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平成30年度 第３回 九段中等教育学校 学校経営評議会 会議録 

 

  日 時  平成31年３月19日（火）午前10時00分～午前11時48分 

  場 所  九段中等教育学校 九段校舎 会議室 

 

日程 

１ 開会 

２ 教育長挨拶 

３ 校長挨拶 

４ 平成30年度学校経営診断の実施結果 

５ 平成30年度学校経営方針の最終評価 

６ 平成31年度学校経営方針（案） 

７ その他 

８ 閉会 
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◎日程１ 開会 

◎日程２ 教育長挨拶 

◎日程３ 校長挨拶 

会 長  皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいまから平成30年度の第３回学校経営評議会を開催いたし

ます。 

 本日は、委員の皆様は全員ご出席でございます。 

 また、教育長と子ども部長は、所用のために欠席でございます。 

 また、中等教育学校の校長も、本日、欠席をさせていただきます。 

 それでは、早速、日程に入ります。 

 始めに、教育委員会を代表いたしまして、事務局から御挨拶を頂戴したい

と思います。 

事 務 局  皆さん、おはようございます。本来なら、教育長から御挨拶すべきところ

ですが、本日、ほかの行事と重なってしまったため、欠席とさせていただい

ております。御容赦いただきたいと思います。私のほうから、かわりまして

御挨拶申し上げます。 

 早いものでもう、１年が過ぎようとしています。ついこの間、新入生を迎

えたと思ったらもう、卒業生が今度は新たな進路を目指していくという、そ

ういった状況になってございます。 

 我々中等教育学校につきましては、開校12年になりますけど、まだまだ小

学校、中学校に比べれば、その歴史が浅くて、区立の中等教育学校としてど

ういう方向に行くべきか、正直なところ手探りの状態だと思います。引き続

き皆様のお知恵をかりながら、よりよい中等教育の充実、方向性を探ってい

きたいと思いますので、ぜひ御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 簡単ですが、以上で御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

会 長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、副校長先生に御挨拶を頂戴したいと思います。 

副 校 長  先ほどありましたように、本日、校長は欠席となっておりますので、私か

ら代読をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、大変御多用のところをお集まりくださり、ありがとうございま

す。皆様には御心配をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。 

 ３月２日の卒業式にあたりましては、多くの委員の皆様に御出席いただ

き、ありがとうございました。改めてこの場をおかりして御礼申し上げま

す。 

 お陰様で多くの卒業生が、それぞれ希望の進路を実現することができまし

た。中でも、昨年度、合格者がゼロと心配された東京大学の合格者は、現役

１人、浪人１人の合計２人が合格しました。生徒の多様性を認めつつ、高い

志を育み、上位層の伸長を支援する体制が整いつつあると感じているところ

です。 
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 さて、今年度からスタートしたＵＣＬＡ海外派遣研修は、生徒のグローバ

ルな視野を広げ、自己の可能性を見出す貴重な機会として、大きな成果を上

げることができました。本日、完成した報告書をお配りさせていただきまし

たので、御覧いただければと存じます。生徒が行った報告会の反応も良く、

先日実施した第２回の説明会には、20人の募集に対して82名の参加希望者が

集まりました。新規事業の立ち上げとしては大成功で、今後、本校の特色あ

る教育の１つとして定着していくものと期待しています。 

 その他にも、１年生で新たにスタートした東京英語村（ＴＧＧ）、さら

に、フォーシーズンズホテルでの外国人宿泊者に対する体験活動など、国際

理解教育を一つの柱とする「九段自立プラン」の充実が軌道に乗ったことに

大きな手ごたえを感じたところです。 

 また、教職員の働き方改革も少しずつ進み、最初は戸惑いが見られたもの

の、５日間の完全閉校日、月２回の全校定時退庁日、同じく月２回のマイ定

時退庁日が定着し、完全定時退庁日をやってよかったという教員からの声も

聞かれるようになりました。一方で、今年度は20人の教員が異動することと

なりました。中でも３年前に着任した11人の教員のうち、６人が本校を去る

こととなりました。異動の理由はそれぞれ事情が異なりますが、やりがいを

感じ、働きやすい環境をつくり、九段で働きたいという教員を公募で多く集

めるための魅力ある学校づくりが急務と言えます。そのための取り組みは、

学校だけでできるものではありません。「教育は人なり」と言われるよう

に、優秀な人材の確保は本校の生命線です。どうぞ皆様の御理解をお願いい

たします。 

 この後、今年度の取組の結果について、副校長から詳しく説明させていた

だきます。ご不明の点がございましたら、何なりとお尋ねください。 

 最後になりますが、私が着任して３年間が経過しました。委員の皆様方の

ご支援を得て、至大荘事件をきっかけとした自律的改革を進めてまいりまし

た。これまでの取り組みをとおして、「九段は変わったと」いう一定の達成

感を感じるところです。これまで賜りました委員の皆様のご厚情に、この場

をお借りして改めて感謝を申し上げ、御礼と御挨拶とさせていただきます。 

 以上となります。ありがとうございます。 

会 長  ありがとうございました。 

 次に、配付資料の確認につきまして、事務局からお願いいたします。 

事 務 局  はい。それでは、本日お配りさせていただいております資料の確認をさせ

ていただきます。 

 まず、本日の次第でございます。 

 そして、平成30年度千代田区立九段中等教育学校 学校経営診断書。 

 そして、平成30年度学校経営方針における主な取組と目標に対する最終報

告。 

 そして、平成31年度九段中等教育学校 学校経営方針（案）。 

 そして、平成25年度から30年度までの合格者数の推移。 
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 最後に、委員の皆様だけにお配りしてございますが、ＵＣＬＡ海外大学派

遣研修報告書でございます。 

 以上でございます。 

会 長  ありがとうございました。 

 皆さん、お手元、そろっておりますでしょうか。 

 それでは、式次第に従いまして進めたいと思います。 

◎日程４ 平成30年度学校経営診断の実施結果 

会 長  まず、平成30年度の学校経営診断の実施結果について御説明をお願いいた

します。 

副 校 長  では、私のほうから御説明させていただきます。 

 委員の皆様には、年度末のお忙しい中、学校経営診断評価アンケートに御

協力いただきまして、まことにありがとうございます。皆様からいただきま

した評価並びにご指摘につきまして資料を作成いたしましたので、御覧いた

だければと思います。 

 こちらの資料でございます。御覧ください。 

 Ⅳ、教育活動の達成状況、３、進路指導を除き、全体的にはＡ、十分に取

り組めている、Ｂ、どちらかというと取り組めているという肯定的な評価を

いただいております。 

 では、これから少々お時間をいただきまして、御説明させていただきま

す。 

 ３ページを御覧ください。本校の教育活動の基本方針についてです。 

 まず、１の豊かな人間性の育成に関する取組です。「豊かな心・知の創

造」は、開校以来の教育目標であり、目標を達成するための的確な基本方針

で、着実に生徒の心に浸透している。６年間を通じ、各学年で多様な学校行

事があり、仲間と協力し、達成する厳しさや喜びを分かち合い、授業や日々

の学校生活だけでは身につかない豊かな人間性を養うことができている。た

だし、過多な疲労の原因とならないように行事の検討が必要である。また、

昨年度に引き続き、人権尊重教育推進校の成果を生かして、他者を思いやる

心を育む教育の推進を今後も取り組んでほしいという御意見をいただいてお

ります。 

 次に、２の確かな学力の向上についてです。教育界の改革期を迎え、習熟

度別クラス編制の改変等、随所に改善・工夫が伺える。その結果が進路実績

の向上につながることを期待している。生徒による授業評価、生徒意識アン

ケートでは、学習効果が前年度を下回る傾向がある、問題点を検証する必要

がある。得意とする分野をより極めようとする気持ちに応えられるように、

質の高い授業の展開を期待したいという御意見をいただきました。 

 次に、３、キャリア教育の充実です。九段自立プランを初め、生き方・在

り方を生徒に適切に指導している。多様なプログラム・講座が設けられ、海

外研修、企業訪問、各種講演会の開催等、継続実施され、大きな成果を上げ

ている。３学年の「ＫＵＤＡＮ ＷＯＲＬＤ ＲＥＰＯＲＴ」は、グローバ
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ルな視点を持ち、自己の可能性を広げるための取り組みとして非常に評価で

