
 

地域に密着した情報発信で、生徒の自己肯定感を育む試み 

県立松戸南高等学校（三部制・定時制の課程） 

１ 課題と目的 

 本校は、昭和５１年４月に全日制の課程・普通科として開校し、４７年目を迎えた。平成１８年度 

からは全日制の課程に加え、午前部、午後部、夜間部からなる三部制・定時制の課程を併設し、普通科、

単位制の学校として歩み始めた。平成２５年度末をもって全日制の課程は閉じ、平成２６年度からは県

内唯一の三部制・定時制の課程のみの学校となり、今日まで時代の要請に応えている。 

現在は、１～４年次各８クラス、計３２学級で生徒は約８４０名、教職員は１１０名の大規模校と 

して全国でも類を見ない仕組みと規模の学校となっている。※１きめ細かな進路指導  や ※２教育相談を

土台とした生徒指導体制が近隣中学校等にも理解され、毎年、多くの入学希望者を確保している。 

  

※１ きめ細かな進路指導 

 進路先は、大学・短大が３割、 

専門学校が３割、就職が３割、 

進学予定等が１割である。 

就職については、県の高校生 

 就職支援事業を活用し、教職員 

 が事前・事後に繰り返し職場訪 

 問をするなどして、生徒の特性 

 について共通理解を図っている。 

 進学については、夏季休業中 

だけでなく、単位制高校ならで 

はの「生徒の空き時間を活用し 

た進学補講」を行っている。全 

日制よりも時間にゆとりがある 

ため、図書室等で受験勉強に励 

む生徒も多い。近年、難関大学 

への合格も目立っている。 

 １年次から進路ガイダンスを 

実施するなど、系統的なキャリ 

ア教育に取り組んでいる。今年 

度、横浜市立横浜総合高等学校 

の「横総未来博」を参考にした 

「松南未来博」（体験型、屋台 

形式の進路ガイダンス）を新た 

に実施。 

令和４年４月進路指導部発行 → 

「ＣＯＭＰＡＳＳ」から抜粋   

（令和４年３月卒業生大学合格実績） 
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大学名 学　　部 学　　科 方式 人数
青山学院大学 文学部 英米文学科 一般選抜 1
亜細亜大学 経営学部 経営学科 一般選抜 1
石巻専修大学 理工学部 生物科学科 公募制 1
江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 情報文化学科 指定校 1
江戸川大学 社会学部 現代社会学科 指定校 1
桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 一般選抜 1
國學院大学 観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 一般選抜 1
国士舘大学 経済学部 経済学科 一般選抜 1
埼玉学園大学 人間学部 人間文化学科 指定校 1
芝浦工業大学 工学部 機械機能工学科 一般選抜 2
淑徳大学 コミュニティ政策学部 コミュニティ政策学科 指定校 1
淑徳大学 看護栄養学部 看護学科 一般選抜 1
淑徳大学 総合福祉学部 実践心理学科 指定校 1
松蔭大学 看護学部 看護学科 一般選抜 1
城西国際大学 福祉総合学部 福祉総合学科 指定校 1
上智大学 理工学部 機能創造理工学科 一般選抜 1
昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 総合型選抜 1
聖心女子大学 現代教養学部 総合型選抜 1
聖徳大学 心理・福祉学部 心理学科 指定校 1
聖徳大学 文学部 文学科 指定校 1
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般選抜 2
千葉工業大学 工学部 情報通信システム工学科 一般選抜 1
千葉工業大学 工学部 先端材料工学科 指定校 1
千葉工業大学 社会システム科学部 プロジェクトマネジメント学科 指定校 1
千葉工業大学 先進工学部 生命科学科 指定校 1
千葉工業大学 先進工学部 知能メディア工学科 総合型選抜 1
中央大学 理工学部 物理学科 一般選抜 1
中央学院大学 現代教養学部 現代教養学科 総合型選抜 1
中央学院大学 商学部 商学科 指定校 1
中央学院大学 法学部 法学科 指定校 1
