０９９−４４０５
北海道斜里郡清里町羽衣町３８番地
北海道清里高等学校
電話 0152 ‑25 ‑2310 FAX 0152‑ 25‑ 2207
http://www.kiyosato.hokkaido‑c.ed.jp/

今年度 から清里 神社の神輿 のコース

平均化 し︑定期 考査︵年４ 回︶まで
の授業 時数の不 均衡をなく す︒

が︑ 一部の保護 者には理 解されてい

先生 方の一生懸 命さは伝 わってくる

先生 方も協力し 合って学 校活動や行
事を 運営してい るようだ ︒

クラ スでは仲 良く楽しく 学校生活 を

良い ︒

部活 動はもう 少し活発で 充実する と

よう だ︒

が変わ り︑後半 に盛り上が り好評だ

少人 数で苦労 しているよ うだが︑ 少

人数 での対策 を模索する 必要があ る

と感 じる︒

学校 では生徒の 進路実現 に向けて十

進学 状況は概ね 満足して いる︒

ない ︒

学校 祭など地 域に溶け込 んだ活動 が
ある ︒

各種 検定対策 が充実して いる︒

ボラ ンティア 活動は概ね 活発だ︒

その他

分に 取り組まれ ている︒

学校 便りや町 広報で学校 の取り組 み

がわ かる︒

アン ケートの 結果を見る と概ね好 意

的な評 価で︑地 域の方々に 清里高校 の
教育活 動が理解 されている ことがわ か

しか し︑改善 すべき点は 謙虚に反 省

りまし た︒

し︑次 年度の教 育活動に生 かしたい と

思いま す︒

清里 高校に関 する全般的 なお問い 合

して いるようだ ︒

電話 ２５︱２ ３１０

北海 道清里高 等学校

わせは ︑

生徒 会の活動も 活発で充 実している

学校 行事は生徒 にとって 楽しく充実

学校行事・ク ラス活動

見え ない︒

取り 組みが単な る行事の 消化にしか

され ていない︒

大変 良い取り組 みではあ るが︑生か

わか らない︒

卒業 後の進路選 択に役立 っているか

は良 くも悪くも ない︒

受入 事業所や地 域の方々 からの評価

職場体験学習

学校 の取り組み に感謝し ている︒

就職 状況は悪く ないが良 いともいえ

提供 されている ︒

進路 に関する情 報が保護 者にも十分

進路相談

送っ ているよ うだ︒

れも高 校に対す るそのよう な協力が

列車通 学生に石 井整骨院が 待合室を
開放し たことを 記事で見て ︑われわ

ない と思われる ︒

vol.5

った︒

私たちに一番身近な
﹁清里高校﹂
です
月に清里高 校の学校 評議員会

清里 高校の 教育 活動 を
学校 評議員 が評 価
昨年
が行われ ︑清里高校 の教育活 動を基本
に話し合 われました ので︑主 な話題を
年度から３ 学期制か ら４学期

ご紹介し ます︒
平成
制にな ります︒学 期間の授 業日数を
大事だ と感じた ︒

河合塾 のサテラ イト課外講 座が始ま
り受講 生に大変 好評であっ た︒清里
高校と しては拡 大していく 方向で進
めてい る︒
清里町 内の民間 企業も景気 が冷え込
んでお り︑新卒 者の採用状 況は大変
に厳し い状態︒
また︑ あわせて 学校評価に 関するア
ンケート 調査を行 い︑学校評 議員の皆
さんから 率直なご 意見が寄せ られまし
たので︑ アンケー トの主な結 果と意見
をご紹介 します︒

学校の様子
生徒も 保護者も 清里高校に 入学して
満足し ているよ うだ︒
以前と 比べると 最近は学校 の印象が
良くな った︒
生徒は 楽しく学 校生活を送 っている
ようだ ︒

２００６．２

広報きよさと
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