きる。ただし、職場体験は、生徒が希望する多様な職種の受け入れ先の確保

が現在できていない状況である。その確保が今後の課題であるというご指摘

をいただきました。 

 では、続いて、４ページを御覧いただければと思います。 

 本校教職員の取り組みの姿勢です。主幹教諭の責任感・取組姿勢等極めて

意欲的で頼もしいと。しかし、多くの主任教諭がいましたので、その学校参

画への意欲というのに差があるという御意見でした。教職員の人数不足・年

齢構成のアンバランス等が喫緊の課題であり、区教育委員会と連携して改善

してほしいと。多くの教職員が熱心過ぎて、超過勤務にならないように、あ

る程度の線引きが必要であるという御意見もいただきました。 

 次に、学校経営方針の達成状況です。内容・プランともたくさんのことが

学べる機会を継続しつつ、後期課程は、生徒の自主性を重視し、個人が的を

絞って参加できるプログラムも必要である。適性に合った職業を実現するた

めの橋渡しとして、キャリア教育の充実を図っていく必要がある。区内から

入学希望者が多くなるように、取り組みの強化を期待したい。 

 また、勤務時間内に学年会の設定をしてほしいという働き方改革における

提案ということです。ストレスを抱えている生徒が多い学年があり、その生

徒の進路指導に関する不安を感じている状況など、その実態把握と早急な対

応が必要であるという御意見をいただきました。 

 では、次に、教育活動の達成状況です。工夫を凝らして対応し、目的・目

標に合った効果・結果が出ることを期待したい。外部専門機関の評価は全体

的に高く、大きな問題はないが、１年生でのポイントが下がっているのが気

になると。得意とすることを伸ばすことは、キャリア教育の視点からも極め

て重要で、上に引き上げられるような取り組みを期待したい。区立の中等教

育学校として、後期課程への区教育委員会からの支援と都教育委員会との連

携などの課題について、区教育委員会に適切な対応をお願いしたいという御

意見をいただきました。 

 では、５ページを御覧ください。 

 次に、２の生徒指導についてです。教職員と生徒が、ともによい方向に取

り組めている。区立中等教育学校としての教職員の目標、特に前期、後期、

それぞれに応じた指導のスキルの向上ということですけれども、先生方の自

己研鑽も期待したいという御意見です。教職員の生徒に対する些細な言葉で

傷つけてしまわないように、特に長期間、学校を休んでいる生徒への言動に

ついては、より一層配慮が必要だという御意見をいただきました。 

 次に、３の進路指導です。この項目、先ほども申し上げましたとおり、Ａ

という評価が実はなくて、Ｂ、どちらかというと取り組めている、Ｃ、どち

らかというと不十分という評価をいただいております。これは、昨年度の東

大の合格者ゼロが反映しているかと思っております。 

 御意見としまして、進学校の体制になり切れていない体質が続いているの
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ではないか。学力差のある生徒への指導への効果のあらわれ、進路実現に結

果として反映されることを期待したいという御意見をいただいております。 

 次に、４の特別活動です。特別活動の役割が、生徒の大きな心を育てるね

らいもあり、教職員の努力が感じられる一方で、熱心に行事や部活動の指導

に当たる教職員の負担を考慮し、教職員の勤務時間を意識した働き方を進め

てほしい。また、部活動ガイドラインに基づき、適切な部活動の運営につい

て、部活動指導員のさらなる活用推進による教職員の負担軽減や、生徒の発

達を踏まえた適切な指導体制の充実を目指して、休養日を含めた活動時間の

設定を引き続き取り組んでほしいという御意見をいただいております。 

 では、６ページを御覧ください。 

 最後に、学校経営全般に関する事項です。教職員の超過勤務が、本校の解

決すべき大きな課題で、仕事量・内容の見直し、合理化、教職員数の増加、

外部講師の招聘等、区教育委員会とも緊密な連携が必要である。また、保護

者への理解を図り、教職員の負担を減らすように協力を求める必要がある。

年間行事の見直しが必要。教職員の負担と同様に、生徒の負担も大きい。教

育の質を保ちつつ、効率的、効果的な教育活動を行い、学校外の活動でも伸

び伸びと自身の興味・関心を高めるための時間や休養を確保すべき。また、

地域の各町会に学校行事の案内を出し、区内の一斉清掃等の行事に参加する

など、地域とのつながりに努めてほしい。 

 区立の中等教育学校として、これまでの総括を行い、区教育委員会とし

て、九段中等教育学校は何を目指す学校であるのかについて、はっきりと示

していただき、支援体制の整備をお願いしたいという御意見をいただいてお

ります。 

 学校といたしまして、以上のような経営診断を受けまして、来年度は次の

方針に重点を置きながら、取り組んでまいりたいと思います。 

 最後、下のほうの①から⑤を御覧ください。１番目です。生徒による授業

評価と生徒意識アンケートの分析を反映し、習熟の程度に応じた授業内容や

指導方法を工夫し、上位層の伸長に重点を置きながら、個に応じた教科指導

を進めてまいります。また、難関国公立大学受験希望者に対して現在でも実

施しております５・６年生の特別講座や、センター試験後の２次対策特別講

座、これについて拡充をしていきたいと思っております。さらに、教職員が

外部の研修会等で研鑽を重ね、合格に導くための受験指導の力の向上を図っ

て、組織的に受験対策を行うことで、進路実績を向上させたいと思っており

ます。 

 ２番目です。生徒自らが能力・適性を知るとともに、将来への夢や希望を

抱き、学ぶことの意義や目的を理解し、自己実現を目指して主体的に進路を

選択していく態度を育成します。 

 ３番目です。新たな教育課題や大学入試制度改革、学習指導要領改訂に対

応し、教育課程や学校行事等、教育活動全般を見直し、新学習指導要領に基

づいた教育課程編成を進めます。 
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 ４番目です。全教職員に対して職層に応じた役割と職責を自覚させ、組織

として学校運営や教育課題の解決に当たります。 

 ５、効率的・効果的な学校運営と教職員の働き方改革を一層推進し、公募

で多くの教職員が来るような、働きやすい魅力ある学校を目指します。 

 以上でございます。 

会 長  はい。ありがとうございました。 

 今、副校長先生の御説明に関しまして、皆様方から何か御意見等ございま

すでしょうか。 

 私のほうから申し上げたいと思いますが、この学校経営診断は、ちょう

ど、私としては、３回、体験させていただきました。毎回感ずるところだっ

たのですけれども、現場の状況がつぶさに見えているわけではございません

ので、各設問に対して、正直、自信を持って答えられたかというと、やや、

そういう意味では、現場を知り得ないという部分もありますので、願望と期

待を込めた評価をさせていただいた部分もございます。 

 そういうことからしますと、いろいろと、年を追うごとにいろんな経営評

議会の運営方法について工夫を凝らしていただいておりますけれども、さら

に、機会があれば、教育現場を我々もよく見えるような、そういう機会をつ

くっていただければ、より理解が深まるのではないかなという思いがします

ので、なかなか、日ごろの生徒さんの教育活動の現場に、我々が立ち入ると

いうことも難しい側面もあろうかと思いますが、何か工夫があれば、お願い

したいなというふうに思っております。 

 一昨年でしたか、至大荘の現場を、委員のみんなで拝見させていただい

て、大変貴重な体験だったと思います。ああいう機会、例えば先月行われま

したクロスカントリーも、時間は早いですけれども、生徒が元気よくマラソ

ンに取り組んでいる現場を見るのも、１つの我々の理解を深める方法かなと

思いますし、何かそういうタイミングを来年度以降つくっていただければあ

りがたいなというふうに思っております。 

 委員の皆様方、アンケートに御協力いただきまして、ありがとうございま

した。何か、皆様方で、御感想等があれば、忌憚のない御意見を賜りたいと

思いますが。 

 評価結果につきましては、この進路指導の項目以外は、おおむね良好とい

う評価を、各委員の皆様方、下しておられますので、そういう意味では、

我々の方向感というのは一致しているのかなというふうに思っております。 

 よろしゅうございますか。 

 はい。どうぞ。 

委 員  私も、この診断を書くに当たり、働き方改革が、学校をどのように変える

のかを懸念しました。先生方は、児童・生徒の指導ため、自分の研鑽も含

め、非常に熱心に活動している。教師の勤務時間は決められていますが、あ

ってないようなものと、私の経験から捉えていました。だが、管理者とし

て、先生方の健康管理、生活等を考えると、この改革もやむを得ないのかな
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と。 

