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令和３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 

 

 

１ 学習指導 

 

 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。 

 

・管理職による全教員を対象の授業観察を実施した。1時間の授業を全て観察し、即日の面談も実施した。全

教員の教科指導力と生徒への対応力を把握するとともに、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できるように授業改善を進めた。 

・新型コロナウイルス感染症に関する休業期間や緊急事態宣言中の土曜授業において、Office365・Teamsを活

用し、全教員によるオンライン授業を実施した。 

・「知の創造」へのつながりを常に意図した６年間の教育課程を進めた。前期課程では、基礎・基本を重視した

上で、発展的な学習をさまざまな学習機会を設定し、言語活動の充実などの指導の工夫・改善を進めるととも

に、学習習慣と学び方を身に付け、自己学習力を高めた。 

・前期課程においては、「知の系統化」を意識し、３年次に実力テスト「大樹」の実施（令和３年１月１３日）

によって教科の体系的なまとめを図った。 

・後期課程においては、「知の統合」を意識し、一層の幅広い教養教育を目指し、生徒の興味・関心、習熟の程

度、進路希望に応じた基礎的・発展的・応用的な学習活動を展開した。 

・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、各教科ともに組織的計画的に取り組んだ。 

・長期休業中の特別講座は、総講座数１０５講座 総参加者数３２０５名（全校生徒一人あたり ３．５回参

加、第６学年生徒一人あたり ９．１回）参加した。 

・今年度は、各教科オンラインによる大学進学指導における補習や個別添削指導を組織的計画的に取り組んだ。 

・模試分析会に全教員が参加し、教科として組織的な授業改善に取り組むとともに、大学受験に向けた個別添 

削指導において、分析結果を効果的に活用した。生徒による授業評価や外部コンサルティングの結果、外部主 

催の研修会等で得た情報等を共有し、授業改善を進めた。 

 

２ 生活指導 

 

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

 

・生活指導がすべての指導の根幹であることを念頭に、教職員が一致して規範意識を高め指導を行った。 

・６年間の一貫した教育の中で、基本的かつ望ましい生活習慣の形成と定着を図るとともに、思いやりと規範

意識を身に付け、自主・自律の精神を養い、社会人として調和のとれた人格の形成を目指した。本校のよき伝

統である「他者への思いやり」を一層高め、あらゆる場面で豊かな心の育成に努めた。 

・生徒の健康・安全の管理に努めるとともに、健康や安全に関する望ましい態度や能力を育てるため、安全教

育・保健指導・防災教育の充実を図った。 

・東京都のガイドラインに沿った感染・拡大防止対策実施した。（家庭での健康観察、健康観察カード提出、校

舎入口での健康観察・サーモカメラによる検温、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） 

・「学校いじめ防止基本方針」に基づき、学校いじめ対策委員会が中心となって、学級担任による個別相談、ス

クールカウンセラーによる全員面接(第１学年、第４学年)、 学校生活アンケート、ふれあいアンケートを定

期的に実施し、いじめの未然防止と早期発見、早期対応、早期の解決に努めた。 

・毎週、千代田区指導家庭支援センター支援員を招いた拡大生活指導部会を開催した。全職員が生徒情報を密

に交換し、日常生活の実態把握を行ったうえで、教育相談体制の充実を図り、問題の未然防止に努めた。 

・特別支援教育校内委員会を中心に巡回アドバイザーや特別支援教育コーディネーターとの連携を強化して、

生徒の発達障害の実態を把握するとともに、対応・指導の充実に組織的に取り組んだ。また、スクールソーシ



 
ャルワーカーや児童家庭支援センター等と連携し、支援体制の充実を図った。 

・自殺予防について組織体制を整え、ＳＯＳの出し方に関する指導を行った。ＤＶＤによる映像資料を活用し、

「信頼できる大人に相談できる」ように、生徒に意識付けを行った。 

・不登校対策については、起因する問題の解消に向け、校内委員会での問題の共有と、保護者との適切な働き

かけを行い、外部連携も図りながら、生徒が生涯を通して学び続けるための学力を伸ばす学習支援が行った。 

 

