」を基に全入学者の支援会議を実施できた。 

   ・中学校からの「支援基礎票」に本校の指導経過等を記入する本校の「支援基礎票」

の着実な推進と作成に作成。 

 〈課題〉 

  ◇学校自己評価の評価項目等が改善に直接つながる評価内容の検討 

   ・例えば、前述した生徒による「授業評価」の評価内容を改善に生きるように再検

討する、など。 

（４）その他 

〇生徒会・予算委員会・教務会・ＰＴＡ・同窓会 

 ・「いばら祭」には、外部業者にも出店してもらい好評で二日間で５００名を超え

る参会者があった。 

 ・年度途中で教務会に校内教育支援委員会を統合。 

  〈課題〉 

   ◇校務分掌が細分化されすぎて、職員の負担等が増している。 

    ・校務分掌の組織図を再検討する必要あり。 

   ◇同窓会の一層の活性化 

    ・同窓会会員の経験を生かす取り組みの企画、実践（会員による講演、授業等） 

 

Ⅱ 令和１年度豊野高等専修学校 学校経営の立場から 

２．学校経営の立場から 

（１）文部科学省委託事業｢専修学校による地域産業中核的人材養成事業｣（学びのセーフ 

 ティネット機能の充実強化）「高等専修学校生の社会的自立を支援する地域社会と連携 

 したネットワークシステムの構築」がまとめの３年目をむかえた。 

 須坂市との連携協定に市川校長が調印し、須坂市との具体的な連携計画を有意義なもの

になるようにすすめていきたい。 

 (２)専門課程の充実に取り組む 
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  『高等教育の修学支援新制度の対象校』今年度４月から実施 

在校生も対象となる。 

  ①平成 30 年度は専門課程への入学者は「ファッション造形コース」に 2 名。「きもの 

  コース」に 3 名の入学者があった。31 年度の入学予定者は服飾コース 0 名、新た  

  に立ち上げた情報コースで 1 名という結果である。本校高等課程から専門課程への 

  進学者を増やす必要がある。そのためには、魅力ある専門課程の教育が必要不可欠 

  である。高等課程と専門課程をもつ本校の特色を生かす今後の方向について十分な 

  検討を行う必要がある。 

  ②令和１年度に県より本校専門課程に新たに「文化・教養分野 『文化創造学科』」 

  の新設が認可された。これにより、今までの「服飾・和裁コース」と「情報コース『CAD 

  エキスパートコース』『映像・画像エキスパートコース』」を立ち上げることができ、 

  新入学生は情報６名、服飾１名、となり２年次生２名と合わせ８名が在籍している。 

  (休学生 ２学年に１名) 計９名在籍となった。 

   ③今年度からＡＯ入試を採用したい。本校の特色ある専門課程のコース内容に興味の

ある生徒を積極的に受け入れたい。 

  ④高等学校等への積極的な働きかけ。(通信制・私立高等学校・公立高等学校・特別支

援学校高等部)  

  広報担当者と連携し、早期に、インパクトのある学校紹介を行いたい。 

⑤今年度は関東圏の専門学校・大学への進学希望者は少なくなると予想できる。本

校入学者を増やすタイミングである。 

 (３)介護コースの充実 

①介護実務者研修施設としての申請を昨年度県に行い、令和２年４月から、本校生徒

対象の実務者研修を開始した。 

②リカレント教育の一環として、「社会人を対象とした実務者研修コース」を設置し、

１２名の受講者により、現在通信教育として実施している。県の介護者養成補助金を

有効に利用して、社会人のキャリアアップの施設として充実をはかりたい。その後の

介護施設等との連携において、｢介護福祉士｣養成まで視野に入れ、推進したい。 

地域にある｢泉平ハイツ｣｢賛育会病院系列高齢者施設｣｢水内荘系列高齢者施設｣｢グル

ープホーム｣等と連携をとり、実践力をつけた介護士の育成を行いたい。 

 

 (４)生徒募集のあり方 

 ①専門課程について 

 〇本校高等課程から専門課程への受け入れを積極的に勧める。 

 〇本校専門コースの特色の周知をはかる。 

 〇高等学校への本校の周知・徹底をはかる。（訪問） 

専門課程への本校以外からの学生の受け入れ。 

本校の３年生に対して、さらに積極的に本校専門課程の魅力を発信する必要がある。 

 〇情報コースの関係者から高額な寄附金をいただいた。情報コースは今年度は設備充実 

  の年と考え、予算配分においても配慮したい。 
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  ②高等課程について 

 〇本年度４８名の入学者があったが、南宮中、小布施中の１４名を除いて考えると、 

３４名の生徒数となり、決して多いとは言えない。長野市の大規模校等への働きかけ

がまだまだ、不十分であり、不登校の保護者会等への参加も丁寧に実施したい。複数

回中学校への働きかけを行い、十分に本校の特色を知ってもらうことが必要である。 

 〇中学校への積極的な働きかけの必要性。（訪問） 

  個別相談の早期からの取り組みと、継続した相談による本校進学の意思確認を行う必 

  要性。他の広域通信校、他の私立の募集のあり方も要検討。 

  〇高等学校からの中途退学者の受入。今年度から入学金を免除とした。 

 〇長野市内の高校へ進学し、中途退学する生徒が多くいる現状から、長野東部地区、篠

ノ井地区、更埴地区の中学校や昼間教室への本校紹介を出向いて行う。 

 〇通信制に進学する生徒の進路選択の基準を精査し、本校に入学するような配慮が必要。 

  〇令和２年度も優先入学を中心に生徒募集を行う。 

 

