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Ⅰ．学校法人の概要
１．設置する学校・学科等
○学校法人の設立年月日

設置する学校

昭和１６（１９４１）年４月２８日

開校年月日

学部・学科等

貞静学園短期大学

平成21年4月1日
（2009）

貞静学園高等学校

昭和23年3月10日
全日制課程
（1948）

貞静学園中学校

昭和22年4月1日
（1947）

貞

昭和30年11月25日
（1955）

静

幼

稚

園

保育学科

専攻科介護福祉専攻

普通科

２．各学校・学科等の収容定員、在籍者数の状況
学校名

貞静学園短期大学

摘要

※各年度５月１日現在

学科

収容
定員数

令和３年度
（2021）

令和２年度
（2020）

令和元年度
（2019）

保育学科

３００人

１８５人

２３７人

２３８人

専攻科
介護福祉専攻

４０人

５人

０人

９人

貞静学園高等学校

９００人

４６３人

４６９人

５０７人

貞静学園中学校

１５０人

４１人

３１人

２３人

貞 静 幼 稚 園

１０５人

１４４人

１４１人

１４１人

計

１,４９５人

８３８人

８７８人

９１８人
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３．役員、教職員の状況
（１）役員の状況

２０２２年３月３１日現在

区 分

勤務状況

氏 名

就任年月

理事長

常 勤

奥 明 子

２０１３年４月1日

理 事

常 勤

小 幡 法 男

２０２１年４月１日

理 事

常 勤

笹 川 康 子

２０１７年６月９日

理 事

非常勤

神 谷 爲 義

２０１９年１０月２５日

理 事

非常勤

飯塚 新太郎

２０１１年４月２５日

理 事

非常勤

田 邉 純 一

２０１９年４月１日

監 事

非常勤

堀之北 重久

２０１９年４月１日

監 事

非常勤

久 米 信 之

２０１９年４月１日

適 要

（２）学校別の教員数及び職員数

区 分

２０２１年５月１日現在

法人

短期大学

高等学校

中 学 校

幼 稚 園

計

教

本 務

０人

１７人

３５人

４人

１０人

６６人

員

兼 務

０人

１５人

２９人

１４人

１人

５９人

職

本 務

４人

１０人

９人

２人

０人

２５人

員

兼 務

１人

０人

０人

０人

３人

４人

５人

４２人

７３人

２０人

１４人

計
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１５４人

Ⅱ.事業の概要
●貞静学園短期大学
１．学生募集の充実・強化

※到達目標: 保育学科入学者：定員 150 名確保
専攻科介護福祉専攻入学者：二桁確保
※到達状況： 保育学科入学者は、１年生 73 名（実入学者数 72 名＋留年者 1 名）と目標値を下回
った。専攻科介護福祉専攻は、2022 年度入学者は 16 名となった。
（ア）オープンキャンパスの戦略的展開―
コロナ禍を念頭に対面オープンキャンパスと WEB 配信オープンキャンパスの両輪で行う。前半期
4 月～9 月､後半期 10 月～に分け、前半期を集中的に強化し、出願に繋げる。企画運営委員会と
入試委員会の連携による緻密な計画に基づき、入試・広報課を主導に全教職員で実施していく。
昨年度に引き続き､2021 年度もコロナウイルス感染症拡大の影響等を考慮し､計画が行われた。
対象者について､9 月開催までは高校 3 年生等の今年度受験生、11 月以降は高校 2 年生（新高校
3 年）を中心とし､開催形式は実施時期により来校・ハイブリッドの予定とした｡ただし、感染状