東京工芸大学 芸術学部 アニメーション学科 一般選抜 2
東京工芸大学 芸術学部 マンガ学科 一般選抜 2
東京工芸大学 芸術学部 デザイン学科 総合型選抜 1
東京国際大学 国際関係学部 国際関係学科 一般選抜 1
東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科 総合型選抜 1
東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科 一般選抜 1
東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科 指定校 1
東京電機大学 工学部 先端機械工学科 一般選抜 2
東京福祉大学 心理学部 心理学科 指定校 2
東京理科大学 理学部 物理学科 一般選抜 1
東都大学 幕張ヒューマンケア学部 看護学科 一般選抜 1
東北芸術工科大学 芸術学部 美術科日本画コース 総合型選抜 1
東洋大学 第2部法学部 法律学科 総合型選抜 1
東洋大学 文学部 英米文学科 一般選抜 1
長崎総合科学大学 工学部 工学科(船舶コース) 一般選抜 1
日本大学 芸術学部 映画学科 その他推薦 1
日本大学 芸術学部 写真学科 総合型選抜 1
日本大学 工学部 情報工学科 一般選抜 1
日本大学 生産工学部 機械工学科 一般選抜 2
日本大学 通信教育部経済学部 経済学科 一般選抜 1
日本大学 理工学部 海洋建築工学科 総合型選抜 1
日本大学 理工学部 機械工学科 一般選抜 1
日本大学 理工学部 物理学科 一般選抜 1
日本工業大学 基幹理工学部 応用化学科 一般選抜 1
日本工業大学 工学部 情報工学科 一般選抜 1
放送大学 教養学部 人間と文化コース 一般選抜 1
武蔵野大学 グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科 一般選抜 1
武蔵野大学 グローバル学部 グローバルビジネス学科 一般選抜 1
武蔵野大学 経営学部 経営学科 一般選抜 1
明海大学 外国語学部 英米語学科 指定校 1
明治学院大学 文学部 英文学科 一般選抜 1
明治学院大学 文学部 仏文学科 一般選抜 1
立教大学 文学部 フランス文学科 一般選抜 1
流通経済大学 スポーツ健康科学部 スポーツコミュニケーション学科 総合型選抜 1
流通経済大学 経済学部 経済学科 総合型選抜 1
流通経済大学 社会学部 社会学科 指定校 1
流通経済大学 法学部 ビジネス法学科 指定校 1
了徳寺大学 健康科学部 看護学科 総合型選抜 1
麗澤大学 経済学部 経営学科 指定校 1
麗澤大学 経済学部 経済学科 一般選抜 1
早稲田大学 先進理工学部 物理学科 一般選抜 1
早稲田大学 教育学部 英語英文学科 一般選抜 1
和洋女子大学 家政学部 家政福祉学科 一般選抜 1
和洋女子大学 国際学部 英語コミュニケーション学科 指定校 1
和洋女子大学 人文学部 日本文学文化学科 総合型選抜 1
和洋女子大学 人文学部 日本文学文化学科 指定校 1

合格者 83



 

※２ 教育相談を土台とした生徒指導体制 

 県内でも珍しい「教育相談部」を校務分掌上に位置付け、１２名の教職 

員を配置している。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、 

生徒指導アドバイザーの配置校であり、学年、教育相談部と綿密に連携を 

図っている。「パーソナルチューター制度」（生徒が選べる副担任として、 

担任団を補完する本校独自のシステム）を導入しており、毎年５０名程度 

の生徒が活用している。     毎年着任者に配付される「教師用ハンドブック」→ 

                       （本校教育相談の理念の継承を目的としている） 

一方、入学者の約７０％が中学校時代に不登校を経験しており、様々な事柄への体験不足は否定でき

ない。入学時の自己肯定感は低めとなっており、何をやるにしても自信をもてない生徒が一定数いる。

また、三部制・定時制のスタート時には新しいタイプの学校への期待から、入学者も定員を充足してい

たが、定員割れの全日制高校が増えた影響もあり、最近では定員に満たない部もではじめている。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 