３ 進路指導 

  

 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。 

 

・生徒の希望する進路実現に向けて、全校態勢で受検指導に取り組んだ。学年集会や個別相談を通して、高い

志望をあきらめさせない指導を行うとともに、教科担任・学年・部活動顧問等が情報を共有し、生徒に寄り添

い向き合う指導を継続した。 

・難関国公立大学の合格者を更に増加させるため、模擬試験等のデータに基づいた分析会や個別ケース会議等

を実施し、検証結果を生徒への個別指導に活かし、計画的な指導や日常的な声掛けにも活用した。 

・蓄積した受験情報やオンラインデータ等情報を積極的に活用し、データに基づいた進路指導に取り組んだ。 

・大学入試改革を視野に入れた指導内容・方法の開発を図るとともに、教科指導と進路指導の関連を強化し、

新たな大学入試改革の趣旨や方向性を踏まえた受験指導体制の構築を進めた。 

・難関国公立大速報値（令和３年３月１０日現在） 東京大学４名、京都大学０名、一橋大学２名、東京工業

大学２名 である。 

 

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、社会に貢献できるリーダー育成を 

 目指す。 

 

・総合的な学習の時間をキャリア教育の中核に据え、人間としての在り方、生き方についての自覚を深めると 

ともに、望ましい勤労観・職業観を自ら形成・確立する力や、社会で自己実現するための人間関係形成力や創 

造的な思考力等の資質・能力を計画的に身に付けた。 

・６年間を通じたキャリア教育全体計画（九段自立プラン）に基づき、個に応じた多様な進路希望を実現させ 

る進路指導の充実を図った。 

・国際理解教育の取り組みとして、第２学年での大使館訪問(１１か国)等をオンラインで実施した。国際的な 

感覚やグローバルな視点を養うとともに、高い志をもって国際社会へ貢献するリーダーとして行動できる資 

質・能力の育成を図った。 

・地域人材を活用した第１学年企業訪問等を通じて、生徒一人一人が自己実現を目指して進路を主体的に決定 

しようとする態度を育成するとともに、社会に生きる人間として社会貢献や奉仕の精神を養った。 

 

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。 

 

・ホームルーム活動、生徒自治会活動、オンライン九段祭の準備・練習等を通して、望ましい人間関係を築く

ことのできる力を身に付け、自主性と協調性を育むとともに、帰属意識を高め、集団への貢献と参加の喜びを 

味わい、学校生活の充実と発展を図った。 

・第１学年での医療従事者への感謝の手紙の作成等を通じて、互いを正しく理解し、ともに助け合い、支え合

って生きていく力を身に付けた。 

・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す教育課程の再編に取り組ん

だ。 



 
６ 募集・広報活動 

 

  効率的・効果的に発信する募集対策を行うとともに、生徒の自己肯定感を高める広報活動を行う。 

 

・学校説明会に代わる活動として、Ｗｅｂの活用等、多様な媒体を通した募集・広報活動を実施した。 

・学校ホームページでは、学校長による教育目標説明をはじめ、学校行事や学校生活、適性検査の解説、オン

ライン天体観望会、オンライン九段コズミック(小学生対象 数学、理科の体験授業)の動画を公開した。 

・学校ホームページにおいて、Ｑ＆Ａのページを開設し、学校への質問の募集・回答を行った。 

・広報委員会生徒が主体となって、学校紹介動画を作成し、学校ホームページで公開した。 

・以上の広報活動の結果、本年度の適性検査応募倍率は、区分Ａ ２．１８倍（昨年度２．４倍）、区分Ｂ  

５．７１倍（昨年度６．７６倍）であった。区分Ｂの倍率が下がった要因として考えられるのは、都立の中高

一貫校の募集人員枠の増加や、コロナ感染症の影響で自宅に近い進学先を選ぶ傾向があるなどが考えられる。

それらと、十分な広報活動が確保できなかったことを鑑みても、応募人員の確保という観点では成果をあげる

ことができたと考えている。 

・在校生、既卒生ともに、大学合格状況情報の収集を行い、迅速、正確に公表をする。(令和３年３月末予定) 

 

７ 学校経営・組織体制 

 

 教職員と経営企画室が一体となり、ＫＵＤＡＮ Ｐ.Ａ.、菊友会、法人九段、地域と連携した学校経営を行う。 

 

・新型コロナウイルス感染症対策のため、さまざまな行事等が中止もしくは変更となったが、ＫＵＤＡＮ Ｐ.