況等の社会状況による要因も考慮しながら､実施ごとに振り返りを行い､柔軟に対応した。
<今年度オープンキャンパスの成果と今後の課題>
成 果
プログラム・運営方法について、参加者アンケートの満足度が高く、その要因として感染症対
策に留意しスムーズに展開できたこと、夏場は午前・午後開催ができたこと等が挙げられた。
また、総合型選抜対策・面接対策・小論文対策の各種講座、専攻科介護福祉専攻の PR、が高評
価であった。次年度も早期実施による効果が見込まれる。参加者がより知りたい情報を得やす
くすること､複数回参加者が新しい情報を得やすくなること等を見込み､体験授業､ピアノレッス
ンも含めたプログラム選択制を導入し、こちらも好評を得ることができた。
課 題
コロナ禍のため私立だけでなく公立も土曜授業が多いこと、保護者の職業柄等の理由、またア
ンケート結果からも日曜日の参加希望者が多かったため、次年度は基本的には日曜日（午前・
午後実施）開催とする。また、プログラム全体の時間設定がタイトで余裕がなかったため、参
加者・説明者双方にとって適切な準備時間、実施時間を設定していくことが今後の課題として
挙げられる。広報展開においては、“人”を前面に出し、学生目線の発信をすることで来校者増
加につなげる。特に４月中旬～７月中旬の前半期の告知強化、来校促進を強化する。
〈2021 年度オープンキャンパス保育学科参加者数〉（来場形式）
参加者数 272 名(前年度比 140％)、保護者 136 名
2020 年度オープンキャンパス参加者 生徒 196 名⇒受験者 78 名
2019 年度オープンキャンパス参加者 生徒 513 名⇒受験者 110 名
※WEB オープンキャンパス視聴を除く。
〈専攻科介護福祉専攻の取組〉
2 年生へのガイダンスを実施。介護福祉士の重要性を学生に周知し、専攻科介護福祉専攻へ
の進学意欲を高め、16 名の内部進学者が決まった。
（※2021 年度入学者 5 名）
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（イ）出張授業およびガイダンス、本学実施の体験授業の強化
①新型コロナウイルス感染症拡大のため、昨年度は高等学校を会場とした出張授業およびガイ
ダンスの依頼自体が極端に減少したが、2021 年度は徐々に回復し、合計 20 件の要請があっ
た。貞静学園高等学校の体験授業は 7 月に対面で実施することができた。3 月に入り、次年
度高校 2、3 年生への出張ガイダンスの依頼が増加している。
（ウ）ＷＥＢ戦略
2020 年度に実施したユーチューブでの動画配信手法をさらに発展・強化していく。ライン・イ
ンスタグラム・ツイッターによる広報活動を充実強化していく。
WEB 広告を主体とし、高校生の実態に合う「インターネット検索」の対策を強化する。
ＨＰの有効活用の充実
WEB 広告
オープンキャンパス参加者増の施策として WEB 広告を実施。本学ホームページへの流入は、
［志望校ターゲティング広告］、エリアをターゲティングした［スクールアド］［通学アド］、
いずれも高い効果が得られた。
オウンドメディア（Web サイト、各種 SNS）の活性化
オウンドメディアの活性化について、パンフレット･WEB サイトの一新、SNS の活性化と拡充、
動画・写真情報の発信方法等において、見せ方・伝え方を最重視した。また、ホームページ用
オリジナルパノラマ映像を導入した。
動画投稿の強化
キャンパスライフ、行事、オープンキャンパス、教員紹介、体験授業等、多くの動画を編集製
作し投稿した。また学生による YouTube 製作動画を大学祭の際に発信した。貞静学園短期大学
の広報に有効な取り組みと考えている。
（エ）高校訪問の充実。進学説明会の在り方の検討。
〈高校訪問〉
コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年度も訪問受け入れを断る高校があったが、電話
