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1 教育目標

豊かなD 知の創造

Ⅱ目指す学市支像

豊かな教養と高い志を身に付け、創造的・意飲的に行動できる資質M助を育成する学校

Ⅲ教育活動の基本方針

1「鍛える」豊かな人間性の育成

自らを律し、,思いやりの心や最後まであきらめない心、人とのかかわりを大切にする心、主体的に社会に貢

献しようとする心、廣凾村、る心など、豊カヅ訂心を育成する。

2「学ぶ」確かな学力の向上

6年間を見通したま^続性のある教育課程を意図的・計画的に編成し、思考力・判断力・表現力や学ぶ意飲を
含む確かな学力を育成する。

3「生きる」キャリア教育の充実

自己の能力・適陛を知るとともに、1評来＼の夢や希望を抱き、学ぶことの意義や目的を瑠¥し、自己舞見を

目指して主体的に進路を選択していく熊度を育成する。

令和2年度千代田区立九f妾中等教育料交料交経営方針

Ⅳ令和2年度の判交経営方針

1 学習キ旨導

授業を学習チ旨導の根幹とし、生徒・教1哉員が一体となった授業を展開しながら、「知の創造」へとつなげる。

【方策】

(1)授業を学力伸張の第一の場ととらえ、生徒と教員が協働して質の高し寸受業を創造する。

ア)双方向的な対話による学び、生徒が主体的に思考する授業、思考を表現する授業、他者の考えに"蛸し、

相互に深い学びへと発展する授業を展開する。
イ)定期考査においては、知識と思考力、判断力、表現力等を問う設問をバランスよく配置する。

(2) 6年間の教育課程を進めるにあたっては、「知の創造」へのつながりを常に意図する。
ア)育朔課程(中学課程)では「知の系統化」を意識し、 3年次に実カテスト「大樹」の実施によって糊斗

の体系的なまとめを図る。

イ)後期課程(高梼課程)においては「知の統合」を意識し、新斗間連携を充実させながら「確かな学力」

を育成する。

(3)薪斗マネジメントの充実を図る。
ア)新斗会およてド教矛斗主イ壬会を月1回程度実施し、薪斗として組織的な対応力を高める。

イ)長期休業中の特別講座や大学進学チ旨導における補習について、組織的計画的に取り組む。

ウ)模試分析会の結果や生徒による授蕪判西の結果、外部コンサノレティングの結果等を共有し、教矛斗として

組織的な授業改善に取り組む。

エ)先進樹見察、予備校における授業、外部主催の研修会等で得たt青報を薪斗で共有し改善に資する。

ガ校内における相互授業参観など、 OJTによる自己研彦の場を増やす。

(4)学校間研彦を描隹し(都立日↓峪高校との新斗研彦、都立文京盲学校との授業研完車携、私立高校の連

携先開拓)、授業力向上に資する。

令和 2年4月1日

千代田区立九段中等教育学校

校長牧里予敦
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2 生活指導

規律ある生活を基盤とし、自己陶冶から豊カゾ訂Dを身に付け、互いに助け合い高め合う集団を形成する。

【方策】

(1)生活キ旨導がすべての指導の根幹であることを念頭に、教1鵲員が一致して夫鴨包意識を高めるキ旨導を行う。

(2)本皎のよき伝統である「イ也者への思いやり」を一層高め、あらゆる場面で豊かな心の育成に努める。

(3)生徒に寄り添い、生徒と向き合う指導を心がけ、自律した生徒を育成する。



ア)学年・教手、斗担任、音隔動顧問等が連携し、多くの目で生徒の育成を図る。
イ)スクールカウンセラー◆特別支援教育キ旨導員と密に連携し、個に応じた教育相談機能を充実させる。
ウ)日常的な観察やアンケート調査などを通していじめの早期発見と迅速な対応を心がけ、いじめのない学
校づくりに努める。

【数値酎引

(1)2~6学年にっいては、各学年前年遅亥"者数から半減 1学年にっいては前年度1学年遅亥"者数から減

3 進路キ旨導

高い目標をもち、最後まであきらめさせないキ旨導を継続しながら、各生徒が希望する進路舞見を図る。
【方策】

(1)新村旦任・学年・部活動顧問等が朧&共有し、生徒に寄り添い向き合うことで、進路舞見を支援する。
ア)模試分析会や個別ケース会議等で生徒情報を共有し、計画的なチ旨導や日常的な声掛けにも活用する。
イ)昨年度整備したオンラインデータ等の情報を積極的に活用し、データに基づいた進路指導を心掛ける。
ウ)学年集会等、集団となる場を効果的に活用し、高い志望をあきらめさせないキ旨導を継続する。
(2)個別面談においては、実施前に各学年が生徒清報を共有し、意図的計画的に実施する。
(3)長期休業中の特別講座や受験期における個別添削キ旨導など、教矛斗が組織的効果的に取り組む。特に個別
添削チ旨導においては多くの人数で受験キ旨導に関わり、前年度から一層の充実を図る。
(4)既卒生のための進学支捌本制を整備し、受験予定大学とその結果の迅速な把握に努める。

4 キャリア教育

「大学のその先」を見据えたキャリア形成と、豊かな国際感覚を身に付け、社会に貢献できるりーダー育成
を目指す。

【方策】

(1)「九段自立プラン」にっいて、これまで蓄積したノウハウを生かし、担当部署と担当学年が緊密に連携し
ながら改善・充実を図る。

ア)全プランで学び方のスキル(「課題☆¥決型学習」叶青報収集」「発表・劉言」など)の習得・向上を目指す。
イ)協働イ乍業や交流により、多様な意見に"虫れながら、同時にコミュニケーション能力の向上を図る。
(2)国際琳轍育をこれまでどおり推進しっつ、「多様な英語」で「多様な文化・思考」1餉凱る機会を増や
していく。

(3)人権教育、特に「インターネットによる人樹曼害」や阿ヒ朝鮮による竝致問題」などを充実させる。

5 特別活動

学業と両立させ、生徒同士が互いに高め合う場としての特別活動を推進するとともに、帰属意識を醸成する。
【方策】
(1)特別活動(行事、委員会活動)を生徒の自主的自律的な活動の場としての充実を図り、成就感、達虜惑
を高める。

(2)部活動への参加を奨励するとともに、活動時間を厳守しながら技林テ・精神の向上を酎旨す。
(3)休業措置等から生じた特別活動の変更に伴い、効果的な教育活動の実施を目指,數ず課程を再編する。

6 募集・広報活動
効率的.効果的に劉言する募集文糠を行うとともに、生徒の自己肯定感を高める広報活動を行う。
【方策1
(1)学皎"悦明会においては、生徒を主体とする部分をさらに増やす。
(2) HPの英語ページの充実を図る。

(3) webの活用など、多様な媒体を通した募集・広報活動を検討・実施する。
(4)大学合格状況にっいて、在校生、既卒生ともに迅速で正確な情報の収集と公表を行う。

7 学淡経営・組織体制

教1哉員と経営企画室が一体となり、即ANP.A.、菊友会、法人九段、地域と連携した学校経営を行う。
【方策】

(1)本佼凱系団体はもちろん、他業種を含めた外部との連携を積極的に行い、教育機能を向上させる。
(2)恒常的に業務の見直しや効率化を図り、1競員のライフ・ワーク・バランスを推進する。