 二律背反するようなところがあると思うのですが、なかなか進め方という

のは、学校長あるいは学校の責任者、管理者として難しいところがあると思

います。ただ、できない、できないということを言っても始まりませんの

で、これは、１年目、２年目、３年目と、長い将来に向けて、先生方の活躍

で、働き方改革に向けてどのように取り組むか、また、自分たちも協力でき

るかと。先ほど、事務局がおっしゃったように、特にこの学校がどういう方

向に進んでいくのかというのが非常に難しいと思うのですが、そこはやはり

学校の先生と教育委員会と、そして我々と、また保護者も一体となり構築し

いけないのかなと思い、診断書を書かせていただきました。記述に際し、い

ろんな要素が入ってきますので、大分悩みました。 

以上です。 

会 長  ほかに。 

 どうぞ。 

委 員 まず、３のところのキャリア教育の充実に関するところで、最後に、職場

体験で受け入れ先が確保できていない状況でというくだりがあって、それが

課題となっています。これはなかなか解決するのが難しい状況であり、そう

した中で、今の職場体験という枠組みを継続することがよいのか、そもそも

それが目的を達成しないのに無理やりやっているのであれば、若干、目的を

失った取り組みかとも思うので、そこは、再検証をいただければと思ってお

ります。 

 それから、Ⅳの３のところの進路指導について、全体を通じて、ここが一

番評価が低い状況になっています。それを受けて、校長の 御意見として、

教職員が外部研修等で研鑽を重ね、合格に導くための受験指導の向上を図る

というのが、ひとつ対応する部分にもなっているかと思うのですけれども、

現実問題、この外部研修等で研鑽を重ねることで、こういった先生の能力向

上というのが図れるものなのか、若干、やや対応としては難しい面があるの

かと思いました。そのあたりの実態としてどうかということを御意見いただ

ければと思います。 

副 校 長  貴重な御意見、ありがとうございます。最初、職場体験のところで、一言

言わせていただきたいのですが、本校が開設されたときに、企業訪問という

ことで、中学校１年生が企業に行かせていただいて、その中で、通常行って

いる職場体験ではなくて、職場そのものを体験するというよりは、社会で活

躍できるリーダーの育成ということで、企業に提案を、課題を、中１なので

与えていただいて、それに向けて、その解決を図るという、今の探究、課題

解決学習の先駆けのようなことを本校はやっていました。 

 職場体験は、通常は期間がもっと長いのですが、本校では１年生で企業訪

問をしているということで、２年生では通常の学校よりも短く、短期間で職

場体験というのを行わせていただいております。 

 公的な機関や保護者の皆様に体験先を募ることを行っていますが、方法も
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改善していくことも非常に必要かなというふうに学校では検討しておりまし

て、今、１人１つずつの職場での体験としているところですけれども、方向

性として、目的を重視し、委員がおっしゃられていたように、協働的な学び

で、協力し合って、共通解も求めつつ、体験を通した自己実現力というよう

なところを、伸ばすことが非常に重要なところとも言われていますので、

今、１人１つの事業所で行っているところを改善するということも、１つの

方法かと考えております。事業所を160か所見つけるのは非常に大変なことで

して、そういう意味でも、社会の状況にも合わせて、方法を変えるというこ

とで改善できるというふうに考えているところでございます。 

 あと、学校経営診断を受けての校長意見のところで、現在、これも開設か

らずっと行っていることなのですが、開設当時は、全国各地の中高一貫校の

見学を行っていました。今は、学校の見学では、公立の中高一貫校で、本校

よりも先にできた学校の視察ということを行い、資質向上ということで、中

高一貫の教員とはということを目的としていました。今、力を入れているの

は、後期課程での進学実績、出口保障ということをよく言われていますけれ

ども、駿台予備校ですとか河合塾ですとか、教員向けのセミナーというのを

行っており、公費からの支援をして、指導力をつけていくような形で、教員

の指導力向上に資する研修というのを実施しております。 

 あと、指導教諭による授業の見学ということで、他校の授業を見に行くこ

とを推進して、授業力の向上ということで、東京都の政策でもあります教師

道場ですとか開発委員ですとかというような研修にも参加しているところで

はあります。 

 特に進学実績ということで申しますと、予備校で行っている講習会に参加

することで、その教え方を学ぶというよりも、ほかの先生方と切磋琢磨する

機会を得られて非常に効果があるというところですが、一方、これで本校に

力がついたなと思われるような教員が、ちょうど６年たったところで異動に

なってしまうというのが、私としては課題かと思っております。今回も20人

の異動があります。ほとんどが主任教諭なのですが、本校を転出する教員は

主任教諭であり、熟達した指導力のある教員が出るということになっていま

す。これに対して、転入してくる教員が、２人だけ主任教諭で、あとは全部

教諭となっています。これは本校だけに限ったことではなく、中高一貫校11

校はどこの学校でも実は似たような現象があります。中高一貫校で鍛えてこ

い、指導力を伸ばしてこいというようなことも実はありまして、本校から異

動する教員の多くが進学重点校に異動しますので、そういうことを考えます

と、できるだけ早く、早期に指導力を育成していくということが本校には重

要なところであると思っております。 

 補足がありましたら、副校長お願いします。 

副 校 長  では、すみません。先ほどの外部の研修会というのが、どちらかという

と、大学ごとに、出題の傾向や、長年の変化とかは、かなり細かく分析し

て、それに対する学校での指導方法等もレクチャーしてもらっているよう
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で、それを受けて、個々の受験対策というのはかなり効果があったかなと、

今回は思っています。 

 それをもとに、校内でも教科ごとに研修を行って、全体の中で底上げをし

ていきながら、先ほどもありましたけど、多くの主任教諭が他校に異動にな

り、あまり主任教諭が転入してこないという感じがありますので、やっぱり

学校内でも育成しながら、指導力向上を図らなきゃいけないかなと思ってお

ります。 

 以上です。 

副 校 長 １つ追加で、よろしいですか。 

 進学コンサルタントの方に来ていただいて、授業を見ていただくというこ

とにしておりまして。校内では外部コンサルタントが、若手教諭の授業を見

て、分析をして、非常に細かな分析を個別にしていただいています。そのも

とになっているのが、７月に行われます保護者による授業評価、それから生

徒による授業評価、こちらを受けて、授業観察をして、さらにどう改善して

いけばいいのかっていうようなご指導をいただいて、その後、またさらに検

証ということで、12月に再度、生徒による授業評価を実施しています。その

伸びを見て、その結果についても進学コンサルタントの方にご指導いただい

ております。その２回のアンケートの結果につきましては、校内研修を行

い、さらに９月と２月に、各教科で指導を受けながら指導力を高めるための

教科会での振り返りも行っております。校内的にはそのようなことも行って

います。 

 つけ足しですが、以上になります。 

会 長  はい。 

よろしゅうございますか。 

どうぞ。 

副 会 長  最初からこの経営診断にかかわっていますので、やはり進路指導のところ

は常に評価が低いのがずっと続いているのですね。それで、今みたいに、外

部の予備校も含めて、コンサルタントを含めて相談を受けるというのはよく

わかるのですけれども、例えば、今回、やはり都立桜修館中等教育学校等と

比べると、都立小石川中等教育学校については、最初は水をあけられていた

かもしれないけど、どんどんよくなって、我々のところは、都内のＢ区分の

ほうの競争率なんかは高いわけですから、やはり何でほかのところが、都立

武蔵高等学校附属中学校・高等学校もそうですけど、伸びて、同じ都の教員

ですよね。ですから、どうしてこう違うのかというのをやっぱり知りたいで

す。長い間というか、最初からずっとここが悪いのですよ、評価。ここの改

善がまずされていないので、そろそろ、なぜ改善されないのかというか、今

も大体御意見とかをお答えいただいていますので、それがやはり、またずっ

と続くのかなというのが、いわゆる費用対効果というか、ここが悪いわけで

すよね、投資効果。そこがちょっと気になりますね。 

 でも、ほかのところの、やっぱり中等教育校、よく伸びているところ、地
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方に行かなくても、都と神奈川ぐらいでもいいと思いますけれど、やっぱり