での積極的なコンタクトを行った。特にこれまでの入学者が多い等、優先度の高い高校につい
ては、各高校の現状を慎重に見極めながら、積極的なアプローチを進めた。次年度は、教職員
全体で情報共有をはかり、全学体制で訪問を行っていくことができるようにすることが課題で
ある。
〈進学説明会〉
今年度は、下記日程で来校形式にて実施した。
［日程］６月１８日（金）、７月１６日（金）
内容として、コロナウイルス禍の本学の対応について、現代の保育事情（コロナウイルス感染
症の影響で、保育現場ではどのような対応が求められたのか）、在学生の声（インタビュー）
等を盛り込み、以下のプログラムで実施した。
［高校教員対象 進学説明会］
・学長メッセージ
・現代の保育事情
・在学生・卒業生の声
・学校説明（コロナ禍の対応等） ・入試説明
今年度は来校形式で実施することができたが、参加者（校）数が少なく、今後の課題となった。
（オ）入試手法全般の見直し
２０２３年度入試の検討を行い、総合型選抜について下記のとおりとした。
総合型選抜
・総合型選抜の受験者層拡大や出願者増加を図るため、自分の得意な内容でチャレンジできる
「選択方式」の導入を行った。オープンキャンパス等の来校時、「事前相談」を実施し、出
願希望者との接触増を図ることとした。
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その他の選抜方法も含め、各特徴、受験生の出願動向等を考慮し、継続して入試手法の検討
を行う。
（カ）広報活動につながる学内の指導体制の充実
全教職員に広報活動等についてアンケートを答えていただいたところ、様々な意見や提案があ
り、今後の改善につなげるために、課題解決できる各部署に依頼し、継続的に実行、報告して
いる。今後も定期的に検証し、よりよい成果がでるような施策を行っていく。
（キ）貞静学園高等学校と本学の間で定期的に会議を行い、高大接続を目指す。
会議を３回実施。高大接続をめざして貴重な意見交換をすることができた。
２．官学連携、地域貢献、公開講座の強化
※到達目標： 貞静学園短期大学の特色を生かし、他大学との差別化を図った地域貢献の実施
※達成状況： コロナ禍ではあったが、大学設置数の多い文京区の中でも保育学科を有する本学
の特色、施設、人材を活かし、規模縮小は避けられなかったが官学連携事業と地
域貢献を実施することができた。
（ア）官学連携
・文京区との連携事業として「文京区子育てサポーター認定制度のための子育て支援員研修」開
催（開発費・企画費・教材費等獲得）。４回開催
2021 年度「文京区子育てサポーター認定制度のための子育て支援員研修」は以下の４回計画
された。開発費・企画費・教材費等獲得。文京区の子育て環境充実のための人材育成に関す
る官学連携事業に貢献。
（2021 年度開催日程）2021 年 5 月 29 日（土）・30 日（日）
7 月 10 日（土）・11 日（日）※中止
9 月 28 日（火）・29 日（水）
2022 年 1 月 29 日（土）・30 日（日）※中止
・文京区との「災害時における母子救護所の開設に関する協定書」に基づく、キャリア教育を含
めた活動を主に、大塚警察署、小石川消防署とも連携していく。
・東京オリンピックに向けた各種取り組みへの協力（国･東京都・文京区）
東京オリンピック開催日程を考慮した年間授業日程を作成し、各種取り組みへの準備もして
いたが、東京都障害者スポーツ大会は中止となり、例年行っていた 100 名越えのボランティ
ア参加も見送ることとなった。
・文京アカデミア講座の実施（夏休み子どもアカデミア講座、秋季アカデミア講座の実施）
例年、文京区の外郭団体である公益財団法人文京アカデミーからの依頼で､本学専任教員が､
その専門性や研究成果を活かした講座を開講し、多くの文京区在住就学前～小学生の子ども
達及びその保護者の教育活動に貢献している。