1 基本方針

学校経営方針に基づき、自己の育助・適性を知るとともに、1評来への夢や希望を抱き、学ぶとと

の意義や目的を瑠至し、自己邦見を目指して主体的に進路を園尺していく態度を育成するキャリア

教育を舞見する。また国欝士会へ貢献するりーダーとしての資質・ヨ助を育成するキャリア教育の

実施に向けて、主導的・計画的・系統的に取り組む。

令和2年度キャリア教育音B経営方針

2 重点課是_頁

(1)各学年と連携して6年間を見通したキャリア教育指導計画を推進する。また新大学入試の趣旨

や方向性を踏まえた進謝旨導を主導する。

(2)模試・学カテストをふまえた分析会・志望校検討会・出願検討会を効果的に行い、難関国公立

大学の合格者数の増加に向け活用するとともに、学校全体の授業及て階別講座や補習体制を整備

し、とくに習熟のネ呈度に応じた授業の見直しと改善とを図り上イ立層の学力伸長を実現する。

(3)卒業生の進路キ旨導データを膨里・分析することによって、本卞艾の進路指導進岩旨導に活用す

る。

(4)「九段自立プラン」を推進するとともに、その中心である総合的な学習の時間及ひ総合的な探

究の時間について主導的な立場で活動内容を精選・確立する。

キャリア教育音Π主任小美野清一

3 重点課題角¥決のための具体的方策

(1)「九段自立プラン」において、進路指導のあり方を明確にし、各学年キャリア担当教員と堅密

に連携することによって、各学年の取組において具チ見化させる。また次期大学入試改革に文ナず

る対応として、新大学入試に準拠した1奬試・学カテスト、大学受験関連企業等が開発する進路指

導ツーノレを活用する。

(2)分析会・志望校検討会・出願検討会においては、各新斗がキ莫試等の結果を基にした対策を提案

または生徒の習熟度を小問ごとに分析するなどし、担イ壬や教チ村旦当者が共有した情報を生徒に還

元できるような会とする。授業及て階別講座や補習体制のあり方についてキャリア教育音"主導で

キ識十を提示し、自律的学習力を育成する体制を整えるとともに上イ立層の進路希望実現を意識した

体制を推進する。また各学年の面樹旨導のキ識+を示すものとする。

(3)過去のデータを整理し、分析会・志望校検討会・出願検討会での利用できるよう分析を進める。

また校内研彦会での受験佶果の振り返りにおいて、蓄積された過去のデータを分析し、各学年に

おける進路指導のあり方などを提案する。

(4)「九段自立プラン」についてキャリア教育部が主導できるよう、キャリア教育部学年担当と学

年キャリア,教育担当との堅密に連携した部会を確実に実施するとともに、部内でその情報を共有

する。過去委女年間で見直した総合的な学習の時間や、総合的な探究の時間における活動内容につ

いて、年度末までに検証し、次年度に向けて改善を図る。とくに卒業研究においてゼミなどの内

容、進め方など指導内容を確立する。

4 その他

各学年キャリア教育担当教員と組織的なマネジメントを行う。





1 基本方針

「豊かな心知の創造」を教育目標とする学校経営方針およびその重点目標に基づき、部、学年、

委員会、教科と連携し、様々な本校の組織的・教育的課題を解決するとともに、業務の定式化を図り、

業務効率の高い環境作りを推進する。

2 重点課題

(1)授業を学力伸張の第一の場ととらえ、生徒と教員が協働して質の高い授業を創造する。

(2) 6年間の教育課程を進めるにあたって、「知の創造」へのつながりを常に意図する。

(3)教科マネジメントの充実.を図る。

(4)学校間研修を推進し(都立日比谷高校との教科研修、都立文京盲学校との授業研究連携、私立高

校の連携先開拓)、授業力向上に資する。

(5)各施設、 1CT機器、教材、教具等の利用環境を整備し、指導方法の工夫、改善を図る。

令和2年度教務部経営方針

3 重点課題解決のための具体的方策

(1)ア)双方向的な対話による学び、生徒が主体的に思考する授業、思考を表現する授業、他者の考

えに触れ、相互に深い学びへと発展する授業を展開する。

イ)定期考査においては、知識と思考力、判断力、表現力等を問う設問をバランスよく配置する。

(2)ア)前期課程(中学課程)では映nの系統化」を意識し、 3年次に実カテスト「大樹」の実施に

よって教科の体系的なまとめを図る。

イ)後期課程(高校課程)においては「知の統合」を意識し、教科間連携を充実させながら「確

かな学力」を育成する。

(3)ア)教科会および教科主任会を月1回程度実施し、教科として組織的な対応力を高める。

イ)長期休業中の特別講座や大学進学指導における補習について、組織的計画的に取り組む。

ウ)模試分析会の結果や生徒による授業評価の結果、外部コンサルティングの結果等を共有し、

教科として組織的な授業改善に取り組む。

エ)先進校視察、予備校における授業、外部主催の研修会等で得た情報を教科で共有し改善に資

する。

オ)校内における相互授業参観など、 OJTによる自己研修の場を増やす。

(4)授業交換や補講体制、臨時時間割等により、学校間研修等を推進する。

(5)年度や学期の区切り目に、現存する機器の回収と新しい機器の分配をし、生徒および教員にとっ

て使いやすい利用環境を整備する。

教務部主任宮原正和

4 その他

(1)新型コロナウイルス感染症による臨時休業延長に伴う対策。

ア) 1週間の学習スケジュールを生徒に示す(時間害井旦当によるシミュレーション)。

イ)オンライン授業に向けた準備を進める('1CT委員会と連携)。

ウ)年間行事予定の再調整と教育課程の修正届の作成を進める。

(2)学習指導要領改訂に伴う、新教育課程の編成、評価の観点と基準の作成を進める(教育課程検討

委員会と連携)。

(3)学習指導要領改訂に伴う、成績処理システムの変更作業および、授業用タブレット(サーフェス)

のりプレースに向けた準備を進める(1CT委員会と連携)。

(4)教科主任会は生徒の学力向上、教員の指導力向上の戦略的な会議とし、新教育課程の編成を含め

キャリア教育部と連携して進める。





1 基本方針

「豊かな心知の創造」を教育目標とする学佼経営方針に基づき、豊かな人問性の育成に重点を置

き、自らを律し思いやりの心弌撮後まであきらめない心、人とのかかわりを大切にする心、主体的に

社会に貢献しようとする心、慮鶚fす、る心など、豊力女心を育成する。

特に、 6年間の発達段階に応じた指導の中で、生徒が自らを律する力や自己管理能力を身に付け、

基本的な生活習噴の確立を礎とし、積極的にりーダー陛を発揮したり、学習と部活動等の課外活動と

の両立を達成したりして、難関大学合格等の最終的な目標の舞見に向かって邁進できる資質の育成を

目指す。

2 重点課題

(D 社会で自己芽見できるりーダー陛を育成する。

②望ましい人間関係の中で、自主・自律の精神を養う。

③不安のない学校生活の実現と不登校等の判交不適応生徒の課題"¥決を図る。

④部活動の在り方に関する方針に基づき、学習活動と両立できる環境整備を図る。

3 重点課題解決のための具体的方策

a)生徒自1台会活動、学校行事、音隔動、ボランティア活動等の機会において、生徒の自主的運営

がなされる場面を積極的に設ける。特に、生徒のアイデア弌提言を具チ見化し、成果を可視化するこ

とで意欲の向上や逸戎感を味わわせ、リーダー性を育み、よりよい人格形成を推進させる。

(2)日々の生活指導やホームルーム活動において、生徒自らに考えさせることを通して「互いに信

頼し、個を認め合う」人権意識を尊重した集団づくりに努め、ルール・マナーに始まる「社会通念

上の正義」を判断・剣テできる資質を育てる。特に、開校当初からノーチャイム制等を実践してき

た自己管理能力の育成を卦見し、登校の遅刻者撲滅、時間厳守、貴重品や所有物の管理、電子ネッ

トワークや掲赫反等による清報収集を、生徒戯台会委員会の協力を仰ぐとともにホームノL←・ム、放

課後の活動等を通じて1散底することで、常に課題意識をもち自己管理できる資質を醸成する。

③いじめやSNSによる中傷、仲間外れをホ色対に許さないよう、日常の生徒の観察や生徒との触

れ合いに重点を置き、全教1競員が全校的に見守っている姿勢を見せ、生徒に不安感を与えないよう

な学校環境の舞見を図る。特に、拡大生活指導部会を毎週に定例開催し、生徒情報をオンタイムに

共有するとともに、即時に個別の対応ができるようにする。

学校不週春生徒については、保護者のケアも含めSCとの連携を1隹進するだけでなく、学習支援

教室伯鳥教室)の協力も図っていく。また、特別支援を要する生徒については、 SCや特別支援

教育支援員等とのケース会議をもち、個別の教育計画を策定の上、特別支援教室を有亥力に活用しな

がら学習活動上の障壁を取り除けるよう支援する。

④音隔動の在り方に関する方針に基づいた適正な活動になるよう、各部活動の年間活動計画を本

校ホームページに公開する。また、月間活動届によって日々の活動時間と月間の活動総時間を階忍

する。また、区部活動指導員や外部指導員を活用したり、出場大会を精選したり活動内容を工夫し

たりすることで、教員の音博舌動指導とのライフ・ワーク・バランスを図る。

4 その他

プロパーと学年生活指道担当者とのマトリックスホ厨哉のマネジメントにより、進捗状汐を逐次掌

握し、所掌業務の効率的な運営を描隹する。また、判0支行事等の実施蓼頁原案を早めに示すことで、

各分掌との協力体制を図り、よりよい行事等の運営・実施ができるよう努める。

令和2年度生活指導部経営方針

生活指導部主任高橋省司





1 基本方針

保護者、脚或、入学希望者や区立小・中学校の教1鵲員への授業公開、学樹怪営評議会、KUDANPA、

公樹士団法人九段、菊友会や地或と連携した教育活動を積極的に行うとともに、広報活動を充実さ

せて本校の教育活動への瑠羣を深める。また、区立小学佼に文ナずる積極的な1誹&提t北を行うととも

に、区外生徒に選ばれる学校づくりを推進し、区分Bの応剃音率を維持していく。

2 重点課題

①本校の教育活動を地如戈に広く紹介し、開かれた学校づくりを推進する。

②新しい学校の生活様式に準拠した授業公開と学梼遵明会のやり方を検討し、参力暗の安全性と利

便性向上を図るとともに、効率的・効果的な広報活動を継続する。

③区立小学佼・園に対する広報活動やt静&捌共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の応剃音率を維持していく。

