
取組 および 成果 課題 および 改善策 評価 評価 コメント

児童･生徒一人一人の確
かな学力(本年度の重点
は思考力･判断力･表現
力等)の向上を図る。
【 経営方針：１-①，３ 】

・ICTを活用した課題解決
 学習や協働学習の推進

・小学部高学年における、
  定期考査の実施

・中学部定期考査における
　思考力等を問う問題の出
　題

・5年間研究してきたICTを活用した授
業の推進は、目標や目的を共有し、
話合いを経て研究を深め、発表という
形でまとめることができた。
・児童･生徒のICT利活用が進み、教
育調査の回答において高い肯定率
(93.3％）を示し、授業における学び
の深まりも見られた。
・小学部5･6学年において定期考査を
実施した。事前に計画表を配り、学習
に取り組むことで、自分から課題に対
してすすんで取り組んでいくという姿
勢を育てることができた。
・中学部定期考査において、各教科
必ず思考力を問う問題を入れた。回
数を重ねるにつれ思考力をどのように
問うか、という教員の意識が高まった。

・ICTを日常的に活用するだけでなく、
より効果的に活用していくこと、学びの
深まりにつなげていくことが、今後の
課題である。今後も、継続して日常的
な活用を図っていく。
・思考力等の向上や９年間の系統性
連続性等については、今後も継続し
て授業改善に取り組んでいく。
・家庭学習に対する取り組み方に、児
童間の差が大きかった。家庭にも確実
に周知し（学力向上の取組に関する
学年だよりの継続発行）、家庭と連携
して取り組んでいく。
・思考力を問う問題について、今年度
の実績をもとに、各教科で再考し、講
師も含め、より生徒の確かな学力を問
うような適切な問題を作成できるように
する。

B B

・研究発表の児童・生徒の様子か
ら、ICTの利活用促進については、
一定の評価をすることができる。

・学力の高まりにつながっているの
かという点については、今後も研究
を続け、はっきりと数値で分かる成
果を示していただきたい。

・プログラミングなど新しい課題につ
いても、さらに研究を深めていただ
きたい。

英語教育の充実により児
童・生徒一人一人の英語
力の向上を図る。
【 経営方針：１-③ 】

・英語力向上推進組織の設
  置および定期的な検討会
  の開催

・新たな取組の試行、既存
　の取組の見直し、改善

・月２回の外国語活動英語科部会を
 通じて指導法の共有を行い、指導の
 系統性、連続性の向上を図った。

・姉妹校WGHとのテレビ会議を３回、
 手紙交換を４回実施したことにより、
 生徒の関心･意欲を高められた。
・中学部教員の乗り入れ指導、英語村
 体験の実施、パフォーマンス評価の
 導入等、新たな取組により児童の関
 心･意欲を高めたり、表現力を高めた
 りすることができた。

・英語科教員全員が集まるための時
間設定が難しかった。時間割を調整
し、時間割に部会開催の時間を組み
込む。
・済美教育センターにかなり尽力いた
だいたが、WGHとの連携を今以上に
しっかり図っていく。
・英語検定の受検率が低いため、学
校支援本部との協力や校内の指導指
導体制や事前指導の方法を見直し、
改善を図る。

B B

・施設一体型小中一貫教育校の特
色を生かした、小学部・中学部の教
員の連携が進んできたことは評価で
きる。学園に通う子供たちが「使える
英語」を身に付けて卒業できるように
今後も務めていただきたい。

児童･生徒一人一人の体
力の向上を図る。
【 経営方針：１-④ 】

・体力向上推進組織の設置
  および定期的な検討会の
  開催

・既存の取組の改善、オリ
  パラ教育の推進

・小学部特設体育委員会、中学部体
育科を中心に取組の改善を図った。
・全身運動を強化するために授業序
盤にダブルダッチを導入し、生徒の体
力向上を図った。

・ランランくるくるタイムを通年で実施
し、児童の体力向上を図った。
・パラ選手による講演会･体験会を実
施し、小･中学部生ともにパラスポーツ
への関心が高まった。
・保健単元におけるDVD活用、運動
会における、装飾や入場曲、各学年
競技・演技等を通じて、オリンピック・
パラリンピックへの関心やを高め、理
解を深めることができた。

・組織的な取組や定期的な検討という
点については、今後の課題である。
・小･中教員の乗り入れ指導は研究授
業中心で定期的・計画的な実施には
至らなかった。達成型の種目等、段階
を踏んだ場の設定が複数ある種目で
実施していく。
・なわとび等、現行の活動を小･中合
同で実施し、９年間を通じた体力向上
につなげる。
・ランランくるくるタイムは、時間設定が
課題である。朝の業間の設定を検討
する。
・体力調査の結果が、取組にどう生か
されたのか、数値の上で効果があった
のか、検証の仕方を工夫する。

