
1.学校基本データ 2016 年度 

 

【学校名】東海大学付属望星高等学校（通信制） 

 

【所在地】東京都渋谷区富ヶ谷２－１０－１（〒１５１－００６３） 

     ＴＥＬ０３－３４６７－８１１１ 

     ＦＡＸ０３－３４６７－８１１４ 

 

【創  設】１９５９年３月開設（東海大学付属高等学校通信部として） 

     １９６３年４月独立（東海大学付属望星高等学校として） 

 

【理事長】松 前 義 昭（マツマエ ヨシアキ） 

 

 

【校 長】永 井 成 昌（ナガイ ヨシアキ） 

 

 

【課 程】通信制・普通科 

 

 

【生徒数・クラス数】 合計１５５４名・６１            

年次 ＡＷ Ｕ 技能教育７施設 

１年次 

２年次 

３年次以上 

１０３ (４０)・４ 

９０ (４４)・４ 

１８３ (７０)・６ 

――――――― 

１２５(４３)・３ 

１１３(４１)・３ 

３４９(２４３)・１４ 

２８３(２００)・１３ 

３０８(２２０)・１４ 

計  ３７６(１５４)・１４ ２３８(８４)・６ ９４０(６６３)・４１ 

 ２０１６．５．１現在 

 

 ※その他科目履修生等クラス設定有 

 

【教職員数】 

校長    １ 

校長代理  １ 

教頭    １ 

教頭代理  １ 

専任教諭 ２９ 

特任教諭  １ 

講師   １９（東京地区技能教育３施設含、※技能教育７施設含２９） 

事務長   １ 

事務職員  ５ 

 

【卒業者数】 卒業生数 ＡＷ・Ｕ２００人、（技能連携２９７人） 

（２０１６年度末累積 ３１,９０４人） 

【進路状況】〈ＡＷ・Ｕ〉 

東海大学６２人、他大学４２人、短大５人、専門学校１８人、就職他０人、 

（２０１５） 

 

 

 



2.教育方針 

 

・ 人間性を重んじ、生徒の個性を伸ばして心豊かな人材を育成する。 

 ・ 基礎基本の徹底と学びの楽しみを通して、知的好奇心の高揚をはかる。 

 ・ 自ら考える態度と正しい判断力を養い、モラルと社会性を身につけた人材を育成する。 

 