我々もちょっと見に行きたいような気がします。伸びているところの進路指

導をどうやっているかとかということを、直に、そこの進路指導の先生に、

我々もちょっと、何か、至大荘行事も大変大事ですけれど、それは何度か、

ちょっと、ずっと気になっていますので。 

 それから、２番目に、校長先生はよくおっしゃっていますが、優秀な教員

にずっと来てもらいたいし、先ほどおっしゃられていましたが、出ていって

しまう、せっかく育てても出ていってしまうという。ほかの中等教育ではそ

ういうことがないのでしょうか。よくわかりませんけど、その辺がよくわか

らない。 

 それから、負担が非常にいろいろあるということでは、私も、やっぱり大

変で、土日も何か仕事をしているようなところがありますので非常によくわ

かるのですが、ほかの中等教育学校の人たちは、負担がなくて楽なのです

か。それとも、これは構造的なのでしょうか。それもちょっと、やっぱり見

に行きたい感じがします、いずれにしてもいろいろ。 

 それから、その他の御意見の、これ、委員の先生の御意見だと思います

が。行事が多いと書いてありますよね。要するに、仕事が多ければ、負担が

多くなり、またそれに対して効果を求めなければいけなくなるので、何かし

ら効率的にするというか、スリム化するというか、それの次の方針のところ

でも、もう総花的で大変立派な、毎年そうですけど、方針なのですけど、そ

れを何かメリハリをつけたものにするとか、何かそういうことがそろそろ必

要なのかなというのが、それが印象です。すみません。 

 以上でございます。 

会 長  はい。ありがとうございました。 

 よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

委 員  私は、地元の町内会の会長を12年いたしまして、今もやっているのだけれ

ど、地元にいながら、この九段中等教育学校の内容を全然知りませんで、こ

の評議会に入って、いろいろと勉強させていただいているのですけれど。や

はり、区立の中等高等教育学校というのは、難しいですね。要するに、ここ

はＡ、Ｂって分かれて、Ｂは外部かＡは内部かということなので。習熟度と

いう話がさっきから出ていますけど、それに応じてやるわけですよね。そう

すると、極端に言うと、学校が２つあるみたいな感じでやっているわけです

よね。そこへ先生が入ってきて、外部もほかの中高一貫校と比べると、相

当、先生の難易度が、取り扱いの難易度が違うと思いますね、多分。そんな

ことで、全然知らないもので。 

 それと、あと、もう一つは、校長先生が、２番目に、「主体的に進路を選

択していく態度を育成します」と書いてあるのですね。これは確かに、本当

に、国公立学校と私学では全然受験科目も違いますし、それから同じ私立で

もやっぱり違いますし。その辺の準備体制をこの辺から整えていくというこ
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とは、多分物すごく大事だと思うというふうに感じますね。ですから、これ

は非常にいい意見というふうに思っています。 

 以上でございます。 

会 長  はい。ありがとうございます。 

 いろいろな御意見が出ておりますけれども、なかなか実現するのにはハー

ドルが高いものもあろうかと思いますけれども、貴重な意見として、ぜひお

考えをいただいて、現場に反映できるものは、１つずつでも結構ですので、

実現、反映させていただければなというふうに思っております。 

 それでは、よろしゅうございますか。 

 （な し） 

◎日程５ 平成30年度学校経営方針の最終評価 

会 長  それでは、続きまして、平成30年度学校経営方針の最終評価について御説

明をお願いいたします。 

副 校 長  それでは、Ａ３の二つ折りになっておりますホチキス止めの資料です。

「平成30年度学校経営方針における主な取組と目標に対する最終報告」とい

うことで、中間報告でも報告させていただきましたので、それにさらに加え

て、最終的にご報告をさせていただきたいと思います。 

 まず１番目ですが、「多様な生徒に応じた教育活動の推進」ということ

で、先ほども話題になっておりましたが、習熟度別授業に加え、特別講座

を、夏季休業中に74講座、参加延べ787名、期間休業中に15講座開講しまし

た。述べ164名の生徒が参加しました。１週間を１単位としまして、講座を

設定して行っています。期間休業中に、これは秋休みと言っていますが、こ

の間も、５年生、６年生を中心に講座を開設しました。 

 内容としては、上位伸長ということの講座に加え、中には興味・関心をさ

らに高めるような講座、補習的な講座を含めて、１年生から６年生までを対

象として開設しました。 

 （２）番ですが、「生活指導において、リーダーとして相応しい思いやり

の心や規範意識を涵養しながら」と書いているこのことに関しては、運動部

活動のガイドラインに従いまして適正に部活動を実施するということを目的

として、年度当初に保護者説明会を開催し、顧問と生徒とそして保護者が共

通理解をして、活動の計画、内容につきまして共通理解した上で、ガイドラ

インにのっとった形で実施するということを実践してまいりました。 

 昨年度、29年度は、強化部活動ということに関して、保護者の皆様から多

くの質問ですとか、学校での対応というのが多くありましたが、今年はその

ようなことがほとんどありませんでした。ご理解が深まったというふうに認

識しております。 

 学校説明会では、生徒の主体的な活動が実践されて、今年、特に、前回の

中間報告でも申し上げましたように、生徒のほうからこういう発表をした

い、こういう場所を借りて、こういう説明会をしたいのだというような提案

が多く寄せられました。生徒による個別相談ですとか、生徒による説明会に
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は非常に多くの小学生保護者の方が参加されていました。 

 次のページに行っていただきまして、「新たな校内体制の確立と自律的改

革の推進」ということで行っていますが、ミドルリーダーの育成ということ

で、本校では週に１回、ミドルリーダーによる学校経営についての意見を言

い合う会として、主幹教諭そして分掌主任による会議というのを部主任会と

してもっております。この中で、最近、話題としましたことは、行事のあり

方ということで、体育祭をどうしていくかというようなこと、大学進学に向

けて、体育祭の位置づけ、時期をどうしていこうかというようなことを、か

なり盛り上がって意見交換を交わすというようなことが具体的には行われて

おります。若手教員の育成というのを、役割をもたせて行っていくというよ

うなことで実践をしているところであります。特に主幹教諭が中心となっ

て、検討して進めているというようなことが非常に多く見られております。 

 （２）番ですが、教科主任会、教科会ということで、31年度の教育課程を

構築するということがここでは大きな課題でして、本校の16回生、今年４月

に新入学で入ってこられる生徒に関しましては、高校の段階になったときに

新学習指導要領になります。中高一貫校では後期課程で新学習指導要領に準

拠して教育課程を出すということが大きな課題となっており、そこを見据え

た教育内容について検討してまいりました。 

 一方、主任教諭の学校参画への意識には差が大きくということが下に書い

てあります。主任教諭の人数が多く、業務分担において役が特に大きくない

教員につきまして、依然とした差が見られるような傾向はあったというのが

実際のところであります。 

 ３番目、「生徒一人一人に高い志をもたせ、国際社会へ視野を広げるキャ

リア教育の充実」ということで実践していたところとしましては、上位伸長

を目指した放課後の補講を充実させまして、生徒の希望する進路に合わせた

講座を、ほぼ毎日開講しておりました。秋に、校内見学をしていただいた際

にも紹介しましたが、富士見校舎で卒業生ＯＢが開講しますミニ講座という

ようなものを、毎日放課後に時間割を組んで設定しています。本校では８時

まで自習室も開室しておりますが、その時間にも連動させ、東大への進学を

しているＯＢ、他大学への進学をしているＯＢ、それぞれが自己の経験を踏

まえて講座の開設をしているというようなことも、キャリア教育のほうで中

心となって行っておりました。 

 「進学指導に熟達した教員層の異動により、」というのは、先ほどもあり

ましたが、早期に進学実績を向上させるような教員の資質向上が課題となっ

ているというのが、具体的な課題と思いますので、今後さらに進めていきた

いと思っております。 

 （２）国際理解教育が柱ということで、６年間の九段自立プランというこ

とで、キャリア教育の推進というのを開校当初から行っておりましたが、こ

の３年間で、国際理解教育も大きな柱とした６年間の九段自立プランを堅固

にしていくことを行い、その実践が現在進行中でございます。国際理解教育
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を柱とした九段自立プランのグランドデザインの確立ということで、今年