④本皎1鵲員や生徒が、晴れやかな気持ちで広報活動ができるよう、効率化、定型化を図る。

3 重点課融¥決のための具体的方策

①ネ皎の教育活動への瑠¥を深め、開かれた学校づくりを推進する。

①新しい学校の生活様式に澗処した学梼説明の様式を検討し、小学生及びその保護者、ナ伽戈住民
に本校の教育活動を公開し、開かれた学校づくりを推進する。

②ホームページをはじめ広報千代田、かけはしへの掲載を計画的に行い、特に千代田区在住生徒

や針城に向けて積極的な彫R劉言と本皎の教育活動への正しい瑠¥を深める。

③学校要覧や学校案内パンフレットを作成し、広く酉飾することで、本校の教育活動の良さや、

活き活きした生徒の様子を地域に伝える。

④ KUDAN P.A.、公益社団法人九段、菊友会やナ也域と連携した広報活動を通して、本校の

教育活動を広く紹介し、開かれた学校づくりをチ街隹する

②授業公開と学樵兇明会の開催時期や回数・内容、塾などでの説明会への参加回数を見直し、新し

い学校の生活様式に準拠した、効率的・効果的な広報活動を継続する。

①天イ本槻望会、九段コズミックや小学生体別受業などをこれまでとは異なる方法で実施し、本校

が保有する教育資源を広く地如戈に捌共していく。

②ホームページ、学校案内パンフレット、広報千代田、 KゆANPA広報誌などの広報媒体を積

極的に利用し、学校内外に本校の教育活動を積極的に到言していく。

③ホームページにおける豊富な情報の掲載と常に新しい情報の更新を推進し、オンタイムで際R

を捌共する。

③区立小学校・園に文すする広報活動や情報提t北を積極的に行うとともに、区外の生徒にも選ばれる

ための制交づくりを推進し、区分Bの応傷H音率を維持していく。

①新しい形での学梼説明により、本校への入学希望者に、本校についての瑠¥を深めてもらう

機会とする。

②学校案内パンフレット及びポスター、新入生保護者からのメッセージについて、掲載内容及

びデザインを見直すことで、より募集効果の高いものを制作し、それらを積極的に活用するこ

とで小学生及びその保t萎者の本校への興味、関心を高める。

④生徒募集に関する年間の諸活動の在り方、規模、実施方法等を見直し、小学生及びその保護者

が参加しやすくなるよう工夫する。

④本校職員や生徒が、晴れやかな気持ちで広報活動ができるよう、効率化、定型化を図る。

①学木支側にとっても、効率的・効果的な広報活動を追求し、教員も生徒も穏やかな気持ちで生活

し、その良好な雰囲気を校外の方々に感じ取ってもらえるような環境をつくる。

4 その他

a)人との関わりを大切にする心、主体的に社会に貢献しようとする心、感鶚ける心などを中心に、

『豊かな心』を育てていきたい。

令和2年度ネ怠務部経営方針

ネ怠務音β主任内田義明





1 基本方針

九段中等教育学校の1年生としての自覚を持ち、自立と共生を意識した学校生活をおくる

(1)学習指導では、教科担任と連携しながら、生徒に確かな学力を身に付ける。また、学習意欲を高

め、課題を自ら見つけ、学習方法を工夫しながら学んでいく生徒を育てる。

(2)生徒一人一人に応じた個性と創造力とを伸ぱす教育を重視し、生徒一人一人に高い志や夢をも

ち、達成のために努力していく力を育てる。

(3〕他者への思いやりの気持ちをもち、多様性のある社会のマナーやルールを丁寧に指導する。

(4)良きりーダーとして、良いととを自ら実践できる生徒を育てる。

(5)休み時間なども生徒と共に過ごすことで生徒観察をしっかり行い、情報を共有し、個に応じた

指導ができるようにする。また集団への一斉指導と個に応じた指導のバランスをとりながら、

適切な指導ができるようにする。

令和2年度 第1学年経営方針

第1学年主任

2 学年目標

(1)学習指導

①課題意識をもって授業を受け、相互に切磋琢磨できる授業環境をつくる。

②自主的に家庭学習を行う力を身に付ける。

(2)生活指導

①他者を,思いやり、社会や学校のルールを守る生徒を育てる。

②手帳を活用し予定や時間を管理できる力を身に付ける。

③適切な言葉づかいを用いることができるようにする。

(3)進路指導

①様々な学習や体験を通して自己の可能性を広げる。

②将来の自分の姿を思い描き、進路実現に向けてするべきことを実行できるようにする。

小川和寛

3 学年目標達成のための具体的方策

(1)学習指導

①「九段生スタンダード(17回生)く学習篇>」を適宜指導し、クラス全員で協力し合いながら授業

規律を守れるようにする。

②平日2時間、休日3時間の学習時間を確保するよう手帳を活用し、家庭学習時間や方法について

適宜アドバイス行う。考査前には学習方法を教え合う機会を設ける。

(2)生活指導

①「九段生スタンダード(17回生)く生活篇>」を適宜指導し、規範意識の向上を目指し、定期的に

振り返りを行い、クラス全員で協力し合いながら、落ち着いた学校生活を過ごせるようにする。

また道徳の時間を利用し、他者を思いやる心や感謝の心を培ったり、他者の気持ちを考えること

ができるように心を育てる。

②時間の管理や適切な言葉づかいが使えるようになるためには集団への指導と個人への指導の両方



が必要なので、月1回の学年集会やHRなどで学年への指導を行い、場面ごとに個人への支援を

イテう。

(3)進路指導

①各教科、総合的な学習の時間、 HR、部活動などの機会を通して様々なことを学ばせる。学習し

たことや経験したことをしっかりと振り返ることが大切なので、振り返りの時間を定期的に設け

る。

②6年後の進路実現に向け、授業を大切にさせる。また、自己を見つめさせる活動を行ったり、職

業調べを行ったりすることで、現時点での自分の将来像をもたせる機会を設ける。

③キャリア教育部と連携し、「進路の手引き」を活用して進路について講演を行う。

4 その他

「九段生スタンダード(17 回生)」呂1絲氏



九段生スタンダード n 7回生】

不変的な本質をもち、変化をおそれない

◆多様性を認める
◆知的好奇心をもつ
◆現状に甘んじることなく向上心をもつ
◆大局的な視点をもちながら

目の前のことに全力を尽くす
◆自律・自立を目指す

不易流行

《学習編》

1.準備
2分前行動・着席が全ての始まり

2.集中して整然と
1流は人の話を闡いて行動するが、超1流は人の話を閣いて工夫する

3.協同学習を大切に
意見を述べるときは根拠や理由も明らかに・お互いの意見を大切に・他者の発言は遮らない

発表するときは堂々と

4.学んだことを自分の言葉で言い換える
板書内容だけではなく気づいたことを付け足す

5. PDCA(plan Do check Action)サイクノレを意識
計画・実行・反省・改善を像り返そう

確かな学力を身につけるための5つの約東事

~皮い習償々才能ぞ超だる~

1.あいさつ
人との最初の勝負

2.時間厳守
組織が成り立つ・2分間行動・着席が全ての始まり

3.整理整頓
整理登頓ができる人は、頭の中も整理されている

4.提出物を出す
仕事には殿ず期限がある・計画的に

5.目標を持って頑張り切る
目標がその日その日を支配する・周りから応援される人はいつも頑張っている

《生活編》~100のす奨丈ク訂クの実践~
人の信頼を得るための5つの約東事





1 基本方針

九段中等教育学校の2年生として、誇りをもって学校生活を送ることができることを目指して

(1)学習チ旨導では、教手淋旦任と連携しながら、どの生徒にも確かな学力を身に付ける。また、学

習意飲を高め、課題を自ら見つけ、学習方法を工夫しながら学んでいく生徒を育てる。

(2)生徒一人一人に応じた個性と創造力とを伸ば,數育を卦見し、生徒一人一人に高い志や夢を

もたせ、達成のために努力していく力を育てていく。

(3)イ也者への,思いやりの気持ちをもたせ、社会のマナーやルールを丁寧にキ旨導する。

(4)良きりーダーとして、良いことを自ら実践できる生徒を育てる。

(5)休み時間なども生徒と共に過ごすととで生徒観察をしっかり行い、情報を共有し、個に応じ

たキ旨導ができるようにする。また集団への一斉指導と個に応じた指導のバランスをとりなが

ら、適切な指導ができるようにする。

令和2年度第2学年経営方針

2 学年目標

①学習指導

①課題意識をもって授業を受け、相互に切磋琢磨できる授業環境をつくる。

②自主的に家庭学習を行う力を身に付ける。

②生活指導

①イ也者を思いやり、社会や学校のノ↓~ールを守る生徒を育てる。

②手帳を活用し予定や時間を管理できる力を身に付ける。

@適切な言葉づかいを用いることができるようにする。

③進路指導

4朕々な学習や体験を通して自己の可能性を広げさせる。

②1妥来の自分の姿を思し噛き、進路舞見に向けてするべきことを剣テできるようにする。

第2学年主任坂井希彦

3 学年目標達成のための具体的方策

①学習指導

①「九段生スタンダード(授業篇)」を適宜指導し、クラス全員で協力し合いながら授業規律を

守れるようにする。

②平日2時間、休日3時間の学習時間を確保するよう手帳を活用し、家庭学習時間や方法につい

て適宜アドバイス行う。考査前には学習方法を教え合う機会を設ける。

② 生活指導

①「九段生スタンダード(生活篇)」を適劃旨導し、夫鴨包意識の向上を目指し、定期的に振り返

りを行い、クラス全員で協力し合いながら、落ち着いた学木支生活を過ごせるようにする。また

道徳の時間を利用し、他者を思いやる心や感謝の心を培ったり、他者の気持ちを考えることが

できるように心を育てる。

②時間の管理や適切な言葉づかいが使えるようになるためには集団への指導と個人への指導の

両方が必要なので、学年集会やHRなどで学年へのキ旨導を行い、場面ごとに個人への支援を行

つ。

③

その他

「九段生スタンダード」参照懐面)