２７４名 ２７４名 ２７４名 ２７４名 ２７０名 ２４５名 

※ 各年度の４月の三部合計の入学者数（春入試の募集人員は三部全体で２７４名） 

このような課題を踏まえ「生徒の様々な活動を地域等に情報発信することにより生徒の自己肯定感を

高めること」と「生徒の活動が地域等に再認識され中学生の進路選択の一助となること」を目的とし、

今回の取組を行った。 

 

２ 取組と成果 

（１）部活動をはじめとする特別活動の活性化と情報発信  

令和３・４年度の重点目標に「生徒会活動・部活動・学校行事や対外行事への積極的な参加支援」 

を掲げ、コロナ禍ではあったが積極的な支援を行った。生徒の各大会への参加意欲の向上がみられると

ともに、自己肯定感の向上に繋がった。 

ア 全国高等学校定時制通信制体育大会への出場にともなう情報発信 

  ① 正門横への横断幕の設置 

  ② 北総鉄道「東松戸駅」への横断幕の設置 

  ③ 松戸市、柏市への参加生徒の報告と全国大会 

派遣費援助の依頼               

                                令和４年度 横断幕 

〈参考〉 全国大会での活躍の様子                 

            

  令和３年８月 全国大会試合前（清水ナショナルトレセン）    令和３年８月 全国大会試合前控室（駒沢オリンピック公園） 
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    令和４年８月 全国大会（東京体育館メインアリーナ）         令和４年８月 全国大会（日本武道館） 

 

イ 全日制高校の大会への積極的な参加支援 

  ① 音楽部による県合唱祭、地区音楽会、   ② 書道部による松戸・東葛地区合同書道展 

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール        及び書のパフォーマンス大会等への参加 

（千葉県コンクール）等への参加 

         

 

 

 

 

  

 

令和４年８月 Ｎコン２０２２（千葉県文化会館 大ホール）  令和４年１０月 書のパフォーマンス発表会（さわやかちば県民プラザ） 

  

③  美術部及び工芸選択者による地区美術       ④ 写真部による千葉県高等学校総合文化祭 

作品展等への参加               第５５回合同写真展等への参加 

             

 令和４年６月 地区美術作品展受付（松戸市文化ホール）                 令和４年９月 合同写真展（県立美術館）  

   

 ウ 千葉県高等学校定時制・通信制総合文化大会への積極的参加 

  ① 令和３年度・・・・８３作品 生活体験発表１名参加（全国発表大会出場） 

② 令和４年度・・・１０５作品 生活体験発表１名参加（全国発表大会出場） 
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 エ 生徒会による横浜市立横浜総合高等学校生徒会とのオンライン交流 

  両校の学校紹介・生徒会の取組の紹介後、課題等について情報共有 

       

    松戸南高校を紹介（本校社会科教室）          両校で情報共有（本校社会科教室） 

 

（２）「学校ＰＲポスターの作成」による情報発信 

  教科情報の「マルチメディア表現Ⅱ」で生徒が作成した作品を「学校ＰＲポスター」として増刷し、

近隣施設、近隣学校等へ掲示を依頼した。授業に対するモチベーションが向上するとともに、審査・

掲示等を行うことにより、生徒が達成感や充実感をもつことができた。 

 ア 生徒による作成              イ 校内発表・審査 

       

授業での作成の様子（本校第１コンピュータ室）            校内常設展示（本校２階廊下） 

 

ウ 近隣施設等への掲示（公共施設、近隣中学校、近隣商業施設、近隣駅構内、他） 

      

     公共施設での掲示（ひがまつテラス２階）             商業施設での展示（ベルクス ファインシティ東松戸店） 

 

 

松戸南４ 



 