度、新たに１年生では東京グローバルゲートウェイの訪問、それに加えて、

この１月から、第１学年で４回、フォーシーズンズホテルと連携した国際理

解教育活動、具体的に言いますと、国際的に多くの来客のあるフォーシーズ

ンズホテルの方と連携しまして、来客されている海外のお客様と、皇居の周

辺を英語で案内するというのを最終ゴールとして、実際にホテルでの研修に

中学校１年生が15人参加しておりました。15人の参加人数なのですが、募集

をかけた段階で50名おりました。 

 ４・５年生のＵＣＬＡ海外派遣研修におきましても、今年度からスタート

しておりますが、第２回の説明会も82名の参加がありまして、募集定員に対

して多くの応募があり、非常に大きな反響があると見ております。 

 次のページを御覧ください。４番目の「人権教育の精神と社会貢献の精神

の育成」ということで、（１）番でございますが、昨年度、人権教育推進校

として発表会を行いました。そのときに中心となっていた教員が、今年度も

中心となって校内研修を行い、人権教育の成果を引き継ぐ形で、意識を高め

る機会としております。 

 （２）番ですが、「特別の教科である道徳」、こちらは、今年度、通知表

に評価を載せるということを新たに始めました。特別な教科である道徳の成

果につきまして、公開する道徳の授業を、地区公開講座に加え、その成果に

つきましては、講師として来ていただいております大学の先生にも「特別の

教科道徳」の評価の在り方についての講演をいただいております。 

 ５番目、「『知』『徳』『体』のバランスがとれた、国際社会の一員とし

て活躍できる人間の育成」は、来年度から総合的な学習の時間となり、新学

習指導要領の移行期間ということで、総合的な探究の時間ということで、名

前も変わります。本校では卒業研究の取り組みというのを４年生の後半から

行っております。大学の先生に来ていただきまして、テーマ設定のための問

いの立て方からなど、探究の基本的なところから学びます。探究とは何かと

いうことを学ぶ機会、それから卒業研究までの一連の探究学習について、さ

らに深めていきたいと考えております。 

 （２）番は中間報告に加えまして、伝統行事であるクロスカントリーレー

スを２月に実施することができました。クロスカントリーレースに向けての

皇居ランニングも、体育科を中心に授業の中で取組みました。結果として当

日の、「参加率」と書いてありますが、これは完走した生徒と捉えていただ

きまして、在籍生徒に対しておよそ90％の生徒が完走しております。 

 先ほどもありましたが、菊友会の皆様それから法人九段の皆様の御協力の

おかげで、この結果のようになっておりますので、感謝申し上げます。 

 ６番目です。「生徒募集の充実と外部連携の推進」ということで、結果的

に、（２）番を見ていただきまして、「区立小学校・園に対する広報活動や

情報提供を積極的に行うとともに、区外の生徒にも選ばれるための学校づく

りを推進し、区分Ｂの応募倍率を維持していく」ということに関して、区分
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Ｂの倍率は、都立高校と大体同じぐらいに落ちついてきています。区分Ａの

倍率は２倍を超えまして、30年度、昨年度は1.68倍、29年度が1.78倍となっ

ていました。地域の方々のご理解もいただけて、応募してくださる区分Ａの

保護者、児童が増えているということが大きな成果であると感じておりま

す。 

 区内の小学校である千代田小学校それからお茶の水小学校の２校で、保護

者会の際に、最後の時間をいただきまして、説明会を行いました。同様のこ

とを他の小学校でもぜひ続けていけたらと思います。 

 ７番目、「指導力に優れた人材の育成と人材確保の実現」ということで。

これも、先ほどから繰り返し議論していただいているところでありますが、

いただきました御意見を真摯に受けとめております。小石川中等教育学校で

も、１回生の東大進学者は４人だったのすが、今年は１６人となっておりま

す。難関大へ受験をしようとする意識をつくるということに力を入れている

と思います。教員の資質というのは、それほど大きく変わらないのではない

かと思います。生徒にどう火をつけるかというところが、一つポイントにな

るのかなというふうに思っております。そのあたりの指導というのもかなり

あると考えますので、その点での、指導力を本校でも伸ばしていけたら考え

ております。 

 では、（２）番になりますが、完全定時退庁日の設定をしまして、月２回

の定時退庁日を設定しています。４月当初は、仕事が終わらないので、その

完全退庁日のために前の日は残業をしなきゃいけないというような声も多く

ありましたが、２か月目、３か月目と実施するに従いまして定着してまいり

ました。業務を削減するには、業務の効率化、そして教員が互いに、分掌部

会や学年会をとおして情報交換しながら、横のつながりというのを持ち、改

善していくことが必要であるという意識に変わりつつあるように感じており

ます。また、さらに勤務時間が長時間に及ぶ教員については、産業医である

徳永先生のカウンセリングも実施していただきまして、適切なご指導もいた

だいております。来年度も引き続き産業医には、御協力いただきながら進め

ていきたいと思っております。 

 以上になります。 

会 長  はい。ありがとうございました。 

 今の最終報告に関しまして、御質問、御意見等ありますでしょうか。 

 私のほうから、よろしゅうございますか。平成30年度の学校経営方針に対

しての最終結果、おおむね評価としてはよかったように説明を受けました

が。各項目につきまして、課題だとか、やや反省の部分も中にはございます

が。ポイントのところは、多分この平成31年度の経営方針にも反映させて、

充実、改善を図られることだと思いますので、その点はぜひよろしくお願い

したいと思います。 

 少し御質問させていただきたいのですが。３番の（２）ＵＣＬＡ海外大学

派遣研修ですが、募集定員20名に対して82名と、大変好評だということだと
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思うのですけども、これは、募集定員をふやすという方策は考えられないの

でしょうか。せっかくこれだけ意欲的に、生徒さんが参加したいというご希

望があるので、何とか１人でも多く応えてあげたいというのが本音だと思う

のですけれども。受け入れ側の事情もあろうかと思いますし、予算の問題も

あろうかと思いますので、いろいろ難しいところもあると思うのですけれど

も。これだけ好評な、４年生と５年生ですよね、ということは、320名のうち

82名が募集されると。４分の１ぐらいの生徒さんが、ぜひ行きたいという希

望を持っておられるということだと思いますので。この辺は何とか、増枠と

いいますかね、できるならば検討していただきたいと思いますけど。これは

やはり難しいのでしょうか。 

副 校 長 こちらが、今まで中学校の２年生で行っておりましたオーストラリアの代

表による選抜の派遣というのがありました。オーストラリア派遣がありまし

たものを、そのままその予算を上に上げて、中学校２年生で、同じ中学校３

年生で行く場所に二度派遣するということよりは、社会で貢献できる、育成

できる要素というのが非常に高い、大学にシフトした、大学での寮で体験を

しながら、グローバル人材育成講座に参加するというものにシフトしまし

た。校長が新たに設けたものでして、最初は応募がこのようにあると想定し

ておりませんでした。 

 実際に生徒の報告書を見ていきますと、人材育成プログラムでの生徒の変

容が大きく、非常に成果があることがわかります。ただ、予算に関しては、

学校内では解決できないことがありまして、報告書を、教育委員会でも見て

いただいているところですので、ご検討いただき、30人に増員して行けるよ

うな形で本校からも希望を出させていただくことを検討します。 

会 長  はい。まあ、いろいろ制約もあろうかと思いますが、せっかく生徒さんの

前向きな気持ちを、１人でもすくい上げられるのがいいかなと思って、これ

が私の願望でございます。 

 それと、もう１点、生徒募集のところで、Ａ区分は２倍を超えたという、

大変結構なことでありますけども。逆に、Ｂ区分は都立高並みの倍率に落ち

つきつつあると、たしか私の記憶では、Ｂ区分につきましては、昨年度まで

は８倍から10倍ぐらいの推移をずっとたどってきたかと思うのですが、今年

度は５倍ぐらいでしたかね。倍率としては。 

副 校 長  そうですね。 

会 長  ということは、応募者数はかなり減ったということだと思うのですけど

も。何かこの辺は分析をしておられますか。 

副 校 長 女子の倍率よりも、区分Ｂの男子の倍率が２倍ほど下がってしまったの

が、今回の大きな要素でして。それは、昨年、東大の進学がゼロであったと

いうのが大きく影響しているのではないかなというふうに分析しておりま

す。男子の倍率が小石川中等教育学校では高いのですが、男子をお持ちの保

護者が志望されるのは、やはり東大の進学実績が、１つ、目につくところで

すので、そこが大きく要因となっているのではないかと分析しています。 
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会 長  いろんな要因はあろうかと思いますけれども、応募倍率が高いということ