3.本校の 2017年度運営方針 
 

１９５９年ＦＭ東海実験局からの教育番組放送に始まり、１９６３年４月、付属高等学校通信教育部から、付属

望星高等学校と名称を変えてから、ＦＭ東京、衛星放送、インターネット放送と時代の流れやメディアの進化とと

もに配信のスタイルも変化してきている。この半世紀、存続にかかわるような多くの困難に直面しながらも、東海

大学の「建学の精神」に基づく本校の設立理念を守りつつ、柔軟な教育体制・教育システムを構築しながら困難を克

服し、今日に至っている。 

良い教育を先駆的にすすめる本校以外の通信制高校の状況は、残念ながら、株式会社立の通信制高校の乱立や暴

利をむさぼるサポート校の存在、無法な勧誘を行い社会問題化するなどの状況により、通信高校自体の信頼を損ね

る状況となっている。文部科学省からは、通信制高校に関する「ガイドライン」が出されている。本校教職員は、

通信制高校としての基本を大切にし、歴史ある本校の教育に責任と自負心を持って携わっていきたい。広域通信

制・単位制高等学校の先駆者としての自負と基本線を堅持しながら、今後も多くの困難に対し、教職員の英知を結

集し、乗りきっていかなければならない。 

さて、１９８９年には登校型のコース（平日教育）を開設したが、２０１６年度より募集を停止し、通信制高等学

校の未来を見据え、２０１６年度からコース制の大胆なリニューアルを行った。 

この改革では、これまでのコース制の内容を変更し、平日教育コースの募集は行わず、放送教育コースにこれま

での平日教育コースの特徴を持たせつつ、放送教育コースをベースとしながら「毎日の登校もできる」態勢をとり、

多様な学びができる環境を整えた教育体制へとリニューアルした。これにより、２０１６年度からの生徒募集は、

コース制を謳わずに「東海大学付属望星高等学校（通信制）」として行うこととなった。 

このことにより、通信制高等学校を目指す生徒のニーズや社会環境が多様化していることに対して、大学進学を

目的とした難度の高い教育指導から、基礎学力を養成する教育指導まで、幅広い層に適応した教育環境を提供して

いる。従来のスクーリング以外に、登校してレポート作成指導や進路指導等を受けることができるなど、大学付属

の望星高校にしかできない生徒・保護者の皆様一人ひとりの希望や夢に柔軟に応え、今まで以上に将来への夢を描

ける高校を目指す。 

私たちは、様々な目的や事情を抱えながらも本校に学びの場を求める人々に広く門戸を開き、学園の根底に流れ

る「愛」と「正義」の精神、「若き日に」ではじまる四つのことば（指針）を柱とする「建学の精神」を日常の教育

活動の中に取り込み、教育活動の実践に取り組んできた。今後も学園創設の原点・本校存在の意義を決して見失う

ことなく、教育活動に邁進していかなければならない。また、生徒自らが社会性・自主性・協調性を身につけ、自己

の夢や希望を抱くことのできる教育を展開すべく、「２０１７年度学校運営方針」を提示する。 

 