Ａ.、菊友会、法人九段、地域と連携を図り、「新しい生活様式」に即した新しい形の教育活動を実施した。 

・今後も他業種を含めた外部との連携を積極的に行い、教育機能を向上図る。 

・恒常的に業務の見直しや効率化を図り、職員のライフ・ワーク・バランスを推進する。 

 

 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 第１学年 ） 

 

1 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                             

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

１ 学習指導 

 

〇提出物の状況が芳しくない生徒を放課後集め、課題

に取り組ませる時間を確保した。 

〇１１月頃から、朝の時間を使って学年全体で数学・英

語の学習に取り組んだ。 

〇習熟度別（三段階）の課題を作成して、生徒の学力伸

長を促した（数学） 

〇teamsを使用して毎週英作文に取り組ませた（英語） 

〇提出物についてまだ課題

が残る。学年が上がるにつ

れ提出物への意識が低下

することが懸念されるため、

学年全体で丁寧な指導を行

っていく。 

２ 生活指導 〇規律ある生活が過ごせるように、時間を守るということを

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。また達成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。 

〇後期に入り登校しぶりや、精神的に不安定な生徒が散

見されるようになってきた。学年全体での情報共有を密

に行い、担任任せにならず、学年全体で声をかけ、別室

の対応などを行ってきた。 

〇児童相談所などの外部機関とのやり取りも出てきたの

で、報告連絡相談を徹底して情報を共有した。 

 ここまでは当初の予定通り

指導が実施できている。生

徒の学校生活への満足度も

高い。しかしここで安心する

のではなく、発達段階に応

じた適切な指導を積極的に

行っていく。また、学年全体

で個に応じた指導を心が

け、画一的な指導に陥らな

いようにする。 

３ 進路指導 

  キャリア教育 

 

 

〇週に一度、オンラインで学年集会をもち、その企画運

営を生徒主体で行った。パソコンの立ち上げから、集会

の司会進行、内容の精選、発表生徒とのやり取りなど、

すべてＨＲ委員が行い、主体的に取り組む姿勢を育成し

た。各部による部活動紹介や、その週の誕生日の生徒の

紹介をするなど、コロナ禍で１７回生が横のつながりを意

識できるような場にすることができた。 

〇学年キャリア、キャリア教育部を中心として、オンライン

企業訪問を実施した。企業訪問を通して具体的な課題

に対しての問題解決に取り組む姿勢を育てている。企

業でのプレゼンテーションの準備でも班で力を合わ

せ、個々の能力を生かして活動することができた。 

〇九段自立プランに示され

ている「自らの意思と責任で

判断し行動する力を育む」と

いうことを主眼においた活動

は、授業評価アンケートを見

ても、コロナ禍でも積極的に

取り組めたと考える。 

 

〇来年度に控えている職場

体験・大使館訪問・ブリティ

ッシュヒルズに向けて、自主

自立的な姿勢を伸長する意

識を、学年全体で共有して

いくことが重要であると考え

る。 

 

２ 課題だと考えていること 

 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。 

  

 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 第２学年 ） 

 

１ 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                           

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

１．学習指導 

 

「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、授業を大切にする姿勢を育てる。学

年行事でオンラインクイズを行い、周知を図った。 

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

の取り組みについて把握し、課題がある生徒への手助け

の材料としている。 

不登校や学力不振の生

徒に対する面談や家庭との

連絡をさらに密にして、生徒

個々に合った指導を進め

る。 

２．生活指導 「九段生スタンダード(16 回生)」に書かれていることを

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

た。 

 