・夏休み子どもアカデミア講座については、2021 年度は 8 月に 2 講座を計画。コロナ禍の影響
により、参加人数を制限して開催を行った。
［紙立体でキャンドルづくり：15 名、バランスの達人 15 名］
・後期 文京アカデミア講座については、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、今年度は
開講しないこととした。
（イ）地域貢献事業の拡大
コロナ禍の状況に応じて地域貢献を行う。
・地域のお祭り、大塚警察行事等への積極的ボランティア参加
コロナ禍のため中止となった。
・東京都、文京区が開催するイベントへの参加（協力行事多数）
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コロナ禍のため中止となった。
・校舎貸出（体育館等）、児童館等への出張等
① 文京区内幼稚園児・小学生対象の「ジュニア体操教室」へ毎週火曜日午後、体育館の貸出を
しておりましたが、コロナ禍の影響により中止となった。
② 文京区との協定による「災害時における妊産婦・乳児の救護所」として、倉庫 2 か所を非常
物資設置場所として提供。2021 年度も引き続き定期的に文京区職員が点検・補充・交換等
を実施し、救護所機能は継続。
（ウ）各種公開講座の開講（本学主催）
各種公開講座を継続して実施していく。（含、文京区教育委員会後援による公開講座）
・文京区教育委員会の後援による公開講座開講（文京区小学校教員向け「小学校プログラミング
教育実技研修」）
申込人数が開講人数に満たないため中止となった。
・「楽しい生け花」、「楽しいフラダンスレッスン」の受講者数が安定的に定着し、コロナ禍に
おいても実施することができた。
楽しい生け花
前期 8 名
後期 9 名
楽しいフラダンスレッスン
前期 7 名
後期 9 名
・「福祉住環境コーディネーター2 級」は申込なしのため、中止となった。
３．教育活動ならびにＦＳＤ活動による教員と事務職員との連携強化
教職員の資質向上
※到達目標：2020 年度実施短期大学認証評価を受け、自己点検・評価を継続していく。
※到達状況：自己点検評価・運営委員会を中心に自己点検・評価を続けている。
（ア）自己点検・評価活動の継続、研修事業への積極的参加
①自己点検評価・運営委員会において、アドミッションポリシーの見直しを中心に検討を行い、
改定した。また、毎年確認を行うことが必須となっている指定保育士養成施設としての自己点
検を行った。
②研修事業への参加は、コロナ禍のため、研修事業自体の開催がほぼなく、積極的な参加とまで
はいかなかったが、インターネットを利用してリアルタイムで交信し、今後の課題として「Ｓ
ＤＧｓ」に関する研修会を学内企画として実施し、大学としての取組などを検討していくため
の足がかりとした。
（イ）ＳＤ活動の活性化（事務職員の専門性の向上）
①2021 年度は新たに Microsoft Office３６５を導入し、コロナ禍においても学生が学びを継続
できるように取り組み始めた。そのためこのシステムの使い方や分かりやすい操作方法の伝え
方など、試行錯誤しながら全職員で対応を行った。教員にとって必要な操作、学生にとって分
かりやすい使い方など、課題が見えるたびに勉強をしながら積み重ねている。
（ウ）教員の外部資金獲得による研究活動の活性化
①2021 年度、研究に係る外部資金の獲得はなかった。
コロナ禍で外部へ調査研究に出られない時期が多く、研究活動が活発に執り行われたとは言え
ない。毎年発行している学内の研究紀要をはじめ、徐々に可能な形に変更しての学会開催が戻
ってきているので、学部資金の獲得を目指して研究活動も活発化させたい。
（エ）ＦＤ活動の活性化。教員の授業研究及び教育力の向上
①FD 研修会として、各科目の遠隔授業の進め方や資料および課題の提示の仕方等を教員が見せ合
うことで、よりよい遠隔授業の実施を目指す機会が設けられた。
- 6 -