は、それだけ質的な向上も見込めるということだと思いますので。いわゆる

事前の学校説明会だとか、そういうところの工夫も凝らしておられると、前

回中間報告でも伺いましたけれども。引き続き努力いただいて、倍率の維持

向上に努めていただければなというふうに思います。 

 Ａ区分が２倍を超えたというのは、多分初めてではないかと思うのです

が、大変結構なことだと思います。 

 私からは以上でございますが、ほかの皆さんございますでしょうか。 

 どうぞ。 

委 員  幾つかあるのですが、今、直近にあった話から。 

 東京大学が、今回新しく合格者が出たということで、そこはよかったと思

っています。人数が全体の中で１％から２％という話なので、全体を見るに

は、本来は何ら指標になるものではない可能性はあるのですけども、ただ、

一方で、実際にそこは目につくところといいますか、特に九段中等への入学

希望者からすれば、そういう大学に進学ができる可能性がある学校なのかと

いう見方をされることも実際あるのだと思います。そういう意味では、上位

層が伸びていくというところは非常に重要な要素になる、全体を引き上げ

る、学校としてよくなっていくという意味でも、非常に意味があるかと思い

ますので、今回、そういう意味では、今年度はよかった面はあるかと思いま

す。 

 ただ、それが大きく全体へ波及していくというところまで伸ばしていくこ

とが求められるとは思っています。ちなみに、東大だけがいいのかというの

はあるのですけれども、確かに大学サイドの目から見ても、やはりいろんな

意味で、東大は非常にすぐれていると思います。学生にとっても、チャンス

も、そこに行ったほうが、いろいろな意味であり、高いレベルの学習もでき

るというのも事実なので、そこは、それ自体を否定するものではないし、そ

れが事実だと思っています。 

 一方で、九段について、それをどう実現していくのかといったときに、最

初の１の（１）のところで、数学、英語の習熟度別授業をしているというこ

とで、「上位伸長を意識した具体的な到達目標の設定と指導が定着した」と

いうことであるのですけれども、ここについては、ひとつ、より充実化をさ

せていっていただければと思っております。 

 先ほどまでありましたとおり、区立の中等教育学校であることが１つの難

しさをはらんでいるというのが、九段の指摘として先ほどからありますけれ

ども、この習熟度別授業で進めるというのは、１つの解決策の方策の１つだ

ろうとは思っております。 

 その中で、例えば英語について見れば、積み上げていくものというより

は、その都度その能力に合わせた授業がされることが最も好ましい。すなわ

ちそれは、学年という枠を必ずしも当てはめなければできない授業ではない

部分というのが多々あるのかと思っております。記憶によれば、九段は、英
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語について、例えば最低時間数を超えた形で授業がなされている。してみれ

ば、その増えている部分については、特別な扱いでの学年を超えた形で、習

熟度別にこれを構成するなど、区立だからこそのフレキシブルさというとこ

ろが、むしろ強みにできるというアプローチも考えていかないと、区立であ

ることがマイナスだというメッセージでは非常に残念であるということで、

そういったむしろ軽やかに動ける部分もあるのだというところをメッセージ

として出すのもいかがかと思った次第でございます。 

 それから、ＵＣＬＡについては、非常に好評だということについて、よい

ことだと思っております。一方で、ディズニーランドに行くのは、若干遠足

感が出過ぎているのではないかという意見もございます。 

 以上です。 

会 長  はい。どうぞ。 

副 会 長  今の校長先生になられてだと思いますが、今年度の報告が、特に先生が、

今、報告いただいた後のキャリア教育部から後のところのコメントが、大変

率直で、非常にここの学校が抱えている問題というのを、教員サイドから、

ないしは職員サイドから見て、非常に率直に出されているということで、

僕、大変これ、とてもいい報告書だというふうに思っております。 

 それで、今までは我々の委員の診断書の評価だったのですけども、平成30

年度学校経営方針実現に向けた取組、各担当別のところの一番下に課題が出

ていて、教職員のご指摘だと思いますが。これを見ると、やはり大変教員の

環境が非常に切迫しているということがわかります。生徒指導部のところで

あれば、一番下に、定期異動の教職員が非常に多いとか、未解決のまま放置

されているとか、第３学年のところにもそういうことが書いてあり、それか

ら、第６学年、最後のページには、教員の異動が多く、経験やノウハウの伝

達が困難だとか、教員のやはり置かれている環境とかに関して非常に多く指

摘されているので、やはりここはもうちょっと、どういう解決策、これはわ

かりましたので、こうしてほしいとかいう、もう一つ、一歩踏み込んだ解決

策というか、こういうところで議論してもいいと思いますけど。そこはやは

り教務部のところに、「宿泊行事や学校行事が多い」というご指摘が、４番

目のマトリックスのところですけども、書かれていますので、そういうとこ

ろは、今までの我々の経営診断とほとんど共通するところと。 

 それから、やはりもう一つ、総務部の最終報告ですけども、「全国唯一の

区立中等教育学校である本校の良さを活かしきれていない」というところ

は、いわゆるうちの中高のアイデンティティー、区立であるとか、独自性が

やっぱり出ていないというのを指摘されていますので。それから、その下の

総務部の２番目のところに、進学実績が落ちているというのを、はっきり教

員のほうも自覚されていると思うのですね。先ほどの東大の話は、東大へ行

くことがいい話も全てではないのは、そうなのですけれども。中等教育学校

から、どれだけ入ったかというのが格付になっているところがあると思うの

です。ですから、これが受験のときとか、うちを受ける生徒を父兄がどう見
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るかというときに、例えば桜修館中等教育学校や白鷗高校・附属中学校の下

になっているとか、そういうのになるので、やはりちょっと、侮れないとい

うか、というところだと思います。 

 それから、後で、次の31年度のところと、あと、大学の進学のところにも

あるのですが、特に、次で出てきますけど、難関国立大学の実績を増やすと

いう言葉が出てきているのですが。それがこの実際の実績からすると、どん

どん下がっているのですね、数が。国立大学に行く人の数が、27年が40人だ

ったのが、難関といっても超難関ではないのですけど、旧帝大とかのほうで

すけど、27年が40人なのが30年に19人とか、どんどん下がっているのに、そ

ういう国立大学とかいうのを前面に出しているというのが、非常に矛盾があ

るので。こちらの30年の報告は、「難関大学」になっているのですけども。

31年度には、「難関『国公立』大学」になっているので、何となく意識とし

てどこを狙い撃ちするのかとか、さっきの習熟度でもそうですけど、どの部

分はこことかないと、何か絞れない、絞っていないのかなという。 

 やはり慢性的に問題解決がされていないというか、事務局はずっと従事さ

れているので、多分ずっと同じ指摘をこういうところで我々がしているのは

もう、重々ご承知だと思いますけど、解決が全くされていないのがずっと続

いているというようなところであります。 

 一応それだけです。すみません。 

会 長  はい。ありがとうございます。まさに今の副会長の御意見は、この学校経

営評議会の委員の正直偽らざる気持ちも代弁していただいたというような感

じでございますが。 

 本当に、方向感としては、目指している方向感は間違ってはいないと思う

のですけれども、実績が伴っていないと。そこは、原因がどこにあるのかと

いうところは、つぶさに検証が必要なのかなというふうに思いますので。今

の御意見もぜひご参考にしていただいて、教育委員会のほうも、その対策、

対応についてぜひ真剣なご議論をしていただければなというふうに考えま

す。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

委 員 教員の異動について、千代田区も東京都も一緒だと思うのですけれども、

まず新採が着任後、次の異動に選ばれる学校が、異動要綱では、ここが２校

目になります。従って、新採の着任校でどのように研修してきたかを管理職

は把握後、校務分掌に配置するとき適材適所を考えないといけません。です

から、当然、私はこの報告書を見て、２校目の方が本校で教師として鍛えら

れていくと思います。本校の児童・生徒たちを満足させるというので、大分

頑張っているので、勤務時間等も長くなり、頑張らざるを得ないことに、注

目します。ここで先生たちが更に自分に磨きをかけて成長して異動すると思

います。 

 そういう中で、ここの卒業生が、放課後の学習に、特別学習にＯＢが出て

きて、そして子どもたちを刺激する形ができてきているかなと思います。私
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は様々な学校を経験しましたが、伝統校の良さ、ＯＢの働きの良さと思いま