 学年全体で九段スタンダ

ードを再確認する機会をも

っと設けたかった。 

 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、さらに丁寧な指

導を継続する。 

３．進路指導 

キャリア教育 

 

 

 

 

６年後の進路実現に向け、授業を大切にさせてい

る。探求活動、ディベート活動などをとおして、自己

を見つめる機会を設けた。 

  

残念ながら、コロナ禍で

職場体験ができなかった。

自分の思考を深め、仲間と

いかに力を合わせるかな

ど、複合的な視点で個々の

能力をさらに伸ばしたい。 

 

２ 課題だと考えていること 

① 土曜日の勤務にかなり無理が生じていることが、新型コロナ対応においてさらにはっきりとした。 

② 通学カバンの指定は必要だろうか、というところから通学カバンを再検討することも必要と思う。 

 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 第３学年 ） 

 

1 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                             

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

１  豊かな人間性の

育成 

 

 

 

思いやりの心と規範意識を養うことを念頭に置き学年

団全員で指導を行った。 

規範意識を向上させるために、授業遅刻や準備など

先を見据えた行動を呼びかけた。また、クラスの中での役

割を自己確認させ、個の集まりがクラスを形成しているこ

との自覚を促した。 

具体的には、九段祭では学年でステンドグラスを作成

するために、生徒自身が役割分担を行い完成、片付けま

で計画的に運営することで成功体験を持つことができ

た。個々の生徒が自分の特性を生かしたり、指示を出す

生徒もその個性を尊重したりする様子が見られた。 

中間申告でものべたよう

に、各所でリーダシップを取

る機会、感じる機会が少な

い。また上級生の背中を見

る機会の少ない。次年度は

学年だけではなく、学校とい

う大きな視点を持てるような

指導も加えたい。 

２  確かな学力の向

上 

 

 

 

 考査前には考査計画表を、考査後には振り返りシート

を作成させ、定期考査の結果を点数だけに気を取られる

のではなくプロセスや振り返りを大切にするように指導し

た。 

 また、校内実力テスト「大樹」の実施に際し３年間を通し

ての振り返りを促した。発展的な問題も少なくなく、後期

課程での学習のよいきっかけになったと考えている。 

 後期課程を意識し始めた

生徒と要約学習に重きを置

き始めた生徒に分かれてい

るのが現状である。 

 学校での学習と家庭学習

の連携の重要性をさらに説

いていきたい。 

３ キャリア教育の充

実 

 

 

 

 多くの取り組みが中止となる中、ＳＤＧｓや東ティモール

大使の話をうかがう機会があり、体験活動は少ないもの

の、教室にいながら国際的な視野を広められたと感じて

いる。 

 また、学部学科調べなどで新聞を作るなど、卒業後の

進路についても少しずつ現実味をもって学習できるよう

になった。 

 次年度も体験的な学習は

難しいと思うが、キャリア教

育と連携し、今年度学習し

たことの積み重ねを行い、

卒業後の進路、大学受験に

ついて具体的なモチベーシ

ョンを持てるような指導を行

いたい。 

 

２ 課題だと考えていること 

 ①教員ごとの業務の量の偏りが感じられる。 

 

 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 第４学年 ） 

 

１ 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                           

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

１．学習指導 

 

・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。 

・教科担当と連携して、教育

環境整備をし、生徒の情報

交換を密に行ったことで、両

面から学年生徒の学習状況

を把握できたが、成績の安

定につながったかどうかは

疑問なので、データによる

分析を考えていきたい。 

２．生活指導 ・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。 

 

・朝や帰りのホームルーム

で、係生徒の主体的な連絡

を促した。回収・配布も毎日

よくやっていたが、未提出物

も数多くあったので、それを

なくしていく方策を講じた

い。 

３．進路指導 

 

 

 

 

 

・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。 

キャリア教育部との連携

はできたものの、日々の授

業や生活指導に終われ、や

や準備が足りないところもあ

った。学年全体で共有し、

総合学習や面談を進めてい

きたい。 

 