4．基本方針 

（１）「高校現代文明論」を中心とした教育の推進と定着 

東海大学がめざす教育の基本理念は「人と社会と自然が共生する新しい文明社会の構築」である。一貫教

育を推進する学園にあって、本校は広域通信制・単位制の特色を活かし、「高校現代文明論」をコアとして、

学習指導・生活指導・進路指導、課外活動、道徳教育のすべてを通して「自ら考え、自ら学ぶ」態度の育成を

図る。この目標達成に向けて私たちは、個々の生徒の人格形成や将来の夢の実現につながる教育を全教員で

積極的に推進する。 

（２）望星高校１・2 年次方針 

現在の放送教育コースを核とした、学校づくりが求められる。リニューアル 2 年目の具体 策に基づ

いた実践が必要不可欠である。 

・1 年次は、コース名を持たない。東海大学付属望星高等学校としての教育を展開する。ついては、



極力、放送教育コースという名称は用いない。 

・他の通信制が必要とするサポート校等の存在を必要としないのが特徴であるので、効果的に実現す

るためにスクーリング以外の対応を確実に実践する。 

   なお、高校通信教育講座の内容など、教育の核となることは、次の放送教育コースと共通の方針で

ある。 

（３）放送教育コース 3・4 年次方針 

2016 年度の平日教育コースの生徒募集停止に伴い、現在の放送教育コースを核とした、学校作りが求 

められる。リニューアルの具体策に基づいた実践が求められる。現在の通信教育講座の内容の更なる充

実を図るとともに、レポート添削、スクーリングなど教育活動のすべてを活かして、多様な課題を抱え

る生徒の成長に努める。合わせて、柔軟な教育システム・支援を通して、自らが目標を設定し、その達

成に向けた努力を継続して行う。２０１７年度には、大学受験により対応できる講座の拡充・精査を図

るとともに、基礎力不足の生徒への対応をも考えていかなければならない。 

 昨年度より、静岡新美容専門学校との新しい通信教育提携が始まる。新規の提携スタイルが成功す 

るよう慎重な対応を目指す。さらに、新たな通信教育提携の開拓にむけて、今年度は募集活動を行っ 

ていきたい。 

（４）平日教育コース 3・4 年次方針 

今年度は、3・4 年次の在籍となる。教員は卒業等十分な見通しを持って指導に当たることが重要にな

ってくる。そのためにも、年次会の更なる充実を図り、生徒の掌握・指導に努めるとともに、学習意欲

の高揚を図る。「わかる」「できる」ことを多くするとともに、学ぶ楽しさを通して自学自習・自考が出

来る生徒を育成すると共に、基本的生活習慣を身につけさせるよう、きめ細やかな指導を徹底する。ま

た、基礎学力の定着・向上に努め、東海大学への進学者へのしっかりとした対応、他大学等を含めた幅

広い進学指導をし、全体としての進学率アップを目指す。また全教員の協力体制を確立し、生徒の事故等

の未然防止活動を一致団結して展開する。 

（５）技能連携校方針 

本校在籍生徒の半数以上を占める連携校の教育活動を尊重するとともに、本校の担う教育の大きさ 

を踏まえ、より一層、生徒のみならず連携校の教職員との信頼関係の継続・充実に努める。生徒の基礎

学力の定着・向上を図る中で、専門科目の学習・技能習得を容易ならしめる指導にも心がけ、連携校と

の協力関係を深め、徹底した学習指導を実践する。 

本校の安定した経営・生徒数の確保のためにも、そして学園全体の発展のためにも、丁寧な対応を行い 

努力していきたい。また、各技能連携校から東海大学への付属推薦生の増加を推し進められるとよい。 

 