進路指導

①各新斗、総合的な学習の時間、 HR、部活動などの機会を通して様々なことを学ばせる。学習

したこと矣経験したことをしっかりと振り返ることが大切なので、振り返りの時間を定期的に

設ける。

②6年1妾の進路邦見に向け、授業を大切にさせる。また、自己を見つめさせる活動を行ったり、

1哉業,調べを行ったりするととで、現時点での自分の1評来f象をもたせる機会を設ける。

③キャリア教育部と連携し、「進路の手引き」を活用して進路について講演を行う。

4





九段生スタンダード【16回生】

CustommakesaⅡthingseasy

◆自律・自立を育む

◆常に向上心を持って行動する

◆経験から学ぴ、実績から自信を持つ

◆積極的に行動しりーダーとしての経験を積む

《学 習》編

授業中は集中し整然と授業に取り組むこと。

板書内容だけではなく解説や疑問に思ったことも書き留めること。

意見を述べるときには、根拠や理由も明らかにして発言すること。

発表をするとき.は、よく準備をした上で堂々と行うこと。

クラス・チ江では、お互いの意見を大切にし、協力して活動すること。

宿題・課題は計画的に取り組み、提出期限を守ること。

陸要な持ち物を事前に確認し、忘れ物をしないこと。

習慣が全てを容易にする。

《生活》編

1.誠実さと日々の努力を大切にすること。

2.他者への配慮や集団の一員としての自覚を忘れずに行動すること。

友逹と互いに3忍め合い、共に向上しながら切磋琢磨に努めること。

2分前行動・着席を徹底すること。

学校生活の環境を整えること。

・返事・挨拶をしっかりすること。

・貴重品の管理をしっかり行うこと。

・公共物、持ち物を大切に扱い、整理整頓を常に心がけること。

・委員会、係り、日直、清掃当番なビの役割を協力して行うこと。

6.家庭学習の習慣を含むま見則正しい生活を送ること。

3
4
5
6
7

1
2

3
 
4
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1 基本方針

自律と共生を指針として前期課程最高学年として規範意識を高め、他者を思いやる気持ちをいっそう
高める。下記の(1)~(4)はそのための方針である。
(1)自立及び自律し、規範意識の高い個人や集団を育成する。

(2)国際社会の一員として活躍できる人間、リーダーとして他者から信頼される人間を育成する。

(3)複数の視点を持ち、善悪の判断や他者の気持ちに寄り添い自らが良いことを実践できる生徒を育

てる。

(4)社会に積極的に関わり、自分の力で実践できる自立心を育成する。

(5)生徒一人一人に応じた個性と創造力とを伸ばす教育を重視し、生徒一人一人に高い志や夢をもた

せ、達成のために努力していく力を育てる。

令和2年度第3学年経営方針

2 学年目標

(1)学習指導
①個々の生徒に合った学習方法を工夫させ、家庭における学習習慣を身に付けさせる。特に、自

分の苦手な分野を克服し、得意な分野を伸ばすことを意識させる。
②学習に関する目的意識をもたせ、次のステップへの目標をもつ。

(2)生活指導
①前期課程の最終学年の生徒として、複数の視点で考え、正しく判断し、適切に行動できる人間

を目指させる。
②自分と異なる考えを尊重し、異なる文化を学ぶ謙虚な態度を育てる。

(3)進路指導
①上級学校や職業についての幅広い知識をもつことで、自分の進路を具体的に考える。

②国際問題や海外研修などを通して、グローバルな視点から自分の将来像をもたせ、進路実現に

向けて、様々な学習や体験を通して自己の可育獣生を広げる。

第3学年主任福田浩一

3 学年目標達成のための具体的方策

(1)学習指導
①「九段生スタンダード(学習編)」に書かれていることを各教科の授業やホームルームなどで

適宜指導し、生徒が目的意識をもって学習できるように支援する。
②個人面談を6・7月で実施し、個々の生徒に合った目標や個々の生徒の抱えている課題の解決

策を一緒に考える。
③学旅行推移調査をはじめ、学外のテストを受験し、客観的な自分の力を自覚し、さらに実カテ

スト「大樹」により、 3年間で学んだことを振り返るとともに、今後の学習の指針とする。
(2)生活指導

①「九段生スタンダード(生活編)」に書かれているととを学年集会やホームルームなどで適宜
指導し、生徒が高い意識をもって学校生活を送れるように支援する。

②教員がその都度生徒に指示を出すのではなく、生徒自身が考えて行動できる機会を意識的に増
やしていく。生徒の良い言動を取り上げ、学年通信「いちごいちえ」、ホームルーム等で共有
する。

③研修旅行をりーダーやサブリーダーを育てる機会ととらえ、生徒が充実感をもって行事に取
組めるように支援する。

(3)進路指導
①キャリア教育部と連携しながら進路情報を段階的に提示する。特に上級学校について調べ、自

己の進路について具体的なイメージをもたせる。

②保護者会や学年通信などを活用し、進路に関する清報提供を行う。



九段スタンダード n5回生】~自律と共生~

・常に向上心を持って行動する

・それぞれがりーダーとしての自覚を持つ

・経験から学び、実績から自信を持つ

・自律・自立を育む

《学習》編

1.授業では話をしている人の方を向き、集中して耳を傾けること。

2.ノートやワークシートには、黒板に書かれたことを写すだけでなく、

先生の解説や疑問に思ったことも書くこと。

3.意見を求められたときには積極的に発言し、根拠や理由も明らかにすること。

4.クラス・班では、お互いの意見を大切にし、協力して活動すること。

5.何かの事情で席を立つときは先生の許可を得ること。

6.宿題・課題は計画的に取り組み、提出期限を守ること。

《生活》編

1.返事・挨拶をしっかりすること。

2.自分のことだけを考えるのではなく、他者や集団のととも考えて行動すること。

3.常に2分前行動を意識して、周りの人に声をかけ確認しながら行動すること。

4;友達の良いところを見つけ、切磋琢磨に努めること。

5.嘘やごまかしをせず、正直に過ごし、失敗した時には後悔せず反省すること。

6.自分たちで学校生活の環境を整えること。

・公共物、持ち物を大切に扱い、整理整頓を常に心がけること。

.委員会、係り、日直、清掃当番など役割をしっかり果たし、お互いに協力すること。

・貴重品の管理をしっかり行うこと。

フ.手帳を活用し、一日の過ごし方を自己管理し、家庭学習の習慣を身につけること。



1 基本方針

九段中等教育学校の後期課程初年度の学年として以下を実践する。
(1)自立及び自律し、規範意識の高い個人や集団を育成する。

(2)国際社会の一員として活躍できる人間、リーダーとして集団を成長させられる人間を育成する。

(3)複数の視点を持ち、善悪の判断や他者の気持ちに寄り添い自らが良いことを実践できる生徒を

育成する。

(4)社会に積極的に関わり、自分の力で実践できる自立心を育成する。

(5)生徒一人一人に応じた個性と創造力とを伸ばす教育を重視し、生徒一人一人に高い志や目標を

もたせ、達成のために計画的に努力していく力を育成する。

令和2年度第4学年経営方針

2 学年目標
①学習指導

①自ら主体的に学ぶことを促し、家庭学習を習慣化する。特に国数英の学力の定着のために、
日頃からの積み重ねを意識する。

②学習に関する目的意識をもち、次のステップへの目標をもつ。
②生活指導

①後期課程生として物事を正しく判断し、適切に行動できる人間を目指す。
②自分と異なる考えを尊重し、異なる文化を学ぶ謙虚な態度を身に付ける。

③進路指導

①上級学校や職業について理解を深め、自分の進路を具体的に考えさせ、行動する。
②前期課程で学んだことや、自らの興味関心を踏まえて様々な活動や研究に取り組み、また行

つたことの記録や振り返りを行う習慣を身につける。

3 学年目標達成のための具体的方策
①学習指導

①「九段生スタンダード(学習編)」を軸に生徒が目的意識をもって学習できるように支援す
る。教室掲示やホワイトボードを活用し、学習活動のスムーズ化を図る。

②年度当初に個人面談、秋に三者面談を実施し、個々の生徒に合った目標や個々の生徒の抱え
ている課題の解決策を一緒に考える。

②生活指導
①「九段生スタンダード(生活編)」軸に、生徒が高い意識をもって学校生活を送れるように支

援する。
②生徒の自治を目的に前期課程で行っていた点検班を継続し、指摘し合い高め合える集団を作

る。また連絡のための掲示やホワイトボードの活用を工夫する。
③様々な学校行事を通して、自身の得意な部分を役割の中で活かし、また、苦手な部分を克服

しながら人間的な成長を支援する。
③進路指導

①キャリア教育部と連携しながら進路情報を段階的に提示する。特に新大学入試についての情
報には積極的に情報集めをし、保護者会や学年通信などを活用し、提示を行う。

第4学年主任 尾澤聡

4 その他

何ごとにも自己を伸ばすために謙虚な姿勢が大切であるので、様々な機会を通して学びに向かう
態度と人間性について継続して指導していく。





1 基本方針
九段中等教育学校後期課程の中心的な学年として以下を実践する。

(1)自立及び自律し、規範意識を持って下級生の手本となるような個人や集団を育成する。
(2)国際社会の一員として活曜できる人間、リーダーとして集団を成長させられる人間を育成する。
(3)複数の視点を持ち、善悪の判断や他者の気持ちに寄り添い自らが良いことを実践できる生徒を

育成する。
(4)社会の一員として、探究活動などを通して具体的に考え行動できる生徒を育成する。
(5)生徒一人一人に応じた個性と創造力を伸ばす教育を重視し、生徒一人一人に高い志や目標をも