２ 課題だと考えていること 

  特にありません。 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 第５学年 ） 

１ 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                             

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

１．学習指導 

 

①授業規律を保つことや学ぶ環境を整えるということを通

年にわたって取り組んでいた。その成果からか落ち着い

て授業に取り組んでいる生徒が多かった。教室以外に教

え合いの学習をする場として昼休みに小教室を開放し

た。そこは生徒が活用してくれていたので良かったと感じ

た。朝の学習を 12月まで教科ごとに実施し、1月より自

習の形式をとった。比較的多くの生徒がしっかり取り組ん

でいた。受験に向けた昼休みの講習会も国・数・英で実

施した。 

②教科の情報を昨年度はホワイトボードを使用して行っ

ていたが、現在では Teamsを活用することがかなり定着

したので、今後は Teamsでの情報提供や共有をメインに

していく。 

・三者面談や保護者会がオ

ンラインでの実施となった本

年度であるが、教員側も使う

事に大分慣れ、また生徒や

保護者も対応してくれている

ので、仮にコロナ禍前の状

況に戻った後でも生徒・保

護者と遠隔でも情報伝達が

できるツールとして今後とも

活用できると感じた。 

２．生活指導 ①放課後の消毒作業もあり、教室の様子を毎日見れてい

るので、これまで以上に教室が整理整頓され、教室環境

は非常に良い形で 1年間過ごせたと感じている。生徒も

清掃をきちんと行っており、ロッカーや教室廊下などの共

用部の私物の放置も少ない。生徒教員が一体となって環

境づくりをできていると感じられた。 

②遅刻者、欠席者が後期に入り増えてしまった。 

③点検班を継続して実施することで生徒自治の意識づ

けを行ってきた。そうした生徒自治の意識は生徒の諸活

動の中でよく見られている。 

・遅刻者や欠席が多い生徒

の中にはコロナ禍による影

響が出てしまっている生徒も

いる。また心理的な問題を

抱えている生徒もおり、そう

した生徒は学年全体で情報

を共有し、次年度も継続して

サポートをしていく必要があ

る。 

３．進路指導 

 

 

 

 

 

①生徒の進路希望や選択科目を 11月の面談で確認す

ることができた。オンラインという形で直接顔を合わせて

会話ができなくても、しっかりと生徒と保護者の中で話が

できている家庭はとてもスムーズに面談が進められたの

で、改めて保護者と連携しながら進路指導を進めていく

大切さを実感した。 

・進路に向けた動きも中には

まだ不確定であったり、自身

の学力にそぐわない希望を

したりする生徒もいるのでそ

うした生徒の対応も取ってい

く必要がある。 

４．キャリア教育 ・ゼミでは多くの先生方の協力もあり「卒業研究」を完成さ

せることができた。 

・13回生が実施してきた中

での反省や振り返りを行い

下の学年につないでいける

と良い。 

２ 課題だと考えていること 

 ① 学校行事や生活指導やキャリア教育・進路指導など、今年度コロナ禍の影響で様々な部分で変更や

中止などがあったが、ここをきっかけにこうした学校での活動や指導を再検証する必要があると感じ

る。また、それに伴って業務の縮減によって減らされたり縮小したものも、そのままで良いかあるいは

更なる縮小をかけた方がいいものや、逆に生徒にとって必要なことは教員の負担になったとしても増や

していくものがあっても良いと感じる。 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 第６学年 ） 

 

1 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                             

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

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。 

 

 

 

 

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、

個人面談やオンライン学年集会、ホームルームなどを通

じて学年として支援した。 

上位層の伸長のため、昼休みの「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

て行った。コロナの影響で教科数が限られた。 

昼の自主講習は、密を回

避する方法を生徒に提示し

ていくことが必要。 

２  規律ある生活を

基盤とし、自己陶冶

から豊かな心を身に

付け、互いに助け合

い高め合う集団を形

成する。 

 

 