(４)不登校生及び不適応をかかえている生徒に対する指導。 

 ①次世代サポート課の「困難を有する子ども自立支援」を継続して取り組む。 

 ②研修会の設定により、教師の力量の向上をはかる。場面緘黙の生徒への専門家のかか

わりは大変に有効であった。(長野大学 高木潤野准教授) 

 

(５)進路指導について 

  ①高校での進路指導経験の豊かな教員を配置し、進路指導の充実をはかる。 

 ②指定校推薦や推薦の枠を広げられるよう、大学等へ積極的にはたらきかける。 

  ③採用企業の開拓と企業と連携した教育活動のあり方の検討。 

  ④「応援企業」をつのり、インターンシップ及び就職活動に繫がる取り組みを行う。 

  ⑤文部科学省委託事業を利用して、｢地域ネットワークシステム｣を充実させ、就労に関 

 する専門的知識と実績をもつ職員を配置し、企業・団体・行政とのつながりを深める 

 中で、生徒にとって｢出口の可視化｣と｢卒業後の支援態勢の充実｣をはかる。 

 ◆ 文科省委託事業３年目 長期インターンシップに重点をおいた成果をあげること

を目標にする。 

(６)地域との協働活動 

  ①豊野駅に関わる活動を広げる。 

○豊野駅構内(待合室)における美術コース生徒の作品の展示。(駅長様に感謝) 

○豊野駅美化活動。(生徒会) 

○花のプランターの設置と世話。(生徒会) 

 ②無理のない範囲で地域との協働活動を進める。地域｢農家｣との交流及び働き手として 

  の体験学習を進める。 

 ③農業体験から｢コーオプ教育｣につなげる指導をすすめる。 

 

(７)学校環境整備について 

 ①貴重な第二校舎がまだ十分に活用されているとは言えない。第二校舎の積極的な活用

をすすめる。 

  ・Ｂ組生徒の教室として。 
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  ・介護実務者研修の教室・実習室として。 

  ・Ａクラスの授業も計画的に第二校舎で実施。(コロナウィルス渦の現在、三密を避け

る意味でも、是非とも実施の方向で)それなり設備を整える必要もある。 

   ②環境整備 

 〇最近の夏場の猛暑を考慮して、第 2 校舎(Ｂ組教室)へのエアコンの設置を行った。 

 〇さらに、講堂にも大型エアコンの設置を考えたい。 

 〇専門課程、及び生徒数増に向けての、教室が必要となったため、｢理事長住宅｣の教室 

  への改修をすすめた。 

  １２月から１階から３階まで全面使用。 

・２階部分は学園事務室。先生方研究室・相談室。 

③管理棟・駐車場校舎の建設 

   耐震構造が優れ、防火効果も高い工法により、全館ログ形式の校舎建築をすすめ

ている。 

   ・駐車場校舎(２階建て)６月末完成予定(延べ床面積 99.36㎡) 

   ・管理棟校舎(２階建て)７月より工事着工(延べ床面積 471.61㎡) 

              ２月末完成予定→卒業式を行う 

(８)生涯学習の実施 

  〇県専各連、長野市専各連主催の｢生涯学習講座｣の開設。 

 〇｢地域の方からの要望｣も参考に、より要望のあるものについて実施していく。 

 

(９)寄付控除の周知と呼びかけ 

  〇特定公益増進法人として認可  平成２６年９月１日認可 

  〇税額控除法人として認可    平成２８年１０月３日認可 

          平成２８年１０月３日から平成３３年１０月２日まで  ５年間 

※10000 円の寄附があった場合、寄附をされた方の税額が控除対象となる。 

控除額算出例  (10000 円－2000 円)×０．４＝控除額 

※非常に控除額が高く設定されている。 

  〇寄附行為への積極的取り組みのために｢寄付部会｣を立ち上げた。 

  ・６月より情報発信を行う。 

(10)自己評価の実施、関係者評価委員会の設置 

  〇｢学校関係者評価委員会｣実施。ホームページへの掲載。 

  ○学校関係者評価委員会からの発信が本校への信頼度を高めることとなる。 

（11）その他 

  ① アイソレーションガウンのボランティアによる製作。 

   小松重機工業が中心となり、費用を出して、コロナウィルス対応の医療従事者向け 

   のアイソレーションガウンの製作を服飾系の先生を中心にすすめていただいてい 

   る。生徒でも係わりたい生徒がいれば、支援をお願いしたい。アイソレーションガ 

   ウンは今でも全く足りておらず、大きな社会貢献となる。水害に対する本校のボラ 

   ンティア活動を評価いただき、今回の活動に繋がった。服飾系の先生方には大変な 

   負担となるが宜しくお願いしたい。生徒への呼びかけも、担当者を通してすすめる。 

② 補習授業受講生徒・学生に対して経費を徴収しすすめている。 

  保護者からのクレームもなく、効果がででいる。 
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(１時間 ５００円) 

 ② 各種証明書発行における費用の設定について。（平成３１年度より実施） 

   ア 在学証明書   ２００円 

イ 調査書       ５００円 

ウ 卒業証明書   ５００円 

エ 成績証明書   ６００円 

オ その他（学校の在籍に関わる書類等）在籍期間証明書等 ６００円 

   

 


