
令和４年度 ルネサンス豊田高等学校の評価について 

１ 趣旨 
ルネサンス豊田高等学校は、株式会社が設置・運営する広域通信制の高等
学校で、構造改革特別区域法及び学校教育法に基づき豊田市が認可し、平成
２３年１０月１日に開校しました。開校後は、構造改革特別区域法第１２条
第５項及び第６項の規定に基づき、豊田市が毎年度学校の教育状況などにつ
いて評価を行い、その内容を公表することにより、学校の透明性を確保する
とともに、学校の教育の質の向上を図るものです。 

２ 豊田市教育特区学校審議会委員からの意見聴取 
  評価に当たり、令和５年２月１０日に豊田市教育特区学校審議会を開催し、
委員の皆様より様々な立場から御意見をいただきました。 

委 員 氏 名※ 所属団体等 
佐藤 洋一 教育に関する学識経験者（名古屋学芸大学） 
寺田 靖子 会計に関する学識経験者（寺田靖子税理士事務所）
三村 光良 地域代表（藤沢自治区代表） 
宮川 隆広 学校関係者（杜若高等学校） 
宮本 伸一 学校関係者（石野中学校） 
吉田 則美 地域代表（松嶺・押沢自治区代表） 

※審議会当日出席者。並びは氏名の五十音順（敬称略） 

（参考）構造改革特別区域法 第１２条 

第５項 

第１項の認定を受けた地方公共団体（以下この条において「認定地

方公共団体」という。）は、学校設置会社の設置する学校（大学及び

高等専門学校を除く。）の教育、組織及び運営並びに施設及び設備

の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。 

第６項 

前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その

結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。 



令和４年度　ルネサンス豊田高等学校の学校評価結果

分類 評価における観点 令和４年度評価結果

①学習指導要領の対応状
況

教育課程は学習指導要領に沿っ
ており、その編成・実施の考え
方について、教職員間で共有が
できているか。

②教育目標
生徒の学力・体調面など、個々
の状況に応じた支援・指導を
行っているか。

①組織運営

本部及び本校の校務分掌や主任
体制などが適切に機能するな
ど、学校の運営・責任体制が整
備されているか。

②教員・教科間連携状況
教職員間の相互理解がなされ、
共有及び信頼関係が構築され、
教育活動が行われているか。

③学校の連携状況
教職員間の相互理解がなされ、
共有及び信頼関係が構築され、
教育活動が行われているか。

④会議の有効性

職員会議・スクーリング会議な
どの共通認識・共通理解のも
と、有効かつ効率的に機能して
いるか。

①学校設置会社の役員及
び株式の状況

学校設置会社の役員及び株式の
状況が決算短信に記載されてい
る。その状況は学校を運営する
にあたり適切なものであるか。

②学校経営に必要な財務
等の状況

学校に必要な財務等の状況が決
算短信に記載されている。その
状況は学校を運営するにあたり
適切なものであるか。

③高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金に係る事
務を適切に執行しているか。
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（３）財務関係

　評価項目については、下表のとおり、４つの分類（１学校運営、２教育内容・支援、３生徒・進路・保
健指導、４その他）において、３１項目を設定しました。
　評価結果は、以下のとおりです。

（１）教育課程

【評価できる点】
・グループ校の教科担当者が
新学習指導要領の理解を深め
ながら内容を精査し、実施し
ている。

【今後に向けた意見】
・個別最適な学びと協働的な
学びの一体的な充実を通じた
「主体的・対話的で深い学
び」を実現するため、学修者
本位の教育、探究の視点等、
中心となる視点を決めて研修
を実施する必要がある。

評価項目

【評価できる点】
・SNSの活用により、リアルタ
イムでの生徒への対応状況を
教職員間で共有し、教職員組
織として対応することができ
ている。
・週に1回、4拠点をオンライ
ンで繋ぎ、各部署と情報を共
有しながら、生徒に対応して
いる。