（３）地元企業との連携による情報発信 

  令和３年度から、北総鉄道株式会社さんと継続的な連携を行っている。公共交通機関のもつ情報発

信のポテンシャルはとても大きく、一般県民への情報提供の場として大変お世話になっている。生徒

の活躍がいち早く地域に伝わり、学校の魅力を発信することができた。 

  ア 野球部全国大会出場にともなう横断幕の設置及び御礼のための会社訪問 

       

  令和３年８月 野球部横断幕（北総鉄道 東松戸駅）     令和３年８月 野球部主将と室谷社長との懇談（北総鉄道 本社） 

 

  イ 美術部及び工芸選択者による駅構内での展示発表 

        
   令和４年９月 作品展示（北総鉄道 西白井駅）          令和４年９月 作品展示（北総鉄道 西白井駅）  

 

  ウ 北総鉄道全駅での学校ＰＲポスターの掲示 

             

  令和４年８月 学校ＰＲポスター掲示（北総鉄道 小室駅）   令和４年８月 学校ＰＲポスター掲示（北総鉄道 東松戸駅） 
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３ 取組への反響・・・（１）～（４）は保護者・生徒による学校評価アンケート、１０００か所ミニ

集会及び中学校訪問時の聞き取り等から抜粋。（５）は校内データより。 

（１）生徒から 

  ア 毎日の地道な活動が応援されている感じがしてうれしい。 

  イ 全国大会への参加に際し、市や振興会から援助をいただいてありがたかった。 

  ウ 新聞等に記事が掲載され、中学校時代の友人から励ましの連絡をもらってうれしかった。 

  エ オリンピックが行われた会場で試合ができてうれしかった。 

オ 自分の作成したポスターが、街のいろんな場所に掲示されてうれしかった。 

  カ 全日制の大会に参加し、同じように競いあえて自信がもてた。 

  キ 作品制作をとおして実力がつき、芸術系の大学に進学できた。 

  ク 人前で話すことを苦にしなくなった。大学入試の面接でも役立った。 

  ケ 県外の学校に情報を発信し、自分たちの活動を理解してもらえて、自信がもてた。 

（２）保護者から 

  ア 学校を上げて生徒を応援している様子がうかがえて、好感をもった。 

  イ 全国体育大会は普通では入れないような会場で行われており、子どもにとって貴重な経験にな

っている。 

  ウ 知り合いから松戸南のことを聞かれる機会が増え、学校の魅力をお伝えした。 

  エ 中学時代は通えていなかった子が、毎日楽しそうに登校してくれて本当にありがたい。 

（３）近隣地域から 

  ア 生徒さんが生き生きと活動している様子が伝わってくる。 

  イ 駅からの登下校のマナーが以前よりも良くなり、好感がもてる。 

  ウ コロナ禍が収まったら、音楽部に演奏に来てほしい。 

  エ 生徒さんの様子が良さそうなので、求人を出したい。 

  オ 生徒作成の学校ＰＲポスターの取組はとてもおもしろい。商工会加盟店で協力するので、たく

さん持参してほしい。 

（４）近隣中学校から 

  ア 卒業生が松戸南高校で活躍している様子がうかがえ、とてもうれしい。 

  イ 生徒作品による学校ＰＲポスターの取組は、とても良い。３年生の全教室に掲示した。 

  ウ 卒業生が難関大学に合格したと聞いて、とても喜んでいる。 

  エ この地域に松戸南高校があって、本当にありがたく感じている。 

（５）入学者数等の変化 

  ア 令和４年度４月の入学者数が前年度より２０名増えて２６５名になった。 

  イ 夏の中学生向け個別相談会の参加予約数が増加した。 

    ３０２組（令和３年夏） → ３４０組（令和４年夏） 

 

４ 広報・報道実績 

（１）令和３年７月２０日 千葉県立松戸南高等学校 ＰＴＡ広報委員会 

ＫＯＵＨＯＵ ＭＡＴＳＵＤＯＭＩＮＡＭＩ 

   夏の全国大会へ！ 令和３年度 千葉県高等学校春季定通大会結果 
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（２）令和３年７月２７日  毎日新聞オンライン 