たせ、達成のために計画的に努力していく力を育成する。

令和2年度第5学年経営方針

2 学年目標
(1)学習指導

①主体的な学び、計画的な学びを促し、大学受験を意識した学習習慣を定着させる。国数英を中
心としての幅広い学力を定着させるために、日頃からの積み重ねを意識させる。

②教科と連携し、幅広い生徒への対応と共に、学力上位層を伸長させる取り組みを行う。
(2)生活指導

①後期課程生としてこれまでと違う校舎での生活の中でも規則を遵守し、合わせて物事を正しく
判断、適切に行動できる人間を目指させる。

②自分と異なる考えを尊重し、謙虚な態度を身に付ける。
(3)進路指導

進路を決定させ、それに向けての具体的・な取り組みを考えさせ、実行する力を養う。
(4)キャリア教育

昨年度から実施している「卒業研究」の中身を深め、社会に対しての具体的な取り組みを実施
し、個人の研究を完成させる。

3 学年目標達成のための具体的方策
(1)学習指導

①日頃の授業や考査の結果、模試の結果などを踏まえて生徒の実態を把握する。個別の面談や三
者面談などで生徒の困っている点など聞き、解決に向けて後押しする。

②教室掲示や学年ホワイトボードを活用し、生徒への情報伝達をスムーズにし、合わせて生徒自
身が主体的に見る習慣づけを図る。

(2)生活指導
①規則の遵守や時間厳守などを日頃からの声かけを繰り返し行い、生徒への意識付けを図る。

また、生徒の自治を目的に般委員による SHRの運営や点検班を継続し、生徒同士で指摘し合
える集団作りを目指す。

②自治会活動や学校行事への主体的な参加を促し、実行委員会や専門委員会などで学校の中心に
なる学年であるととを意識させ、よりよい活動にする。また学校行事を通して、自身の得意な
部分を活かし、苦手な部分を克服しながら人間的な成長を支援する。

(3)進路指導
生徒の進路の方向性や今後の指針を面談で決定させる。キャリア教育部と連携しながら進路情
報を随時に提示する。特に新大学入試についての情報には積極的に情報集めをし、保護者会や
学年通信等で提示する。また、教室や学年用ホワイトボードに掲示する。

(4)キャリア教育
「卒業研究」の完成に向け、キャリア教育部やゼミの担当者と連携を取り、生徒のサポート体

制を作る。また、次年度に向けての礎を作り14回生学年団に確実に引継ぎを行う。

4 その他
何ごとにも自己を伸ばすために謙虚な姿勢が大切であるので、様々な機会を通して学びに向かう

態度と人間性について継続して指導していく。
生徒の自主陛・主体性と合わせて、学ぶ環境も自分たちで作っていく意識を持たせるため「九段

生スタンダード」の作成やクラス掲示、学年用ホワイトボードの活用の仕方なども生徒と共に意見
を出し合い作り上げていく。

第5学年主任 山口 尚己





1 基本方針

学校経営方針に基づき、最上級生としての自覚をもち、学校生活に取り組む。進路舞見を目指しながら、

主体的に行動する姿勢を作り、自立および自主・自律の精神を育む。また規命包意識の高い個人弌柴団を目

指していく。さらに、国隣士会の一員として活耀できる人間、リーダーとして他者からイ討頁される人間、

複数の視点で考えられる人間の育成をネ佳続して目指す。このために、学年の教員が共通琳早をもちながら、

「生徒自身に考えさせ、自ら行動する」を合言葉にキ旨導にあたる。

令和2年度第6学年経営方針

2 学年目標

①学習指導

①長期的な学習計画を立て、目的意識をもって学習に取り組む。

②多様な生徒に応じた指導を行う。

②生活指導

①複数の視点で考え、正しく判断し適切な行動をとらせる。

②最上級生としての自覚と責任を持たせ、下級生の模範となる行動・言動ができるようにする。

③自分を鍛え強い心と体を作ることを目指し、他者を思いやる気持ちをもつ。

③進路指導

①自己の1評来1象をもたせ、その舞見に向けて自己のヨ劼を伸ばす。

②保護者への情報提t北を充実し、協力をもとめ、共に支援していく体制を作る。

第6学年主任

3 学年目標達成のための具体的方策

①学習指導

①生徒自身のスケジュール管理を意識させ、家庭学習の状況について面談等を通じて把握し、必要

に応じて学習計画の変更・修正などを助言する。

②判立層、下イ立層の生徒に1才基礎力をつけるキ騨、旋課1糸講座、休業期間中の特別講座などで学力

向上を図る。上イ立層を伸ばすために昼休みの噛主i拶■の設置、国立大学2次ヌ採サポートなど

をキャリア教育音B、各新斗と連携して行う。

②生活指導

①状況に応じて的確に判断し行動できる個人を育成する。学年集会やホームノレームで、生徒が高い

意識をもって適切に行動できるよう支援する。

②連絡掲示板を見て必要なf哉&を得る等、生徒自身が考えて行動するととを本年度も継続して意識

させるとともに、下級生を導く者としての行動が常にできるよう支援する。

③進路指導

①各自の進路希望を舞見させるために、目標をもたせ、それに向けて努力し続けるよう支援する。

②少なくとも学期に一回の面談を実施し、進路について相談できる体制を作る。

③生徒の進路希望、学力についてはキャリア教育音陀連携を図り、分析会、出願検討会などを通じ

て学年およびキャリア教育きgの全体で情報が共有できるようにする。

④保護者会、学年通信などで進路に関する情報提ι辻を行うとともに、保護者と協力できる進路指導

を1テう。

長谷川浩





令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください。

1 学年と連携し

たキャリア教育の

推進と新大学入試

対策の主導。

項目

・「九段自立プラン」において、進路指導のあり方を

明確化

・各学年キャリア担当教員との部会を毎週実施し情

報を共有した。

・新大学入試の対応として、6年生徒・保護者対象に

オンラインによる進路講演会を実施した。

・新調査書作成の対応を学年と協議の上進めた。

2 模試・学カテス

トをふまえた分析

会・志望校検討会の

実施、上位層の学力

伸長を実現する。

具体的な取組(進捗状況)

・分析会においては、各教科が模試結果を基にした対

策検討を教科ごとに行う形式を継続し、強化した。

・志望校検討会においては担任が教科担当者ど情報

を共有できる形式を強化した。

・特別講座について、夏季休業期間の変更に伴う講座

設定をキャリア教育部主導で指針を提示し、自律的学

習力を育成する体制を整えるとともに上位層の進路

希望実現を意識した体制を推進した。

(キャリア教育部)

3 卒業生の

進路指導データを

整理・分析すること

によって、本校の進

路指導、進学指導に

活用する。

達成に向けての課題

・新大学入試の情報が多様

化・複雑化しているため、

柔軟な対応が必要となっ

ている。

・過去のデータを整理し、分析会・志望校検討会・出

願検討会での利用を目指して分析を進めた。

・自粛期間の延長により、受験結果の振り返る校内研

修会が未実施のため、蓄積された過去のデータを分析

し、各学年における進路指導のあり方などを提案する

機会を設けたい。

4 「九段自立プラ

ン」を推進するとと

もに、その中心であ

る総合的な学習の

時間及び総合的な

探究の時間につい

て主導的な立場で

活動内容を精選・確

立する。

・「九段自立プラン」についてキャリア教育部が主導

できるよう、キャリア教育部学年担当と学年キャリア

教育担当との連携を密にした部会を確実に実施する

とともに、部内でその情報を共有した。

・総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間にお

ける活動内容について、年間行事計画の変更及びコロ

ナ禍の影響を踏まえ再検討し、工夫・改善を図った。

・年間行事計画において、コロナ禍の影響を踏まえ行

事の精選・削減を図る。

・各教科が模試結果に対し

て主体的に検討する体制

を構築したい。

・志望校検討会において担

任に対するサポート体制

を強化する。

2 所属している学年・分掌に関わらず、課題だと考えていることを御記入ください。

①コロナ感染拡大防止のための消毒作業について、教員の負担が少なくない。文科省発出の衛生管理マ

ニュアノレに基づいて、軽減を図りたい。

・校内研修会・分析会・志

望校検討会・出願検討会に

おけるデータの提供をよ

り実践的なものにする。

・各学年の総合的な学習の

時間における取組につい

て、キャリア教育部で管理

する必要がある。そのため

にも部会を通じて各学年

からの情報を定期的に集

約する必要がある。



D



令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」

さい。

1 授業を学力

伸張の第一の

場ととらえ、生

徒と教員が協

働して質の高

い授業を創造

する。

項 目

・新型コロナウイルス感染症による休校の期間であっても、

授業を重視する視点により、 Microsoft TeamS を利用したオ

ンライン学習を実施し、・生徒の学びを止めないための工夫を

行った。オンラインによる双方向授業も実施し、生徒の要望

に応えた。

・休校期間中の週ごとの学習スケジュールを提示し、生徒が

自主的に学べる体制を整えた。

・年間行事計画を再編成し、出来る限り授業時間を確保した

うえで、学校再開後の学習指導計画変更を各教科に働きか

け、生徒が本年度の学習内容をきちんと達成できるための道

筋を作る。

具体的な取組(進捗状況)

について、進捗状況を箇条書きで記入してくだ

2 6年間の教

育課程を進め

るにあたって、

「知の創造」ヘ

のつながりを

常に意図する。

・学習指導要領改訂に伴い、新教育課程の編成および評価の

観点と基準の作成を教科主任会において進めた。前期課程に

おける学習を3年間の流れとして考え、「大樹」での総まと

めに向けての教科の方針を教科主任会に諮っている。

(教務部)