【今後に向けた意見】
・生徒数の増加や高等学校通
信教育規程の一部改正に伴
い、教員の適性配置・増員を
行う必要がある。
・教育の質を維持・向上する
ため、魅力ある職場と分かる
ような教員研修・育成体制や
アプローチ等、工夫する必要
がある。

【評価できる点】
・学校設置会社の経営統合に
より、株式や財務等の経営状
況は安定している。
・高等学校就学支援金に係る
事務は適切に実施されてい
る。

【今後に向けた意見】
・学校運営に係る財務等の状
況をより正確に把握するた
め、豊田校単体の財務諸表を
提示することを望む。

（２）教職員連携



分類 評価における観点 令和４年度評価結果評価項目

①面接指導等を実施する
施設及び設備

面接指導等を実施した施設・設
備が教育上、適切であるか。施
設は学則に記載しているか。

②学習等支援施設

学習支援施設では学習面、生活
面、進路面の支援を行う上で、
適切であるか。施設は学則に記
載しているか。

①役割分担
事故・事件・災害などに対する
連携及び役割分担が明確になっ
ているか。

②安全管理
学校内の安全点検管理及び諸活
動が実施されているか。

③危機管理対応状況

危機管理マニュアルに基づき、
市役所、警察、消防と連携する
など、安全対策がとれている
か。

④個人情報管理
生徒情報管理が適切に行われて
いるか。

①スクーリング参加状況
年間スクーリング計画に基づい
た参加促進を行っているか。

②スクーリング内容
（面接授業）

各科目担当者が創意工夫を行
い、生徒が主体的に参加でき、
理解を深められる授業を展開し
ているか。

③レポート内容・添削

レポートが学習成果につながる
内容になっているか。インター
ネットを活用した添削結果の
フィードバックをできる限り画
一とせず、学習成果を高められ
るよう取り組めているか。

（１）面接指導・
添削指導等

（５）危機管理
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【今後に向けた意見】
・面接指導について、生徒が
より主体的に参加できる授業
構成となるよう工夫する必要
がある。
・添削指導・試験等では択一
式や短答式の問題だけでなく
「思考力・判断力・表現力
等」の活用・統合する能力を
評価できるよう、文章で解答
する記述式を多く取り入れる
必要がある。
・添削指導が画一的であるた
め、生徒の学びが深まるコメ
ントができるよう、添削する
教員の業務分担の見直しが必
要である。

【評価できる点】
・面接指導等は、教育特区内
で適切に行われている。
・面接指導等実施施設では、
本校の教職員による生徒指
導、進路指導等が適切に行わ
れている。

【今後に向けた意見】
・生徒数増加への対応として
施設を増設する場合には、学
校設置会社と豊田市が連携
し、施設の確保や管理運営を
適切に行う必要がある。

【評価できる点】
・関係各所との連携体制が的
確にできている。
・個人情報の管理について
は、個人情報保護研修、Ｅ
ラーニングを実施することに
より意識の向上が図られる
等、適切に行われている。

【今後に向けた意見】
・災害時の避難訓練について
は、生徒全員が参加できない
状況であっても、生命に関わ
る重要性を考慮し計画的・組
織的に実施を工夫する必要が
ある。特に、各教室への避難
経路図の設置を検討する必要
がある。
・SNSやインターネットの使用
モラル（判断力）、活用方法
等について、引き続き生徒へ
の指導を継続するよう望む。
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（４）施設・設備