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

支援した。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

た。また、受験は団体戦、チーム九段として受験に臨む

姿勢についても上記の機会に話し、理解を得ることがで

きた。 

2 階の連絡掲示板の確認

を徹底するため、ホームル

ームで声掛けを続けること、

登校時に２階で声掛けする

ことなどが必要である。 

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。 

 

 

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た。個別に面談は実施

できたが、全員に対して、こまめに面談をすることは出来

なかった。三者面談については、かろうじて１度実施する

ことができた。生徒の進路希望の変化への対応も、キャリ

ア教育部と細かく情報をやり取りして行うことができた。 

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 2者面談を、折を見て

実施したことで対応できた。 

 

２ 課題だと考えていること 

 ① オンラインで対応していた時に、生徒によってできることの差が生じていた。今後配備される 

タブレットでその点が解決されるのであることを願う。 

  

 

 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ キャリア教育部 ） 

 

1 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                             

項 目 具体的な取組（成果と進捗状況） 達成に向けての課題 

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。 

・「九段自立プラン」において、進路指導のあり方を

明確にした。 

・各学年キャリア担当教員との部会を毎週実施し学

年とキャリア教育部とで情報を共有した。 

・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・点検を学年と協業し進めた。 

・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。 

・調査書作成に時間と労力

を費やしたので調整し効

率的に実施する。 

２ 模試・学力テス

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。 

・分析会においては、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・強化するとともに学年

ごとに実施しきめ細かい対応とした。 

・志望校検討会においては担任と教科担当者がディ

スカッションし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。 

・各教科が結果に対し主体

的に検討する体制を構築

する必要がある。学年ごと

の分析会において司会進

行を学年の進路担当が担

う形式を検討したい。 

・志望校検討会において担

任に対するサポート体制

を強化した。 

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。 

・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、各学年における分析会等で反映させることができ

た。 

・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た

め、専門の担当教員を設置

しても良い。 

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

し、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オンラインで実施するなど工夫・

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・削減を図った。 

・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。 

 

２ 課題だと考えていること 

① コロナ禍で様々な制限がある中で、オンラインによる行事（キャリ教育部でいえば企業訪問や大使館 

訪問）など教員が工夫を凝らした教育活動を実践し、また生徒もそれに応えるように状況を受け入れ

前向きに取り組んでいた。この経験を次にどう生かすかが課題である。コロナ禍を越えたときにどの

実践を標準化するかという検討をはじめても良いと思う。 

 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 教務部 ） 

 

１ 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                           

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

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。 

 

・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った。行事の削減もあったた

め、必要な時間数は実施することができた。 

・１月の土曜日オンライン授業では、時間割を作成

し、５０分間の授業の中で対話的な取り組みを取り入

れた授業を実施した。今後、オンライン授業が実施さ

れた場合でも授業を止めないために、全教員がオンラ

イン授業を経験し、ノウハウを積み重ねた。 

・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。 

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。 

・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。 

・前期課程（中学課程）で

は「知の系統化」を意識し、

３年次に実力テスト「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。 

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

・教科主任が主体となっ

た教科会での教育課程への

理解を深める取り組みを推

進する。 

・中学と高校の両方の指

導要領を踏まえた教科の取

り組み。 

・オンラインであっても生

徒に必要な学習を進めるこ

とのできる教科指導 



の指導力改善に役立てるようにしている。 

 

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。 

・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 

・新型コロナ対応のため、

他校との学校間研修は困難

であった。今後はオンライン

での学校間研修を考えてい

く必要がある。 

５．各施設、ＩＣＴ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、ＩＣＴ機器のリプレイスに際して、

ＩＣＴ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。 

・GIGA スクール構想に伴う千代田区のひとり１台タ

ブレットパソコン貸し出しのルールを作成し、生徒及

び保護者に提示した。本校の教育活動の中で GIGA パ

ソコンの位置づけを明確にし、有効に利用するための

ルール作りに取り組んだ。 

・管理する施設、ＩＣＴ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。 

・ＩＣＴ委員会と連携を行

い、授業用タブレットのリプ

レースに向けた準備を進め

る。 

 