達成に向けての課題

・双方向的な対話に

よる学び、生徒が主体

的に思考する授業>思

考を表現する授業、他

者の考えに触れ、相互

に深い学びへと発展

する授業を展開する。

・定期考査において

は、知識と,思考力、判

断力、表現力等を問う

設問をバランスよく

配置する。

3 教科マネジ

メントの充実

を図る。

・教科主任会を年間11回予定(4回実施)し、教科として

組織的な対応力を高めている。

・教科主任会を「学習指導力向上を目指した戦略的な会議」

として、管理職及び教務部主任、キャリア教育部主任を加え、

実施している。

・教育課程検討委員会と連携しながら、学習指導要領改訂に

伴う、新教育課程の編成、評価の観点と基準の作成を進めて

いる。

・生徒及び保護者による授業評価を活用し、外部の教育アド

バイザーの提言を取り入れながら、教員が自らの指導力改善

に役立てるようにしている。

・前期課程(中学課

程)では「知の系統化」

を意識し、3年次に実

カテスト「大樹」の実

施によって教科の体

系的なまとめを図る。

・後期課程(高校課

程)においては「知の

統合」を意識し、教科

間連携を充実させな

がら「確かな学力」を

育成する。

・教育課程検討委員

会において、教育課程

の詳細な科目名の決

定を1テう。



4 学校間研修

を推進し(都立

日比谷高校と

の教科研修、都

立文京盲学校

との授業研究

連携、私立高

校の連携先開

拓)、授業力向

上に資する。

・月間行事予定や臨時時間割の情報を適宜発信し、円滑な教

育活動を展開するとともに、行事により授業時数が削られる

ことを見えやすくし、教員が自ら授業時数管理したり、教務

部で時数管理したりすることで、授業時数確保を図ってい

る。

・各教員は時間割変更を行ったものを教務部に報告

・教務部では各教員の時間割変更を月ごとに集計

・年間4回の臨時時間割で時数調整

5 各施設、1C

T機器、教材、教

具等の利用環境

を整備し、指導方

法の工夫、改善を

図る。

・校務用パソコン、学籍用パソコン、生徒・教員授業用タブ

レット等、 1CT機器のりプレイスに際して、 1CT委員会

と連携を図り、現存する機器の回収と新しい機器の分配、生

徒及び教員にとって使いやすい利用環境の整備を進めてい

る。

.校務用パソコン、学籍用パソコンを全教員に配布し、自席

にワイヤーロックで固定し、机上に設置した。

.教員用の貸し出し用校務パソコン、学籍パソコンの活用を

活性化するため、ガラス戸棚に見えるように入れ、施錠保管

するようにした。

・先進校視察、予備校

における授業、外部主

催の研修会等で得た

情報を教科で共有し

改善に資する。

・校内における相互

授業参観など、 OJT

による自己研修の場

を増やす。・学校行事

等で不足した授業時

数を教務部で管理し、

臨時時間割で調整す

る。

2 所属している分掌に関わらず、課題だと考えていることを御記入ください。

コロナ禍の中で、学校における教育活動にっいても根本的な見直しと対策が必要になっていると感じる。

例年通りが通用しない現状で、できうる限りの対策をしなけれぱいけない。

①適性検査について

例年通りの適性検査が実施できるのか。検査会場あたりの人数をどこまで減らすべきなのか、発熱者に

だれがどのように対応するのか。(そもそもサーモグラフィで反応した生徒を受検させるの力→などこれま

でと違った対応が必要なことが多いと考えている。

②適性検査採点について

適性検査の採点では長時間多数の教員が拘束される状況が作られてしまう。本校の適性検査が記述重視、

多様な答えを重視することは理解しているが、今回のような場合には極端な話、適性検査2,3をマーク

シートにするような本質的な変更も考えうるのではないか。

・管理する施設、 1C

T機器、機材、教具等

が多すぎ、授業や他の

校務と併行してこれ

らの管理することが

難しい。

ICT支援員の協

力を得て、これらの管

理改善を進めること

が望ましい。

I CT委員会と.連

携を行い、授業用タブ

レットのりプレース

に向けた準備を進め

る。



令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1.「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください、

社会で自己実現できるり

ダー性を育成する。

項 目

望ましい人間関係の中で、

自主・自律の精神を養う。

・生徒自治会活動倖斯テ部及び専門・実行委

員会、代表委員会)の活性化

→代表委員会の機能回復とHR委員、各

委員会委員長の育成。

→生徒運営による「オンライン生徒冑治

会総会」の実施(10月も予定)

・学校行事を中心にりーダーの活動場面を

積極的に提供

具体的な取組(進捗状況)

不安のない学校生活の実現

と不登校等の学校不適応生

徒の課題解決を目指す。

・教科外活動の充実(学校行事、宿泊行事等

に向けた生徒主体の活動を通して、望まし

い人間関係の構築を養成)

→新型コロナ感染予防による行事の中

止、縮減、順延等、機会る倒呆が難しい。

・ HR活動や部活動の充実畉見範意識の醸

成、社会通念上の正義を判断・実行できる資

質の育成)

(生活指導音円

・生徒の活動機会の提供(創

意工夫)

達成に向けての課題

・拡大生活指導部会(週2回)及び特別支援

教育連絡協議会を実施し、生徒情報を交換、

指導方針を議論。また、SCや外部機関との

連携を図る。

→新型コロナの閉塞感の中、心身の調子

を崩している生徒情報が増えている。

・教育心理検査(H沖.r Q-U)、ふれあいア

ンケートを実施。検査結果の分析会(1~3

年)を設け、個別対応を図る。

部活動の在り方に関する方

針に基づき、学習活動と両

立できる環境整備を図る。

・生徒の活動機会の提供(創

意工夫)

2.所属している分掌に関わらず、課題だと考えていることをご記入ください。

①感染症予防対策

消毒、換気、「三密」を避ける意識などは、新型コロナウイルスだけでなくインフルエンザにも役立ち、

とれから冬を迎えるにあたり、取組や意識向上を継続していくことに意義があると考える。しかし「い

つまで」「どこまで」に限りがなく、疲労感が教員にも生徒にも蓄積している。

②「新しい日常生活」への対応

6月から生徒の靴に関して、長距離の徒歩や荒天時などに対応した実用性に配慮し、制服に合わせた

派手にならないもの(黒の革靴、スニーカー、雨天時の長靴など)を着用してもよいこととした。それ

に合わせ、前期課程のバッグについても検討する必要がある。また、今後は市明艮について、(性差や実用

面の観点から)生徒が選択できるよう改めていくことも課題だと考える。

・「4週44時間以内、平日・週休日に各1

日以上の休息、日」を基本とした月間活動計

画の作成及び実施。生徒の課外活動との両

立を推進。

・区部活動指導員・外部指導員の活用や、顧

問を複数置くことで顧問の負担軽減。

・生徒観察をより注視、きめ

細やかな面談、保護者との

電話相談の機会を密に

・参加する公式戦や大会、活

動日や内容の精選

・文化部顧問の複数化(一部

1名のみ充当)





令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1.「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください。

1 本校の教育活
動を地域に広く

紹介し、開かれた

学校づくりを推

進する。

項目

本校の教育活動への理解を深め、開かれた学校づくり
を推進する。

①学校公開や学校説明会ができないため、代替手段

として youtube のアカウントを作成し、公式ぺ
ージを設置した。各分掌および広報委員会に動画

作成を依頼した。今後、本校の教育活動を動画で
公開し、学校の様子を伝えていく。

②ホームページをりニューアノレし、 Q&Aのぺージ
を作成した。学校への質問を募集し、週1~2回
のぺースで情報を提供している。本校の教育活動
への正しい理解に繋げている。

③学校要覧や学校案内パンフレットを作成し、 HP
で公開した。公開することで、本校の教育活動の

良さや、生徒の様子を地域に伝えている。

具体的な取組(進捗状況)

2 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。

(1)授業公開および学校説明会は実施できない状況
が続いている。本校の教育活動を広報するための手

段として、youtube、公式HP、オンライン合同説明
会への参加などネットを利用した学校広報へのシ

フトを計っている。

(2)人気の高い広報活動である九段コズミックおよ
び天体観望会については、理科および天文部に依頼
してオンラインのコンテンツ作りを依頼している。

学校に来なくとも本校の魅力を伝えるためのコン

テンツ作りに取り組んでいる。

(3)学校案内パンフレットを区内の小学校に送付し、
5,6年生に配布を依頼した。学校に来れない状況

の中で A 区分の小学生及びその保護者の本校への

興味、関心を高めようと工夫している。

④新入生及び保護者からのメッセージを印刷媒体
でなく HP掲載としたことで、広く広幸硲舌動に利用

できるようにした。

③本校職員や生徒が、過度な負担感がなく広報活動
ができるよう、効率化、定型化を図る。

①学校説明会がなくなってしまったことで、新しく

着任した教員への学校広報のノウハウの伝達が困

難になった。今後の学校説明会を円滑に進めるため

にもこれまでも学校広報活動を伝達するための取

り組みを進めていく

(総務部)

達成に向けての課題
今後の校内活動

・YOU加be を利用した

動画配信

・オンラインによる

都立学校合同説明
ZX
;^

願書配布会

2.所属している分掌に関わらず、課題だと考えていることをご記入ください。

①教員の人数が多い職場であるが、仕事が偏っているように感じる。
・力を入れるポイントを確認し、効率良く、かつ、業務の平準化をさらに進めると良い。
・中学と高校が一緒に存在しているため、一般的な公立学校と違って業務内容が多岐にわたり、や
らなければいけない仕事も多い。

・子育て世代の若い教職員が多く、通常勤務が可能な人員が少ない。
②①をきっかけとする負の連鎖反応(業務量の増加、体調を崩す職員の増加、さらなる労働力の不足)

・オンラインによる

天体観望会
・オンラインによる

九段コズミック





令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください。

1 学習指導

項 目

授業が学力伸長の第一の場であるということを学年全

体に発信し、生徒自身で学習環境を整え、毎時間の授

業を大切にする姿勢を育てる。

また、各担任が積極的に教科担当から授業の様子を

聞き、普段の取辧且みについて把握し、課題がある生徒

への手助けの材料とする。

2 生活指導

具体的な取組(進捗状況)