5．重点目標 
 

①生徒に対して、健全な学習環境を提供する中で、個に応じた学習指導・進路指導・生活指導等を行う。生

徒の学力向上はもとより、社会性・自主性・道徳心を育成し、基本的生活習慣を身につけ、法令順守、ル

ールやマナーを遵守する心を養う。本校に対する社会的評価が向上するようにしたい。 

②日常的な声かけとともに、面接・面談（生徒、保護者、三者）等を重要視し、生徒及び保護者との信頼関

係をより一層深める。また、教員独りで抱え込むことなく、上司や健康推進室との連携を密にし、様々な

事情を抱える生徒や「憩いの広場」を利用する生徒等の実態を十分把握し、適切な指導・支援を行う。 



③通信教育講座の担当者は、この講座が、本校の教育の柱であることを常に自覚 するとともに、学習内容

の理解度が高まる講座の制作に万全を期す。とくに本年度より、タブレット・スマホでの視聴も可能とな

り、いつでもどこでも、誰にでも見られる可能性があり、その内容については、各教科内で吟味して、配

信するよう努力されたい。 

④登校しての学習活動の基本である授業（スクーリング）の重要性を再確認するとともに、面接・面談等を

通して、生徒の目標設定に助言し学習意欲を喚起する。また、課題の提示などにより家庭学習の習慣化を

図り、継続した学習姿勢の確立を通して基礎学力の定着及び向上を実現する。学習の「集中」と「継続」、

そして「自信」は本校生にとって宝となるものである。生徒自らが、楽しく生き生きと自ら進んで学習に

取り組む力を育み、健やかでたくましい自立心の育成・伸長を図る。 

また、1 年次では、学習等のサポートとして、年間を通じて展開するので、生徒の知的好奇心を学習成果

に導く継続的な学習サポートについて、教科は、内容の充実や創意工夫に取り組み、担任や年次が、生徒

の学校生活を豊かにしていくための重要な位置づけとして積 極的に生徒が参加できるよう構築する。 

⑤「国語力（読み・書き・表現等）」（新学習指導要領）の強化を図るとともに、初等中等教育部作成委員会

編集の「教師のための『書き方指導の手引』」を有効に活用し、基礎学力の定着・向上につなげる学習指導

を実践する。その中で、生徒の学習意欲を喚起し、通信制教育の基本でもある「自学自習・自考」を促す

支援、指導を積極的に行い、学ぶ楽しみ、学ぶことでより良く変わったことを実感でき、将来の夢や希望

が実現可能なものとなるようきめ細かな指導を徹底する。合わせて、自己表現力の育成・伸長に一層努め

る。 

⑥クラス担任は、生徒の人格を認めた上で、生徒・保護者との緊密な信頼関係を築き、生徒のクラス・学校

への帰属意識をより一層高める努力を継続して行う。 

⑦クラス員の状況をつかみ、的確な指導をするためにも、授業のようすや休憩時のようすも巡視する。 

⑧基本的な生活習慣を身につけ、高校生・人としてのモラル・マナー向上につながる指導を徹底する。具体

的には、挨拶、マナー、遅刻・欠席、法・ルール、迷惑行為等についてであり、教員が範を示すとともに、

教員一人ひとりが責任を持って指導にあたる。見て見ぬ振りをしない（放任しない）、例外を認めない、と

いう原則で根気強く指導にあたる。 

⑨生徒への生活指導は、教職員全員の業務であることを認識して一致して指導に当たる。 

⑩学習指導・生活指導などの中心に、進路指導・キャリア教育があることを認識し、指導にあたる。通信制

高等学校におけるキャリア教育の導入について、具体的な検討を継続して行う。 

⑪付属校として、学園が推進する進学指導プログラムを積極的に活用するとともに、東海大学の学部・学科

の内容理解に努め、付属推薦を有効的に実施する。 

⑫生徒の進学意識を高めるためにも、早めの進路指導を行う。 

⑪多様な生徒が在籍する中で他大学・専門学校を含めた幅広い進学指導に努める。 

⑫生徒に対する進路指導の第一線は担任であるので、進路指導部の協力のもとに、責任をもって、進路業務

に当たる。 

⑬部及び同好会の顧問は、トラブル・事故等が起こらないよう細心の注意を払う。部員・会員を適正に把握・

管理し、生徒の安全面を第一に考えながら、活動の活性化と活動成果が得られるよう指導する。 

⑭生徒会活動に積極的に関わることによって、学習だけでは得られない人間性を身に付けさせたい。 

⑮学園オリンピック・付属高校生のためのヨーロッパ研修・ＳＨＩＰハワイ中期留学・松前重義記念基金小論



文等の学園行事等に関しては、今年度も生徒の積極的な参加を図りたい。そして、学校行事・課外活動・

総合的な学習の時間などには積極的に参加するよう指導し、その成果を集約して、生徒の個性や能力の発

見・伸長に努める。 

 

6．学校評価アンケート結果<技能連携を除く> 

 

 

7．学校自己評価－４段階評価－ <技能連携を除く> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野 重点目標 成果と課題 評価 改善点とこれから目指すこと 

学校運営 学校運営方針の重点

目標を実践する。 

 

成果を点検し、問題

点の改善・改革に努

める。 

・学校運営方針にある「個に応じた学習指導・進路指

導・生活指導等を行う」ことについて、多くの生徒・

保護者から理解を得ている。 

・ＡＷ（放送教育）コースおよびＵ（平日教育）コー

ス２年次以上、また新学習システムによるＡＷ１

年次において、付属高校としての教育また教育環

境について評価は高いが、様々な改善・改革が進ん

でいるので生徒・保護者への周知が十分とはいえ

ない。 

 

３.２ 

生徒 3.2 

保護者 3.2 

教職員 3.1 

「東海大学付属」として一貫教育を学

習指導・進路指導の柱とし、通信制・単

位制による学習・行事」を通して人間性

を高める教育を充実していく。 

また個々の生徒に応じた指導の充実の

ため、単位制のシステム、科目の開講や

質に、改善・改革を行い、内容について、

生徒・保護者に対してしっかり情報を

発信していく。 

学習指導 基礎学力の定着お

よび向上をはか

る。 

 

通信制教育の基本

である「自学自習・

自考」を促す支援、

指導を積極的に行

う。 

・生徒が自ら学び習い、自ら考える力が養って

いくことができるような授業（通信教育講座

や８０分面接指導等）の方法や内容の工夫を

行っており、概ね生徒・保護者からは理解を

得られている。 

・学力の向上は生徒・保護者から概ね好感を得

ている中で、課題への取り組みだけでなく、

自主的な学びを行うように働きかけていく

必要がある。 

 