B B

・子供の体力低下は大きな問題であ
る。今行われている取組が効果を上
げているのか、成果の検証の仕方
についてもよく考えていただきたい。

児童･生徒一人一人の豊
かな心や自己肯定感、
社会貢献の意識等を高
める。
【 経営方針：１-②，⑤ 】

・小中一貫教育推進委員会
  の定期開催、新たな取組
  の提案
・小中教員の協働の充実

・特別活動における小中交
  流活動の推進

・小中一貫教育推進委員会の通年の
計画を立て、取り組むことができた。
・土曜授業において、中学部教員が
小学部に授業を行ったり、夏季パワー
アップ教室において、小学部の教員
が中学部に入ったりと、協働を進める
ことができた。
・小中交流活動を見直し、ペア学年の
設定、交流期間の設定をすることで、
より日常的な交流が図られ、効果的な
取組が行われた。
・特活部の提案で休み時間を活用し
た取組の試行が始まった。
・合同委員会を計画的に実施できた。
どの委員会も、工夫して活動内容が
深まってきた。

・小中一貫教育推進委員会の定期的
な開催が難しく、行事や提案前に臨
時で開催することが多かった点が課題
である。小学部と中学部で予定や時
間が異なるため、年間行事予定に位
置付けていく。

・小中交流に関しては、スマイルタイム
等、授業における関わりのさらなる充
実を図り、またより日常的に交流が進
められるよう、機会と場の設定を工夫
していく必要がある。

・今後も、取組内容を精査し、より効果
的な連携を図っていく。

A A

・小中一貫教育推進は、学園の最
大の課題である。推進に向けて様々
な新しい取組に挑戦してきたこと
や、教職員の連携が進んだことにつ
いては一定の評価ができる。さらな
る改善を期待したい。

特別支援教育の充実を
図る。
【 経営方針：６ 】

・小中特別支援学級におけ
  る教育活動の充実と交流
  推進

・特別支援教室の効果的運
  用(小)および次年度開設
  準備(中)

・インクルーシブ教育の推
  進

・小中学部特別支援学級は、折に触
れ頻繁に深くかかわり交流を重ねるこ
とができた。また、小中の通常の学級
との交流も計画的に進めることができ
た。
・小学部特別支援教室については、
専門員やコーディネーター、巡回指
導教員とが連携し、スムーズな開設、
運用ができた。中学部においても、次
年度開設の準備が滞りなく計画通り進
められた。
・小学部の特別支援教室開設に合わ
せて、朝会や各学級において理解啓
発のための講話を実施した。

・小学部特別支援学級と中学部通常
学級との交流の機会は設定が難し
かった。今後、互恵性のある交流が実
現できるよう、検討していく。

・小学部では次年度巡回指導の拠点
校が変更になるため、校内外体制の
さらなる連携推進が必要である。中学
部では特別支援教室の定着を図り、
効果的に運用を開始させる。

・教員や周りの児童･生徒への啓発
は、まだ十分ではない。今後もコー
ディネーターを中心に工夫して継続
する。

A A

・学園は特別支援学級設置校であ
り、特別支援教育の推進は重要課
題である。児童・生徒だけでなく、教
師、保護者も含めすべての関係者
でインクルーシブ教育を推進してい
ただきたい。

職員の働き方改革を推
進する。
【 経営方針：他(5) 】

・保護者への理解啓発

・夏季休業中の学校閉庁日
　実施、定時退勤推奨

・勤務状況の実態把握

・留守番電話の導入については保護
者にも十分周知され、夕方～夜間の
電話対応は大幅に減った。

・夏季休業期間においての定時退勤
はよく意識して実施ができた。

・12月の勤務実態調査、出退勤管理
システムの導入の影響もあり、実態把
握ができ、職員の意識改革も進んでき
た。

・全体としては、超過勤務が常態化し
ている教員が複数名いる等、業務に
追われている現状がある。
引き続き、会議の精選を図るとともに、
個々の職員が各自の業務内容を整理
することで超過勤務時間の短縮を図
る。

・現行の21時30分完全退勤を、段階
的に 21:00→20:30→20:00と進めてい
く。

B C

・健全な精神は健全な肉体に宿る。
教職員が心身ともに健康でなけれ
ば理想とする教育の実現はできな
い。必要に応じて抜本的な取組の
見直しを図ることも必要ではないか。
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