分類 評価における観点 令和４年度評価結果評価項目

①ネット回線の有効活用

生徒対象の「ルネ高マイペー
ジ」保護者対象の「保護者マイ
ページ」やSNSでのタイムリー
な情報提供を行っているか。

②個人に対する効果的な
情報提供

上記「ルネ高マイページ」や
「進路公式LINE」にて、生徒及
び保護者が学習進捗の確認や進
路情報が得やすくなっている
か。

①情報能力知識
各種活用能力の知識を向上させ
られるよう取り組んでいるか。

②情報モラル指導
情報発信・公開に伴う責任など
情報モラルの教育に取り組んで
いるか。

①指導方針の一貫性

指導方針に従い、生徒及び保護
者の学校満足度（進級卒業・進
路決定など）を高められている
か。

②教員の共通認識と研修

生徒が安全に活動できるよう共
通認識にて運営されているか。
また、生徒の実態に応じたテー
マについて、計画的な研修を実
施しているか。

③家庭との連携状況
計画的かつタイムリーな連携を
とり、充実した学校生活が送れ
るよう支援しているか。

④いじめ等の問題行動の
未然防止

すべての生徒が安心した学校生
活を送れるよう、基本方針に基
づき、いじめ対策委員会を設置
し適切に運営されているか。

（２）進路指導 ①キャリア教育について

キャリア教育（進路指導）に取
り組む体制が整備され、生徒の
自立に向けた取組が実践されて
いるか。

【評価できる点】
・「とよた多世代参加支援プ
ロジェクト」を活用し、ボラ
ンティア参加の仕組みを整え
ている。大人と接することや
誰かの役に立つことは貴重な
経験である。

（３）保健指導
①健康の保持増進につい
て

心身ともに健康であるための支
援（定期連絡やスクーリング時
における生活習慣の見直し）が
実施されているか。

【今後に向けた意見】
・健康診断の診断結果を通知
し、当該生徒の健康の保持増
進に役立てる必要がある。

（１）生徒指導

（３）情報教育

（２）情報発信２
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【評価できる点】
・養護教諭の複数配置、ス
クールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカーを活用
し、生徒や保護者の悩みに寄
り添った対応ができている。
・面接指導では、チーム
ティーチング体制をとり、教
員から積極的に生徒に話しか
ける等の関わりを持ち、いじ
めやトラブルの未然防止に努
めている。

【今後に向けた意見】
・特別な支援を必要とする多
様な生徒が増加しているの
で、適切な対応のためにス
クールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカーのさら
なる増員を望む。

【評価できる点】
・「マイページ」やアプリの
活用により、生徒の履修状況
等を本人及び保護者が確認で
きている。
・進路公式LINEを用いて進路情
報の提供をタイムリーに行う
ことができている。また、直
接進路担当に質問できるツー
ルとして活用できる。

【評価できる点】
・教員がSNSを学校アカウント
で運用しており、不適切な内
容があった生徒へ指導・説諭
を行っている。
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分類 評価における観点 令和４年度評価結果評価項目

教職員の資質向上を図るため、
計画的な研修を実施している
か。

【評価できる点】
・計画的な研修により、教職
員の資質向上を図っている。

【今後に向けた意見】
・全日制高校等への視察な
ど、他校との連携・協力によ
る教職員の資質・能力向上を
図る必要がある。

「学校運営点検調査」、「豊田
市教育特区学校審議会」ほか学
校関係者による評価、それぞれ
の立場・視点から意見を出し合
うことを通し、開かれた学校づ
くりが進められているか。

【今後に向けた意見】
・自己評価は学内運営委員会
だけではなく教職員全体を対
象としたアンケート調査を実
施するなど、より多面的・構
造的な評価することが重要で
ある。
・学校関係者評価は、学校運
営の客観性・透明性（質保
証）を高めるとともに、学
校・家庭・地域が学校の現状
と課題について共通理解を深
めるためにも、第三者評価を
実施する必要がある。

姉妹校・他校や自治地区・地域
の組織と交流をもち、情報交換
等を行い、学校全体の教育力を
高められるよう努めているか。

【今後に向けた意見】
・生徒の多様な学びのために
も地域住民との交流を行い、
開かれた学校づくりに努める
必要がある。

　（１）教職員研修

　（３）他校及び関係機関との連携

　（２）学校関係者評価
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