（オ）本学独自のＦＳＤ活動のため、教職員合同研修会の実施
①基礎力リサーチ報告会
②Microsoft Office３６５（Teams や Forms）の使い方
③次年度に向けて MyiD 操作方法
以上について、教職員合同で研修や活動を行った。
４．学生指導・支援体制の強化
※到達目標：卒後教育も含めた学生の学習成果の向上
※到達状況：在学中の学習成果の向上については、アセスメントテスト等を用いて検証し、向上を目
指して取り組んでいるが、
卒後教育については新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
未実施
（ア）入学予定者のための入学前教育の強化
①今年度の入学前教育について、下記内容となった。入学手続き終了者へ免許・資格取得のため
に必須である基礎学力の向上を支える課題（文章力・読解力・漢字筆記力・紙芝居等）を課し、
さらに各回の人数、参加者の属性など、細かな点を考慮しながら入学前ピアノレッスンも行っ
た。合格後大学入学までのモチベーション向上と入学前教育としての役割を果たした。
課題１ 漢字問題
課題２ 「紙芝居」に関する課題
課題３ 入学前ピアノレッスン
課題４ 作品制作課題「ペープサート」
課題５ Microsoft Teams 使用についての課題
②入学予定者オリエンテーションは、新型コロナウイルス感染症対策を十分に実施しながら対面
での開催を行った。学内での意見も多かった「Microsoft Teams」についての内容を組み込む
等、プログラムを変更し、入学後につながる内容とすることができた。
（イ）特待生・奨学生制度、修学支援新制度の継続
①特待生制度は学生募集において志願者獲得の重要な要因となっている。
2022 年度入学生 A 特待利用者１０名（約１４％）
B 特待利用者３９名（約５４％）
②在学中の奨学生制度は学生のモチベーション向上に大きく貢献している。
2021 年度は保育学科２年生３名、１年生１名に奨学金が給付された。
③高等教育の修学支援新制度は、経済状況が厳しい家庭にあっても大学へ進学し、学びを継続し
たい、資格等を取得しそれを活かした職業に就きたいという学生を支援する制度として、有効
である。
2021 年度この制度を利用する学生は、保育学科１年生５名、２年生１０名であった。
（ウ）卒後教育の展開を図るための戦略の検討（免許状更新講習等）
①教員免許状の更新講習実施に向けて動きつつあったが、文部科学省の方針として教員免許状更
新制度を廃止する動きとなったため、とりやめた。
（エ）卒後教育のための同窓会との連携強化（図書事業・講演会等）
①コロナ禍が継続中であったことから、同窓会総会は書面決議となり、顔を合わせて交流するこ
とができない年度であった。
②卒業する学生に対して、卒業前に同窓会についてや就職後のアドバイスを同窓会代表の卒業生
に講演をいただき、好評であった。同窓会との連携強化は今後も検討していきたい。
（オ）学生のボランティア活動充実のための支援体制強化
①学生のボランティア活動については、学生委員会を中心に支援を行っている。
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2021 年度はコロナ禍のため、ボランティア活動募集が少なかった。東京オリンピック・パラリ
ンピックにおける文京区のボランティアに多数の学生が登録してくれたものの、緊急事態宣言
期間中に重なってしまったため、活動はできなかった。
（カ）本学独自教科「キャリア教育」の実施
①キャリア教育の内容は毎年、見直しを行っている。大学で学ぶにあたっての基本的な内容から、
保育者を目指すために必要な内容、保育者のみならず社会人として必要な内容など、キャリア
を見据えた授業を行っている。
②コロナ禍の影響で当初の計画通りに実施できない内容については、代替の内容を検討するなど
しながら進めている。
（キ）「アセスメントテスト」（基礎力リサーチテスト）を経年実施、学生の基礎学力の把握
①保育学科の１年生と２年生に対して、
年度当初のなるべく早い時期に実施することとしている。
②１年生については、基礎学力を把握することで授業の進め方等の参考にしている。
③２年生については、１年間の学びの成果を検証すると共に卒業に向けてどのような指導が必要
かについて検討する材料としている。
５．グローバル化の推進
※到達目標：東洲大学校参加学生１６名
※到達状況：コロナ禍のため未実施
（ア）韓国・釜山にある東洲大学校との国際交流の充実
①新型コロナウイルス感染症が、日本においても韓国においても流行していたため、実施できな
かった。
６．緊急時・災害時への対策
※到達目標：コロナ禍における対策の継続。来る災害への備え。大学施設設備の整備
※到達状況：日々の対策は継続して行っている。不意の災害に対しては毎年計画的に少しずつ対策を
実施している。
（ア）防災備蓄（飲料水・非常食・防災用ヘルメット・消毒用アルコール・マスク）
①日常的に使用する消毒用アルコールは在庫切れとならないよう、確認し必要に応じて補充を行
った。
②教職員用非常食の入替を実施した。
（イ）施設・設備の安全管理（外壁改修工事等）
①非常用照明器具不点灯箇所の更新工事や ADSL 回線の切替に伴う機械警備システムの入替など
を計画的に行った。
②A 館の外壁改修工事を夏季に行い終了した。
（ウ）学内ＬＡＮの整備
①学生が使用する全ての教室等で Wi-Fi が利用できるよう、整備を行い、完了した。
（2020 年度からの２カ年計画）
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●貞静学園中学校・高等学校
Ⅰ．事業の目標
１．生徒募集活動の強化
２．教学の発展
３．グローバル教育の推進
４．キャリア教育
５．教員の教育力の向上
６．災害時の備え・施設設備の維持管理
７．教職員の業務環境整備
Ⅱ．事業の内容
１．生徒募集活動の強化
到達目標
中学
高校
合計