２.８ 

生徒 2.8 

保護者 2.8 

教職員 2.9 

東海大学進学を学習指導の方針の

核として、基本的な知識の獲得と

ともに、生徒の興味や関心を大切

にしながら、それぞれの基礎学力

の定着をはかっていく。各教科で

授業（通信教育講座や８０分面接

指導等）改善・改革、および学習サ

ポートの具体的な取り組みを行っ

ていく。 

 



 

 

 

 

 

分野 重点目標 成果と課題 評価 改善点とこれから目指すこと 

年次・ 

クラス 

指導 

 

 

 

 

教員と生徒・保護

者および生徒間の

良好な信頼関係を

育む。 

 

・生徒・保護者の多くは、本校への帰属意識を

もち、教職員と生徒、生徒同士という人間関

係について、良好であると感じている。 

・生徒・保護者の多くは、教員や友人が相談に

応じられる環境にあると実感している。本校

では、悩みや問題等を抱える生徒にカウンセ

ラーや校医とも協力し指導を行っている。 

・多様な生徒が在籍する本校において、校内に

学校として相談しやすい関係を日頃の関わ

りの中で築いていく必要がある。 

 

３.２ 

生徒 3.1 

保護者 3.2 

教職員 3.3 

 

個に応じた学習・進路指導を展開しな

がらも、、ＨＲや希望者が集う学校行事

を通して様々な活動を行い、緩やかな

集団の一員としての自覚を育む。また

生徒の悩みや問題に早期に気づき、相

談や助言を行うことができるように、

教職員全体で対応し、相談員の配置な

ども進めていく。 

 

生活指導 基本的な生活習慣

を確立する。 

 

人としてのモラ

ル・マナーの向上

に努める。 

・礼儀や挨拶、服装・頭髪については、ＨＲや

授業をはじめ様々な場面で指導を行ってお

り、生徒・保護者の意識も高く評価も概ね良

好である。 

・様々な活動を通して、集団の中で、規範意識

や公共心を高めていく必要がある。一方で多

様な生徒の校内での居場所が求められてい

る。 

 

３.３ 

生徒 3.3 

保護者 3.3 

教職員 2.9 

多くの生徒たちは礼儀・挨拶など

の基本的なことを育み、服装や頭

髪等についても高校生として規範

意識がある。今後も生徒への声か

けを、教職員全体で行い、意識の向

上をはかっていく。 

個々の生徒が自立して過ごすこと

のできる「空間」づくりを行ってい

く。 

進路指導 進路指導の充実を

はかる。 

・単位制による履修科目の選択が適切に指導さ

れていると、生徒・保護者は概ね感じている。 

・多様な生徒の特性をふまえた進路相談・情報

提供についても概ね良好と感じている。 

・東海大学進学に向けて、１年次より進路指導

部と年次が連携して計画的に指導を行い、６

５名が東海大学に進学している。 

・入学前学習など東海大学に接続できるプログ

ラムを実施している中で、生徒の自己意識と

取り組みを高めていく必要がある。 

 

３.１ 

生徒 3.1 

保護者 3.2 

教職員 3.2 

学習指導・生活指導・進路指導など

の柱に、キャリア教育があること

を教職員は認識を深め、通信制に

おけるキャリア教育を展開してい

く。また東海大学との一貫教育の

強みを活かして、様々な活動を通

して考える力を養い、個々の生徒

がしっかりした将来設計をするこ

とができるようにサポートしてい

く。 

特別指導 校外活動・生徒会

活動・部活動に関

わることで人間性

を育む。 

・指定された登校日には、出席すべき日数は少

ないが、多くの生徒がスクーリング登校日の

学校生活にきちんと取り組めていた。 

・希望者が参加する校外行事や委員会や部活動

などを有効に利用していると、多くの生徒・

保護者は感じているので、通信制として限ら

れた登校日数条件の下でも生徒が意欲的に

活動できる場面を設定していくことが必要

である。 

 

２.９ 

生徒 2.8 

保護者 2.9 

教職員 3.3 

生徒自ら取り組むこと・自己達成

感・集団生活など、人間性を育む場

面となる校外学習活動や行事の改

善・改革を行っていく。 

 