２ 課題だと考えていること 

① 規則集、規程集を正しく運用し、本校の教育活動の根幹を支えたい。 

 ・次年度は学習指導要領の改訂、新教育課程に伴う教務規定の見直し行う。 

・学校危機管理計画に基づく緊急時の準備に足りないところがある。 

 

②ニーズにこたえる学校の運営体制と教職員の勤務 

 ・時差勤務を利用する教員が増えていて、時間割編成が難しくなってきている。 

 （７時～１５時３０分 ・ ７時３０分～１６時 ・ ８時～１６時３０分 ・ １１時３０分～２０

時（自習室担当）） 

 ・土曜授業を展開しているが、土曜勤務が難しい教員が多く、また企画室も閉まっている（教員が電話

番のため出勤する現状にある）ため、土曜日の授業運営が難しくなってきている。 

 

③業務量の平準化 

 ・学校全体を調整する役割である教務に時短勤務の職員が集中しているため、教務部が機能している時

間が短い。それが学校全体のパフォーマンス低下を招いている。 

 ・授業以外で学校全体の業務を担う教員の負担軽減を図るべきであるのに、むしろ少数の教員にこれら

の仕事が集中している状況を改善できていない。 

  



 ・授業時数の平準化（講師時数の配当にばらつきがあり、教科で持ち時数に偏りがあること） 

 

④ 「区立学校」としての存在（区教委からの支援（後期課程）、都教委との希薄な繋がり） 

 ・都教委からの通知文が届かない、タイムラグがあって遅いなど。 

 ・都で可能なことができない。都の共通システムから除外されているため、本校独自のシステムを構築

しなくてはいけない。 

 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 生活指導部 ） 

 

１ 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                             

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

社会で自己実現できるリー

ダー性を育成する。 

①生徒自治会活動（執行部及び専門・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 

・生徒自治会会計規則の改正と正準化 

・生徒運営による「オンライン生徒自治会

総会」の実施（７月、１０月） 

②学校行事を中心にリーダーの活動場面を

積極的に提供 

・生徒運営による「オンライン九段祭」及び

ステンドグラス制作の実施（１２月） 

①②学校説明会や学校行事

の相次ぐ中止により、生徒

の活動機会があまり提供で

きなかった。次年度は、今年

度に獲得したオンライン等

のノウハウを活用し、生徒

が活躍する場面をできるだ

け提供していく。 

望ましい人間関係の中で、

自主・自律の精神を養う。 

①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） 

②ＨＲ活動や部活動の充実（規範意識の醸

成、社会通念上の正義を判断・実行できる資

質の育成） 

①②上記に同じ。 

 

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。 

①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。 

・新型コロナの影響と思われる不登校や登

校不安、体調不良を訴える生徒が例年に比

べ増えた。 

・教育心理検査（Hyper QU）及びふれあい

アンケートを実施。検査結果の分析会（１

～３年・１１、１２月実施）やアンケート

結果に基づき、早期に個別対応を図った。 

②薬物乱用防止教室（１１月）やフレンドシ

ップサポート（１～３年・１２月）をオン

ラインで実施。 

①不登校や登校不安の事案

の改善が課題。担任の個別

連絡やＳＣや教育相談所等

に繋ぐだけでは解決に至ら

ない。不登校生徒を抱える

保護者向けの講演会の実施

を検討するのも一考。 

②今後もＳＣや外部機関の

講師を招聘して、不安のな

い学校生活の一助となる取

組を充実させる。 

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。 

①「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。 

②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。 

①新型コロナの影響で今年

度の活動期間は約６カ月。

次年度は活動期間をもう少

し増やしたい。 

②部活動数削減も伏線的な

長期の課題。 

 