スポーツの今「部員１人から全国大会へ 千葉・松戸南定時制野球部、迫る初陣」 

（３）令和３年８月３日  毎日新聞 

「存続の危機乗り越え ～全国大会初出場 松戸南高定時制軟式野球部～」 

（４）令和３年１１月  Ｙｅｌｌ ｓｐｏｒｔｓ 千葉 １１月 Ｖｏｌ．３３ 

   ２０２１挑戦の夏 番外編 「全国高校定時制通信制軟式野球大会に初出場！『部員１人』 

から約１年で大舞台」「サッカー部も全国３位の快挙」 

（５）令和３年１２月 県教委ＮＥＷＳ １２月号  Vol 280 

  ア 松戸南の木村心香さんが全国大会出場！ 

  イ 大会結果（各部門の金賞受賞校） 「書道」と「被服・手芸」で金賞受賞 

（６）令和４年３月２４日 千葉県立松戸南高等学校 ＰＴＡ広報委員会 

ＫＯＵＨＯＵ ＭＡＴＳＵＤＯＭＩＮＡＭＩ 

  ア 令和３年度 全国高等学校定時制通信制体育大会結果 

  イ 令和３年度 秋季千葉県定通体育大会結果 

  ウ 第５９回 千葉県高等学校定時制・通信制総合文化大会出場作品受賞者紹介 

（７）令和４年３月３０日 令和３年度高体連年報（２０２１年報） 

  ア 全国高等学校定時制通信制体育大会 サッカー男子 ３位 

    イ 全国高等学校定時制通信制体育大会 陸上競技女子 走り幅跳 ２位 

（８）令和４年９月４日 ＮＨＫ－ＦＭ（千葉） 千葉県コンクール放送 

   音楽部 自由曲「もうひとつの夕陽と朝陽」オンエア 

（９）令和４年１０月８日 千葉県立松戸南高等学校 ＰＴＡ広報委員会 

ＫＯＵＨＯＵ ＭＡＴＳＵＤＯＭＩＮＡＭＩ 

   夏の全国大会へ！ 令和４年度 千葉県高等学校春季定通大会結果 

（10）令和３年４月～令和４年９月３０日（常時更新継続中）  学校ＷＥＢページ 

 ア 校長だより・・・１６９回更新      イ スクールライフ・・・１３７回更新 

校長室だより ＱＲコード        スクールライフ ＱＲコード 

 

５ 今後の方向性 

 「生徒の様々な活動を地域等に情報発信することにより生徒の自己肯定感を高めること」と「生徒の

活動が地域等に再認識され中学生の進路選択の一助となること」という目的は概ね達成できたと考えら

れる。今後は以下の取組をより一層充実させたい。 

（１）情報の授業と連携した「生徒による学校ＰＲポスター作成の継続」 

（２）北総鉄道株式会社をはじめとする「地元企業との積極的な連携」 

（３）生徒会や文化系部活動を主体とする「近隣福祉施設等への生徒の派遣」 

（４）多様な進路希望の実現に向けた「タイムマネジメントを意識した学校生活の支援」 

（５）学校の魅力を確実に伝えるための「口コミ等による密度の濃い情報発信の推進」 
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【広報・報道記事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年８月３日 毎日新聞 
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令和３年７月２０日 本校ＰＴＡ広報誌 

 ＫＯＵＨＯＵ  ＭＡＴＳＵＤＯＭＩＮＡＭＩ           令和３年１２月 県教委 ＮＥＷＳ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月２３日 本校ＰＴＡ広報誌 ＫＯＵＨＯＵ  ＭＡＴＳＵＤＯＭＩＮＡＭＩ 
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令和３年１１月  Ｙｅｌｌ ｓｐｏｒｔｓ 千葉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月３０日  令和３年度高体連年報（２０２１年報） 
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