規律ある生活が過ごせるように、時間を守るとし,ことを

重点項目とし、5分前登校を促すとともに、規範意識を高

める指導を行っている。またできたことは積極的に認め、

自己肯定感を高めることも意識的に行っている。

係、委員会など学級・学校内の役割を果たすことで、

集団の中での個の役割について自覚させるとともに、泊

分は自分、他者は他者」という無関心に陥らない生徒を

育成するとともに、「他者への思いやり」をもった学校生活

が送ることができるよう支援している。

(第1学年)

3 進路指導

キャリア教育

達成に向けての課題

授業に対する姿勢や意識

の醸成はできている。後期も

変わらず指導を行っていく。

課題の量に追いつかない生

徒が散見される。本人や家

庭と連携を密にして、支援し

ていく

社会に貢献できるりーダー育成として、学年やクラスの

中で自分ができるととは何か、という問いかけを行いなが

ら「九段自立プラン」に沿った指導を行っている。

高校の進路指導がある教員を中心に、6年後のために

今何をすべきかを指導している。

2 所属している学年・分掌に関わらず、課題だと考えていることを御記入ください。

①円滑な教育活動とコロナウィルス感染症対策の徹底の両立が難しい。

②月に2回ある定時退庁日に対する意識が下がっているように感じる。

ここまでは当初の予定通り

指導が実施できている。
^^

、^、^

から後期になり学校に慣れ

てくる中で、日常的な観察を

怠らずに個に応じた指導を

実践していく。

「九段自立プラン」にある「情

報収集」の習得に向けて、き

め細かい指導体制を構築し

ていく。





令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1.「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください。

1.学習指導

工貢 目

「九段生スタンダード(16回生)」をもとにして、生徒自身

で学習環境を整え、毎時間の授業を大切にする姿勢を

育てる。

生徒一人ひとりに合った目標設定を行いそれぞれの

課題の解決に導いている。

また、教科担当から授業の様子などを聞くことで、普段

の取辧且みについて把握し、課題がある生徒への手助け

の材料とする。

2.生活指導

具体的な取組(進捗状況)

「九段生スタンダード(16 回生)」に書かれていることを

学年集会やホームルームなどで適宜指導し、生徒が高

い意識をもって学校生活を送れるように支援している。

係、委員会など学級・学校内の役割を果たすことで、

集団の中での個の役割について自覚させる機会を設け

る。

(第2学年)

3.進路指導

キャリア教育

達成に向けての課題

九段スタンダードを再確

認する機会を設ける。

前期の成績などをもとに

面談や家庭との連絡を密に

する。

6年後の進路実現に向け、授業を大切にさせる。ま

た、自己を見つめる活動を行ったり、職業調べを行っ

たりすることで、現時点での自分の将来像をもたせる

機会を設ける。

2.所属している学年・分掌に関わらず、課題だと考えていることをご記入ください。

会議が多く学年会が時間割の中に入っていないため、勤務時間外に設定せざるを得ない。

九段スタンダードを再確認

する機会を設ける。

それぞれの委員会や、行

事の際に果たすべき役割な

どを確認し、指導を継続す

る。また、振り返りを行うこと

で自己を顧みる機会とし、自

己肯定感を高める。

、

昨年度の職場訪問などの

機会に学んだことをどのよう

に生かすか、クラスメイトとど

のように力を合わせるかな

ど、複合的な視点で個々の

能力の伸長を図る。





令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください。

1 豊かな人間性の

育成

項 目

,思いやりの心と規範意識を養うことを念頭に置き、各教

員が生活指導、学習指導を行う。

規範意識の第一歩として、遅刻しないこと、時間を守る

ことを再確認させる。また、係りや委員会の役割をしっか

り果たさせることで、責任感を培い、さらに、個々の行動

が他者にどのように影響しているのかを意識させること

で、利害ではなく思いやりや支えあいの大切さを実感さ

せる。

行事や集団的な活動が制限される中で、日々の声か

けを継続的に行い教員が積極的にコミュニケーションをと

ることで生徒の変化に注視する。

具体的な取組(進捗状況)

2 確かな学力の向

上

(第3学年)

日々の授業を充実させるために、家庭学習の定着を図

る。また、学力推移調査や模試の結果をうけ、客観的な

データをもとにして、学力的な自分の立ち位置を確認し、

その後の学習に生かす姿勢を養う。

また、実カテスト「大樹」を受験することで、前期課程の

学習の体系的なまとめとし、後期課程での学習に向けた

準備をする。

3 キャリア教育の充

実

達成に向けての課題

行事が少なく前期課程の

最高学年としてのりーダーシ

ツプが発揮できる場が限ら

れている。班活動や委員会

活動など小さな単位での活

動を大切にすることが成長

の一助となることを意識させ

る支援を行う。

キャリア教育部と連携しながら、総合的学習の時間にお

いて高校 0年生としての意識づけを行った。また、上級

学校についての調べ学習を通じて、生徒個々の卒業後

の希望進路について考える準備を行っている。

国内研修旅行について「九段自立プラン」の中の、細

本を知る>について見分を深める。また、集団の中の個や

リーダーシップを意識させるような工夫を、計画を立てる

際に実施したい。

2 所属している学年,分掌に関わらず、課題だと考えていることを御記入ください。

①教員ごとの業務の量の偏りが感じられる。

②感染症防止対策について教員同士の認識の違い。

学力調査の結果を受けて

ホームルームの時間に面談

を行い、振り返りの時間を設

けた。休業期間が長かった

ため、学習の習慣が崩れて

しまった生徒に対して具体

的な学習の方法を提示する

必要がある。

体験的な学習ができない

ため、それに代わる活動や

学習を考えなければならな

し、

キャリア教育部と連携を取

りながら工夫を試み生徒を

指導したい。





令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1.「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください。

1.学習指導

項 目

・教室掲示を整理・充実させ、授業連絡やオープンキャ

ンパスなどの進路情報を生徒が主体的に管理し、情報を

得られるよう工夫した。また、教室美化や整理整頓を行う

ことで学習に集中できる環境づくりに努めた。

・年度当初に生徒と個人面談を行い、進路希望や家庭

学習の状況などについて情報を得ることができた。

・模試の振り返りを手帳を使って行い、個人の学習の到

達状況や教科や分野などの得意・不得意の把握につな

げた。

具体的な取組(進捗状況)

2.生活指導

(第4学年)

・係、委員会活動の充実を図った。特に教科係について

は日々の連絡や試験範囲の掲示など、責任を持って役

割を担えるよう努めた。

・点検班も継続して行い、生徒同士で声を掛け合うなど

の自治できる集団づくりを目指した。

・前期課程から引き続き手帳の活用を進めており、自己

管理や計画的な予定管理を進めている。

3.進路指導

達成に向けての課題

・今年度は行事も少なく、落

ち着いて学習に取り組める

時期であるため、学習習慣

を定着させるよう意識付けを

図る。

・面談を通じて家庭での学

習状況を把握し今後の指導

助言につなげる。

・GPS の結果を踏まえて

個々の能力の把握に努め

る。

・ガクタンの実施を通し後期課程生として早い段階

での進路意識を身につける取り組みを行った。また、

キャリア教育部と連携をし、進路指導ガイダンスや入

試情報の提供、また、ケース会議などを行い、入試に

向けての情報の共有を行った。

・教室掲示を整理し、オープンキャンパスや高大連携

の催し、調査書に記載ができるような外部活動の案内

などを行った。

・行事や活動ごとの記録や振り返りを行い、またそれ

らを自主的に行うよう、働きかけを行った。

・遅刻が増えてきているた

め、遅刻しがちな生徒には

声かけを行い、時間への意

識をもたせる。

・週の初めに手帳に目標を

書かせ、学校生活をより高

い意識で生活できるような取

り組む。

2 所属している学年・分掌に関わらず、課題だと考えていることをご記入ください。

・面談に向けて、伝達内容

や質問内容などをあらかじ

め、クラス問で統一し、情報

の伝え漏らしや聞き漏らしの

ないようにする。

・振り返りについては積極的

に行うよ泌佳続して声かけを

・引き続きキャリア教育部と

の連携により、ファインシス

テムやコンパスの活用の研

修や、生徒向けの進路講演

会・学部学科説明会などを

実施し、生徒゛田壬団ともに

大学入試に向けての意識付

けを図っていく。

0う一
丁





令和.2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください。

項目

①休校や行事の変更はあったものの生徒は全体的に落

ち着いており、9月実施の個別面談によって一人一人の

様子を把握することができた。その中で個別の対応が必

要な生徒に対しての対応を今後継続していく。

②授業連絡用ホワイトボードは生徒の動線の問題があり

使えていないが、学年共通の掲示版やクラスホワイトボー

ドを活用して情報の伝達は行っている。

具体的な取組(進捗状況)

2.生活指導

(第5学年)