２ 課題だと考えていること 

① 感染症予防対策 

  ウイルス感染予防による生徒、教職員の負担が大きくなっているが、この日常がしばらく続くのは避



けられない。次年度からは「検温用サーモグラフィの常設化」「生徒による消毒作業（清掃活動の一環）」

など、日々の学校生活で非効率となっている部分の改善が課題である。 

②「新しい日常生活」への対応 

  昨年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、黒の革靴以

外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を始めている。 

一方、性差や実用面の観点から制服について議論が上がったところだが、学校のアイデンティティに

照らし合わせて検討していくことが必要である。 

③ 教育活動の実状に合った学校施設、設備等の見直し 

 ・９年前の校舎改修で未完成で終了している施設、設備を今後どうするのか。 

→九段校舎視聴覚準備室内のスタジオ（このスタジオから全教室に発信できる設備を投入する予定）、 

富士見校舎３階音楽室（防音壁がなく、音楽室として成立していない）、 

男女更衣室（旧講義室にすりガラスを入れているだけ） 

５０７講義室と国際理解教室との壁（旧視聴覚準備室の扉が残り、音が遮断されない） 

 ・校舎改修以来、更新必要な設備 

→多目的ホール・視聴覚室・大会議室、両校舎音楽室・国際理解教室のＡＶタワー 

 ・両校舎連絡橋計画の頓挫 

→富士見校舎３階オープンスペース 

 ※九段校舎４２７講義室の楽器庫化、富士見校舎３階楽器庫２の講義室化が完了（２月） 

 ・九段校舎に流し台を増設 

→４階１・２年生合計３２０名、３階３年生合計１６０名に対して、流し台各階１箇所（水道蛇口５

器）。給食を提供する学校として、配膳をする生徒に対してあまりに不衛生 

 ・男女更衣室、グラウンド付近に施錠可能なロッカーの整備 

④ 携帯電話・スマートフォンの扱いの見直し 

 ・GIGAスクールタブレットの導入により、校内でインターネットを活用する場面においてもタブレットで

対応が可能。 

  →前後期課程生徒いずれも校内では電源 OFFで一元化 



令和２年度 学校経営方針実現に向けた取組（最終報告）  （ 総務部 ） 

 

１ 「令和２年度の学校経営方針における主な取組と目標」 についての成果と課題                           

項 目 具体的な取組（成果・進捗状況） 達成に向けての課題 

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。 

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、
公式ページを設置した。各分掌および広報委
員会に動画作成を依頼し、１０本以上の学校
紹介動画を作成することができた。動画に対
する反応も良く、学校の様子を伝えることが
できた。 

② ホームページをリニューアルし、Q&Aのペ
ージを作成した。学校への質問を募集し、よ
くある質問としてまとめて返答した。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。 

 

・安定して学校紹介動画

を公開し続ける為のノウハウ

の継承。 

・適性検査の解説動画は

高評価も多く、再生数も多

い。ニーズにこたえる動画作

成が求められている。 

・生徒目線での動画に対

する反応が良い。学校から

の一方的な宣伝ではなく、

生徒からみた学校の様子を

伝えることが大切である。 

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
依頼した。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、広く広報活
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。 

 

・来年度は学校説明会を

実施したいが、そのために

は募集のシステムを構築す

る必要がある。他校で実施

ている電子申込を導入した

い。 

・九段コズミックや天体観

望会は思ったほど反応が良

くなかった。実際に来校する

取り組みであり、オンラインと

の親和性が低かったと考え

られる。 

 

 

２ 課題だと考えていること 

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。 



 ・主任教諭が減少し、教諭が増えているため特定の主任教諭に業務が集中している。 

 ・土曜に授業をしている教員、負担の大きい業務に従事している教員、朝の当番をしている教員が 

  すべて同じメンバーであり、負担感が大きい。 

② ①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） 

 ③ 他の都立中高一貫校でできていることができない。 

   現在、他の都立中高一貫校では学校公開や学校説明会はすべて電子申込である。これは複数申し込

みの防止や急な変更などの連絡が取りやすい、あらかじめ来校の人数が調整できるなどの利点があるのだ

が。本校では千代田区の条例により電子申込ができない状態である。他の都立中高一貫校が電子申込の中、

本校のみが往復はがきを使っているということは極めて遅れたイメージを持たれてしまう結果となる懸念

がある。 
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