す。それが本校にも浸透しつつ入ってきています。 

 更に、本年の卒業式で、私も学事報告等を見まして非常に感激したのは、

中学１年生を持った先生が、６年間全部担任をしていまし方が、１人いらし

た。また、副担等で担当したりしなかったりしている現状では、いかにこの

６年間の先生方の担当を、校長が頭を悩ませながら作成しているのかという

ところに頭が下がります。２校目の異動も含め、これまで頑張ってくれたこ

とが、何とかここまで築き上げてきたのかなと思います。 

 更に、より一層教師がまとまって努力していいものをつくり上げていくこ

とによって、教員とＯＢと、それから皆さんとでバックアップしていかない

と、本当に中等教育学校がなし崩しになってしまっても困るかなというよう

に考えています。 

 なお、やはりＡ区分、Ｂ区分の１つの入学選抜が、ほかの都立の中等と違

ったところがあります。そういうところでも、やっぱり区の中等のよさがそ

こにまた何かあらわれてくるものがないかなというふうにして、私は考えて

いますけれど。たまたま異動してくる先生方が、都立高校から、中学校は区

立から異動して来ますので、相互の連携と交流で、今後５年、10年先どうい

う方向で学校を作り上げていくのかちょっと楽しみにしているところがあり

ます。 

 アイデアはありませんけれど、先生方の努力を見守って、何かしていかな

いといけないかなと思っています。 

 以上です。 

会 長  はい。ありがとうございます。 

 どうぞ、副校長先生。 

副 校 長 都立の中高一貫校と比較して、人の動きということで申し上げますと。本

校は、人事交流ということで、都立から教員が転入してくることになります

ので、その仕組みの上で、６年間たったら異動ということで、昨年も中学校

３年生に、次は学年主任になると予定していた教員、それから今年卒業しま

した６年生の学年主任も、５学年まで持ち上がっていた学年主任が、６学年

に上がるところで、東京都に戻らないといけないということがありました。 

 一方、都立では、長年いるベテランの教員が進路指導にあたることができ

ます。いわゆる職人技みたいなことができる教員が各教科にもいるというこ

とも見受けられます。 

 本校では在任期間に年限があるので、熟成されて指導力が付いたところで

異動ということがあります。開設の、当初は、校長も長くいられるから、中

高一貫校だと２周ぐらいいけるかなというふうなことで言われていたのです

が、残念ながら、今それができなくなってしまっているので。一方、都立で

は２周目の人がいる、ぐるぐるやっているという状況ですね。そこも違いい

かなというふうに思っております。 

 それをカバーする要素として、私は説明会で話をよくしますのが、区立に
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しかできないことがあるのですということを言っています。それは、潤沢

に、人員が多くいただけるということと、予算があるということで。そうい

う意味で考えると、都立では自腹で予備校の、私も講座を受けていましたけ

れど、本校では、教員の研修参加費の予算を出してもらっているので、多く

の教員が外に勉強に行っています。なので、すくすくと教員が育っている学

校ではあると思っております。 

会 長  はい。わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、よろしゅうございますか。 

 （な し） 

会 長  以上、平成30年度の学校経営方針最終評価につきましては終えたいと思い

ます。 

◎日程６ 平成31年度学校経営方針（案） 

会 長  それでは、平成31年度の学校経営方針につきまして御説明をお願いしたい

と思います。 

 こちらは。 

副 校 長  はい。そうですね。今年度のものと、さらに加わったところということに

ついてお話をさせていただきたいと思っております。 

 今年、学校要覧でお配りさせていただきました学校経営方針に加えて、平

成31年度の学校経営方針の重点項目に対して加わっているところを説明させ

ていただきます。 

 進学実績につきましては、もう繰り返しになりますので割愛させていただ

いて、その中の（３）番の「生徒一人一人に高い志をもたせ、国際社会へ視

野を広げるキャリア教育の充実」の中の、次のページの（イ）になります

が、５年生で今まで関西の研修に行っていましたが、２年後からスタートさ

せるということで、５年生のシンガポール海外修学旅行のこれから準備を始

めるということになっています。これが完成しますと、６年間の国際理解教

育が完成するということで考えているところでございますので、今現在、調

査、検討中でございます。 

 （５）番、「『知』『徳』『体』のバランスがとれた、国際社会の一員と

して活躍できる人間の育成」というところで、（イ）ですが、ここに加えて

おりますのが、「また、」から後の（イ）の最後の文章ですが、「また、大

学入試改革に対応するために、学校行事の見直しを検討する」ということ

で、先ほどご紹介しました部主任会のほうで検討しておりますのが、６年生

の英語検定による大学入試選抜、その対応ということで、６月、９月、それ

から10月あたりに、大きな検定がございます。英語の検定の認定が当たって

おりまして、そこが体育祭とぶつかっているのが、その懸案事項の今回は５

月末に体育祭がありますので、それを５月ちょうどのところで体育祭を実施

するということで、支障があるのではないかと。進学実績を伸ばしていくと

いう方針の中で、ここは大きくかじ取りをして、時期を考えていかないとい

けないのではないかということで、検討を進めているところでございます。 
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 今週には、生徒、保護者に対してのアンケートを配布しまして、この実施

に関しての意識調査と、文科省の資料も含めて配付した上での意見をいただ

きまして、今年度の行事計画の中に、具体的に言いますと、今の現４年生が

５年生になって、通常は次の最後の６年生でリーダーとなって体育祭を引っ

張っていくという設定で行っているところを、そこで検定があるので、実際

に今年度のうちに２回目の体育祭、リーダーとして行事の達成感を持たせる

ような２回目の体育祭を行って、６年生では大きく時期を変えていくという

方向転換をしていかないといけないのかどうかというところを検討している

ところであります。まだ途中段階ではありますが、意識調査の段階でござい

ます。 

 （５）番ですね。そのあたりということが、行事検討の見直しということ

で、体育祭ということが具体的に行っているところです。 

 （７）の「指導力に優れた人材の育成と人材確保の実現」の（イ）になり

ますが、教員のライフ・ワーク・バランスの実現に向けてですが、今年度の

学校経営方針では、１週間当たりの在校時間60時間以下を目指すとなってお

りましたが、こちらのほうが、文科省の通達に合わせまして、「１月あたり

の超過勤務時間45時間以下とする」に改めてございます。ここが変えてある

ところでございまして。あとは、本年度の方針と同じになっていますが。加

えたところを重点的に説明させていただきました。 

 以上です。 

会 長  はい。ただいま御説明のありました平成31年度の学校経営方針（案）につ

きまして、御意見ございますでしょうか。 

 基本の骨子につきましては、従前と基本的に変わったところはないかと思

いますが、一部、今、副校長から御説明がありましたように、一部変化を加

えたところが出てきているようでございますけれども。 

 私のほうから１つお願いは、教育方針は結構だと思います。ただ、昨年度

の最終報告ではないですけど、ぜひ絵に描いた餅に終わらないように、それ

ぞれの方針によって、着実に成果が上がるような、そういう活動をぜひ４月

からやっていただきたいなと。特に、７番目の人材の育成、確保の実現とい

うところは、先ほどから出ておりますけども、当校の永遠の課題だと思いま

すけれども、何とか平成31年度、少しでも成果があらわれてくるような方向

でご努力をしていただければと。学校だけの問題ではなくて、教育委員会も

含めての対応になろうかと思いますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 皆さんから何かございますでしょうか。 

 どうぞ。 

委 員  今の最後の７番のワーク・ライフ・バランスのところですが。今度から45

時間以下ということになっていますが、これに倣って言うと、48時間が45時

間ということだと思いますが、これまでは残業が80時間以上だと、今、面談

というのをやっているのですが、こちらが今度45時間ということで、相当、
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かなり厳しい制限になってきました。なので、ここを目標に近づけるために

は、やはりご父兄の方とか、そういった方にも非常に協力をいただかない

と、やはり父兄対策とかそういったところで時間をとられていることも多い

ようなので、ご父兄にも重々ご理解いただいて、御協力を仰いでいくという

ことをしないと、かなりこの目標にはほど遠いかなと。 

 今ですと、もう本当に150時間ぐらいオーバーしている先生もいらっしゃる

のが現実なので、土日もかなりとられている先生も多いということなので、

ややかなりかけ離れた数字になってしまっているので、この辺をやはり、皆

さんに御協力を仰がないといけないところかなというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

会 長  はい。今、委員にご指摘されたことに関しましては、昨年も保護者の方か

らの御協力もぜひという意見を賜ったかと思いますが。重ねてだと思います

ので。 

 Ｐ．Ａ．会長としてはいかがですか。 

委 員  前回も同じような話になったかもしれないですけども、父兄の協力という

のが何を意図しているのかによって、全くその受けとめ方って違いますよ

ね。そこは、どういった意図になるのですか。 

委 員  例えば、先生との面談ということも多いのですかね。それが御父兄、やは

り勤務していらっしゃると、通常の勤務時間以外ということになると、夕方

遅い時間でとか、あと、土日の時間を要請されるということもあるというふ

うにお聞きしているので、勤務時間内にそれが対応できるように。ですか

ら、職場でもそこは受け入れてもらえるような体制ができないか。ですか

ら、社会全体がそういったことに対応していかないといけないと思いますけ

れども。先生の勤務時間以外での面談などを希望される父兄も多いというふ

うに伺っているので、そんなところも…… 

委 員  前回もそれと同じ話であったのですけど、面談というのが、いわゆる定期

的な学校としてやるものではなくて、個別にご相談に来たりしたり、電話だ

とか、もしくは何らか物理的に来られてという、個人的な御相談という意味

でよろしいですか。 

委 員  それもあるかと思いますね。例えば、夜の、夜中の時間に学校に電話があ

ってということもなくはないという。 

委 員  ごめんなさい。そういう意味では、そちらではなくて、今おっしゃってい

ただいているのは、どちらかというと、両方…… 

委 員  両方ですね。先生方のほうではどういうことが多いのでしょうか、逆に。 

副 校 長  まあ、そうですね。やっぱり基本的には、年に１回、２回やっている三者

面談というのは、時間内の設定はするのですが、なかなかお仕事の関係で、

どうしても勤務時間外に入れてほしいという御意見があるということは確か

です。そのような御要望をいただくと、やはりそれに沿うようにと担任は思

って、時間外に設定することはやむを得ない状況で今あるかなと思うので、

それこそご理解いただければ助かるなと思いますし。 
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 また、特段の緊急でいろんなことについて相談したいなんていうこともあ