①朝の教室での健康観察や放課後の消毒作業で以前よ

り長く教室にいる。そのため、生徒と関わる時間が長くな

つており、生徒どのあいさつや声かけも活発になってい

る。また昨年度より遅刻者も減っているので、声かけや見

守りは継続していく。

3.進路指導

達成に向けての課題

・三者面談が予定通り実施

できることを希望している。

進路についての具体的な話

を保護者と共有する必要が

ある。

・学年用の掲示やホワイトボ

ードはまだ活用しきれていな

い部分が多数ある。整備を

進めていく。

・数学選択の希望調査と合わせて個別面談を実施し

た。その際に現時点での進路希望を聞き、今後6年次

の科目選択に向けて進めていく。Ⅱ月の三者面談で

は全員が学部学科、あるいは系統が決定することを目

指す。

4.キャリア教育

2 所属している学年・分掌に関わらず、課題だと考えていることをご記入ください。

①朝の健康観察や消毒作業、その他感染防止のための今までとは違う動きが教員の負担になっている。

②生徒と保護者の進路に関するすり合わせや確認をするためにも三者面談を校内で実施したい。

・「卒業研究」においてはプレゼミの中でソーシャノレ

アクションの実施と検証を行い。今後発表資料の作成

に向けて進めている。

・遅刻者が固定化されてお

り、またそうした生徒は要配

慮の生徒なので、所在確認

はしっかり行う必要がある。

・委員会活動は活動自体が

あまりないため、少ない中で

できる限りのととをおこなうよ

う指導をしていく。

・こうした進路希望が生徒と

保護者間ですり合わせや話

し合いができているか確認

するためにも三者面談の実

施は必須である。

・個別に対応が必要な生徒

もいるためプレゼミ担当の教

員と担任団が連携をとり、そ

うした生徒の個別対応を今

後行っていく。

学習キ旨導1





令和2年度学校経営方針実現に向けた取組(中間報告)

1「令和2年度の学校経営方針における主な取組と目標」について、進捗状況を箇条書きで記入してください。

1 授業を学習指導

の根幹とし、生徒・教

職員が一体となった

授業を展開しなが

ら、「知の創造」へと

つなげる。

工百 目

授業については教科担当にゆだねるところが多いが、

授業に取り組む姿勢、授業に対する準備などについて、

個人面談などを通じて学年として支援している。

関連して上位層の伸長のだめの昼休みの泊主講習」

の設置や国立大学 2 次対策サポートをキャリア教育部、

各教科と連携して行う予定であった。コロナの影響でスタ

ートできていないものもあるが、個別対応を始めている教

科もある。

具体的な取組(進捗状況)

2 規律ある生活を

基盤とし、自己陶冶

から豊カゾb心を身に

付け、互いに助け合

い高め合う集団を形

成する。

6学年)

オンライン学年集会や放送による学年集会、ホームル

ームで、生徒が高い意識をもって適切に行動できるよう

支援している。連絡掲示板や TeamS から各自が必要な

情報を得るなど生徒自身が考えて行動することを意識さ

せている。

3 高い目標をもち、

最後まであきらめさ

せない指導を継続し

ながら、各生徒が希

望する進路実現を図

る。

達成に向けての課題

自主講習が開始できてい

ないこと。コロナが落ち着く

までは、各個人の学習を進

めていくよう声掛けしていく。

キャリア教育部、学年団で情報の共有を図りながら、

生徒に寄り添い向き合って支援している。こまめに面談を

実施していくことで生徒の進路希望の変化にも対応でき

るようにしている。

2 所属している学年・分掌に関わらず、課題だと考えていることを御記入ください。

①今回、コロナの影響で様々なことが中止になり、今までと同じ流れになっていないことが多い。

と先を見据えての行動ができるが、いろいろそのため、例年だとこの時期に「000」があって ...

変わっているので読むことができない。そのため、締切があり提出を求める物伯己申告書なども

含め)については出来るだけ早めに情報をおろしてもらえると、対応しやすい。

ぜひみなさん、お願いします。

2 階の連絡掲示板の確認

が徹底できていない。適宜

声掛けを続けていく。

三者面談後に希望が変化

するケースが少なくなく、生

徒との二者面談を、折を見

て実施していくことで対応す

る。





令和２年１０月２９日 

学校経営評議会資料 

千代田区立九段中等教育学校 新型コロナウイルス感染・拡大防止対策 概要 

 

１ 学校の対応・取組 

月日(曜） 状況・行事 対応・取組 

令和２年 3 月２日(月) 

 ～3 月２４日(火) 

臨時休業期間 

 

自宅学習 学校 HP にて自宅学習課題掲示 

        学年ごとの掲示板設置(毎日正午に連絡等掲示) 

        毎朝検温、健康観察を記録表に記入 

教職員の勤務 自宅勤務・時差勤務開始(申請者) 

令和２年３月 7 日(土) 卒業式 卒業生と教職員のみで実施 

令和２年 3 月 25 日(水) 修了式（登校日） 写真撮影、教科書販売、放送による修了式 

令和 2 年 3 月 26 日(水) 

    ～４月５日(日) 

春季休業期間 自宅学習 部活動中止 

令和２年 4 月 6 日(水) 入学式 新入生と教職員のみで実施 始業式中止 

令和２年 4 月 6 日(水) 

～5 月 31 日(日) 

臨時休業期間 

 

自宅学習 学校 HP にて自宅学習課題掲示 

        Office365・Teams によるオンライン学習実施 

        (週ごとの学習計画、学習状況の確認) 

        タブレット PC 貸出(5 月 15 日より) 

        Teams での新クラス新担任発表 

        Teams での新担任とのオンライン面談 

        Teams での生徒健康観察記録の確認 

     スクールカウンセラーによる電話相談開始 

     (5 月 27 日～6 月 26 日) 

教職員の勤務  原則自宅勤務もしくは時差通勤 

令和２年 6 月 1 日(月) 学校再開 

(分散登校) 

分散登校期間 

レベル 3 (6 月 1 日～ 5 日) 全生徒 1/6 の生徒登校 

                           1 時間程度の HR 活動 

レベル 2 (6 月 8 日～13 日)  全生徒 1/3 の生徒登校 

                2 時間程度の教科授業 

レベル 1 (6 月 15 日～27 日) 全生徒 1/2 の生徒登校 

                            週 2 日 40 分×6 教科授業 

              週 1 日 40 分×4 教科授業 

東京都のガイドラインに沿った感染・拡大防止対策実施 

（玄関での健康観察、マスク着用、人と人との距離確保、 

 教室換気、手洗い指導、アルコール消毒等） 

※ 登校しない日は家庭学習(オンライン学習) 

令和２年 6 月 29 日(月) 通常登校再開 全生徒登校、一斉授業再開 

東京都のガイドラインに沿った感染・拡大防止対策継続 

※ 給食時は黒板を向いて食事し会話はしない。 

※ 登下校時の靴の取扱い変更（長距離の登校を考慮） 



   

 

部活動 体力・コンディション回復を目指した段階的な再開 

    令和２年 6 月 29 日(月) ～7 月 11 日(土) 

    平日・土曜日 16 時 30 分完全下校、日曜日活動中止 

※ 他校との合同練習・練習試合は中止 

※ 公式戦は生徒・保護者からの同意書提出の上、大会参加 

(尽性園、外濠公園等施設利用時も同意書提出) 

令和 2 年 8 月 1 日(土) 

～8 月 23 日(日) 

夏季休業期間 第 4 学年 至大荘行事中止 

特別講習Ⅰ 8 月 3 日(月)から 8 月 7 日(金) 

特別講習Ⅱ 8 月 17 日(月)から 8 月 21 日(金) 

令和 2 年 8 月 24 日(月) 授業開始 東京都のガイドラインに沿った感染・拡大防止対策継続 

※ サーモカメラ導入 9 月 17 日(木) 

 

２ 全学年に関わる学校行事 

 （１）体育祭 → 中止 

 （２）九段祭 → 12 月頃オンラインでの発表を準備 

           (生徒・保護者、教職員、学校関係者のみ限定公開) 

        

３ 宿泊を伴う学校行事 

名称 学年 方面 予定していた日程 令和 2 年度の扱い 

関西研修旅行 5 年 京都・奈良 6 月 22 日(月)～24 日(水) 3 月 8 日(月)～10 日(水) 

同内容で延期 

至大荘行事 4 年 至大荘 7 月末 中止 

海外大学 

派遣研修 

4・5 年

選抜 

ＵＣＬＡ 8 月 12 日(水)～20 日(木) 中止 

夏季部活動合宿 全 部活動別 8 月 中止 

海外研修旅行 3 年 ブリスベン 

(ＡＵ) 

10 月 30 日（金） 

    ～11 月 6 日（金） 

海外への渡航は中止 

3 月 8 日(月)～10 日(水) 

国内(京都奈良)研修旅行へ変更 

英語合宿 2 年 福島ブリティッ

シュ・ヒルズ 

12 月 9 日(水)～12 日(土) 中止 

 

４ 教育課程の変更 

（１） 長期休業期間 → 夏 季 令和２年８月１日（土）から８月 23 日（日） 

         冬 季 令和２年１２月２６日（土）から令和３年１月３日（日） 

（２） 期間休業日 → 今年度は設けず、授業実施 

（３） 定 期 考 査 → 前期 1 回、後期２回（合計３回）実施 

 

５ その他 

 （１） 広 報 活 動 → 学校紹介動画を公開（YouTube にて公開） 

 （２） 適 性 検 査 → 区分 B の願書受付を郵送に変更 

 （３） オンラインの積極活用 → 全校・学年集会、職員会議、保護者会、三者面談、企業訪問などの行事 

                 をオンラインで実施 



  

 サーモカメラによる検温  １日１回の消毒作業（全教室、トイレ等） 

  

感染防止（音楽の授業：間隔を空けリコーダー練習）  感染防止（情報の授業：アクリル板設置） 

  

 感染防止（タブレット・ラップカバー装着）  感染防止（給食の時間：黒板を向いた食事のようす） 

  

 １年：マナー講座（オンライン・講師講演）   １年：企業訪問（オンライン・発表のようす） 



  

１年：学年集会（オンライン・ホームルーム委員発表）  終業式・始業式（オンライン・校長講話） 

  

 ５年：オンライン保護者会（配信のようす） 学校紹介動画配信（学校ホームページ・校長説明） 
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