ると思いますが。それも、８時、９時ぐらいに電話をかけてきてという保護

者の方も実際にいないこともないです。そこから対応となると、本当にも

う、物すごく遅くなってしまいますので、本当に緊急性があるのか、という

ところも含めて、判断いただいて、できるだけ勤務時間を守るように、こち

らも話し合いをしますけれども、保護者の方にも理解いただければというふ

うに思っております。お願いいたします。 

委 員  ありがとうございます。責任を持ってということは難しいですけれども、

できる限りそういったメッセージを出していくようにはしたいと思います。 

 あと、もう一つ組織的な対応として、学校として夜遅くの電話について

は、例えば担当の方を１人置いて、その人が一次受けするというか、要はダ

イレクトに話をするとどうしても長くなるような話が、「一旦、受け取りま

すね」というような、何かそういうアプローチをすることで、全体として緩

和するといいますか。要は先生が不用意に残らなきゃいけないという状態を

できるだけ少なくして、どうしても間に入る１人の方は、その日はちょっ

と、遅番みたいな感じになってしまうかもしれないですけども、何らかそう

いう、この中等教育学校の組織としての対応というのが考えられるとよいの

かと思います。 

 私は、できる限り保護者の方には、そういった学校全体のために、少しよ

く時間等を考えてくださいというメッセージは出そうとは思いますけど、一

方で、学校でも少し考えていただければと思います。 

副 校 長  今、電話担当というふうに言われたのですが、電話担当として時間外勤務

を命ずるということはできないので。そうすると、千代田区の小学校では既

に留守番電話を導入するという取り組みもあるので、受け取るということで

あれば、留守番電話ということもあるかもしれませんし、何かしら対応をし

ていくということができたらというふうには考えております。 

 ただ、自習室を使っている生徒がいるということが富士見校舎にはあるの

で、８時までの勤務はあるのですが、電話だけのために教員を充てるという

のはできないところです。 

会 長  はい。よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

委 員  もう一つ、では。これまでの約10年とそれからこれからを考えてみたとき

に、この学校経営方針の中で、先生方の、これは区のほうにもお願いしたい

のですけど、先生方の持ち時間をもうちょっと緩和できないかなと。という

ことは、人をもうちょっと増やしてほしいなというのと、さらに今、東京都

も70歳を定年とすることを考えているみたいなのです。世間の公務員も会社

員も70歳まで働くと。従いまして、60、65歳で近々に御退職された方で、ま

だ働けるという方を、人材を探して、本当にそういう方にこちらをお手伝い

していただくと。そうすると、授業以外のところでもそうですし、先生方の

持ち時間数も、１時間でも２時間でも少なくなると、よりこの大きな九段の
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伝統ある行事でしょうか、そういうところも充実できるし、またさらに、そ

こに御退職された方を配置することによって、私はみんな教員のやることだ

と思っているので負担なんていうことを考えたくないのですけど、業務をよ

り定量化することになるかなと思いますので、ぜひ人の派遣を区のほうで考

えていただけると、本当に千代田区としての学校の６か年教育のよさが出て

こないかなというふうに考えますので、ぜひお願いしたいなと思います。 

委 員  その点について、１ついいですか。今の御意見の関係でなんですけれど

も、この教員の数というのは、千代田区の公務員の定数の枠内に入ってい

て、勝手に増やすことができないと、予算をつけたから増やすことができる

というたぐいのものではないと理解しているのですけども。まず、その点は

その理解でよいでしょうか。 

事 務 局  後期課程の教員は枠内に入っています。 

委 員  後期は枠内に入っているけども、前期は。 

事 務 局  前期は入っていないです。 

委 員  とすると、すなわちそれは、どういう意味かというと、前期については人

数を増やすことは、予算だけの問題だというふうに…… 

事 務 局  前期も後期も含めてなんですけど、全部、東京都の教育委員会の方で、生

徒の数に応じて派遣というか、区に来ますので、区でもし増やすのならば、

区の定数の中に入っている人として新たに雇うという形になります。 

 ただ、それは区で雇った教員なので、ほかの都内の学校には行かないとい

うことになります。 

委 員  なるほど。なぜそのようなことを聞いたかというと、限られた定数の枠の

中に、先ほどご提案があったような形で、例えば70歳まで採用可能なんじゃ

ないかという話を、仮に定数を使ってまで来てもらうのであれば、それは本

質的な問題が別のところにあるといいますか、定年近くになった、もしくは

定年後の方をより積極的に活用しようというのとは違う律速が存在するの

で、むしろ、何といいますか、より若くて元気のある人のほうがよいという

判断もあり得るかもしれないので、先に採用すべきと提案いただいた退職後

の人の集合から選ばなきゃいけないという提案になったとすると、それは非

常に懸念だと言わざるを得ないと思います。 

 ただ、その枠外で、定数の枠外で、もしそういったことができるのであれ

ば、そのような活躍の場というのが九段の中にあれば、さらによいとは思っ

ております。 

委 員 御退職された方で、再任用とか、それから再雇用とか、そういう方を対象

に、私は、具申をしていただけるとありがたいなと思います。教職員定数外

で、まだ働ける方を、ぜひ、１人や２人でも多く、教科の中に入っていった

り、行事の中に入っていったりすることによって、先生方がもうちょっとい

ろんなところで働けるかなと、正規の教員が働けるかなというふうに思いま

す。 

委 員  ありがとうございます。そういう趣旨であれば、いわゆる予算の範囲の話
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であって、より先生方のこれまでの経験を生かしていただけるということで

あれば、非常に我々もありがたいと思いますし、そのように、もし区のほう

で対応していただけるなら、非常にありがたい話だと思います。ありがとう

ございます。 

事 務 局  先生（委員）のご提案は、いわゆる非常勤という形でということですよ

ね。 

委 員  そうです、非常勤。 

事 務 局  はい。非常勤の教員については、中等だけではなく、ほかの学校もありま

すので、ここで、一概にここを増やすとかそういうことは申し上げられませ

んが、必要な人材については、その都度こちらのほうでも検討しながらやっ

ていくということで、考えてはおります。 

会 長  はい。わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。 

 よろしゅうございますか。 

 （な し） 

会 長  それでは、平成31年度学校経営方針（案）、ぜひよろしく、推進のほどよ

ろしくお願いいたします。 

◎日程７ その他 

◎日程８ 閉会 

会 長  最後になりますが、７番のその他に進みます。 

 事務局のほうから何かございますでしょうか。 

事 務 局  はい。事務局からのご連絡でございます。 

 学校経営評議会の委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、平成30

年度の学校経営評議会にご出席をいただきまして、また貴重な御意見を賜り

まして、まことにありがとうございました。 

 今期の学校経営評議会委員の皆様の任期につきましては、この３月31日を

もちまして、この２年間の任期が満了となります。これまで皆様におかれま

しては大変お世話になりまして、まことにありがとうございました。重ねて

厚く御礼を申し上げます。 

 なお、平成31年度からの学校経営評議会につきましては、後日改めて、ま

た皆様にご相談をさせていただきたいと存じますので、引き続き御協力のほ

ど、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

会    長  はい。ありがとうございます。 

 各委員の皆様方、この２年間、本当にありがとうございました。心から、

私のほうからも御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

 以上、他になければ、これで閉会とさせていただきます。本当にありがと

うございました。お疲れさまでございました。これをもちまして、閉会とさ

せていただきます。 

 