実績

１５名
２００名
２１５名

１７名
２０７名
２２４名

計画したこと
ア）塾・中学校訪問の強化

イ） HP・YouTube・twitter、
学校案内、チラシ、
パンフレット、ポスター作成
ウ）校内外の説明会、体験入学、
受験相談会の充実

エ）学園ブランドの強化

オ）安定的な生徒確保

達成率
１１３ ％
１０４ ％
１０４ ％

実施できたこと
ア）インターエデュ社の活用により、塾・中学への訪問活動
が維持できた。広報部全体では年３回の訪問期間を設定
し訪問した。
また、日能研およびユリウス、ena の“新規開拓”にも注
力した。
イ）HP・YouTube・Facebook・Line・ twitter の活用、デジタ
ル学校説明会、オンライン個別相談など工夫して実施、イ
ベントチラシなどはコストカットのため自前で作成
ウ）外部相談会（10 回、他にオンライン相談会）
コロナ禍の中、校内の説明会イベントは、コロナ禍の影
響で８月の「体験入学」を中止にしたが、それ以外のイ
ベントは感染対策を施し「来校型」ですべて実施。
中学校説明会・体験入学（全８回）、高校説明会（全 12
回）を実施
その他、個別相談会（説明会後の他に、全日２日間、イ
ブニング１週間などでも実施）、高校受験・中学入試対
策講座を実施。
説明会では在校生（ＴＳＧ）を前面に出すことを意識し
て企画し、来校する受験生・保護者に「入学後」を具体
的にイメージしてもらえるよう工夫し、高評価を得た。
エ）イ）と合わせて Facebook などの SNS で保護者世代をター
ゲットに広告表示、駅構内のサイネージ広告にも参画（昨
年度は池袋駅、今年度は豊洲駅）し、「貞静学園」の認
知度を高める周知活動を広く展開した。
オ）①中学入試
出願者数は 45 名で昨年度の 24 名から増加。入学者数も
昨年度の 15 名から 17 名へとわずかながら増やすことが
できた。
②高校入試
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出願者数は 371 名で昨年度の 335 名から増加。入学者数
も 207 名で、昨年度の 168 名から 40 名ほど増やすことが
できた。一昨年度の入学者数 137 名からは、２年間で 70
名、1.5 倍ほど増やすことができている。
【次年度への課題、申し送り事項】
・引き続き学校全体で『受験生・保護者を迎え入れる雰囲気づくり』に注力することが重要
・入学者確保の安定化を図る…目標設定を確実なラインに置き「５カ年計画」の履行を進める。
・学校や生徒の取り組みや様子を HP や SNS により外部（保護者・卒業生などを含む）に発信。本校に対
する望ましいイメージを形成し、ファン・支援者を増やす。
・中学…2 科試験、1 科試験、適性検査型入試、個性発見型入試等、生徒の学力や多様性を尊重した入試
を進めたい。その中でより受験者を増やせるよう受験日や入試方法などを検討していく。
・高校…生徒の様子や「学び直し」など、ターゲット層に「刺さる」アピールを引き続き進めていく。
・コロナ禍での中学校、塾への効果的な訪問を今期効果が確認されたインターエデュとの継続的な連携
を進める。
・外部相談会への効果的な対応を検討…広報部による積極参加
・TSG の活用…高校だけではなく中学説明会にも活躍の場を広げることを検討したい。
・昨年度途中で退職した広報部員に代わる人材の補充
２．教学の発展
到達目標
実績
大学短大 80％以上の維持
大学 110 名 短大 17 名 計 127 名/166 名 76.5％
G-MARCH 10 件
０名
日東駒専・大東亜帝国の進学者増
８名・６名 計 14 名/110 名 12.7％
国公立合格者３名（東京藝術大学、国際教養大学、都立大学）
計画したこと
実施できたこと
ア）「新学習指導要領」の趣 ア）新学習指導要領を踏まえた教育課程の編成
旨を踏まえた学習指導の
探究活動の安定実施、
及び生徒たちの研究発表の場を設けることが
充実
できた。
教務部、進路指導部が連携して、模試(特にスタディサポート)の振
り返りを年間通して主要３教科に実施することができた。
放課後の受験講座、長期休暇中の講習会の実施
イ）ICT 教育研究の充実

イ） 全学年 iPad の所持、および Teams を全導入により、コロナ感染禍
においても安定した教育活動(ハイブリッド型等)を実施すること
ができた。
外部研修を通じて「ICT 活用のために気をつけるべきこと」を受講
し、他校の現状を知ることができた。また、生徒を取り巻く ICT
トラブルも知ることができた。学校行事の際の iPad のルールを構
築できた。
オンライン授業など、ICT 機器を用いた授業について、アンケート
を実施することができ、先生方(現場)の「生の声」を聴くことがで
きた。
ウ）基礎学力の定着に向けた ウ）英語科および数学科が、年間を通して朝学習や反転学習などで学び
重点指導
直しを実施することができた。
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【次年度への課題、申し送り事項】
※教務分野
・「新学習指導要領」の趣旨を踏まえた教育活動の充実、観点別に向けての検証
・英語および数学を中心とした学び直しの充実、基礎学力の向上や検定者合格の向上
・３学期はほとんどが「オンライン授業」となったため、観点別を取り入れた評価について一部(定
期試験に導入・レポート課題の追加など)しか実施することができなかった。
※ICT 分野
・iPad を活用し、Teams を利用して双方向授業をスムーズに行えるよう、ICT 委員を中心に支援を
継続していく。
・オンライン授業でも学力が向上できる指導方法の研究
・非常勤講師用 iPad が揃っておらず BYOD をお願いする形になってしまったため、講師用 iPad の補
填が必要
※進路指導分野
・受験講座、各講習会の充実
教科、内容等を早めにとりまとめ、生徒へ呼びかけをすることで、生徒の学習計画を立てやすく
する。オンラインを活用して休講を減らす。
※生徒指導分野
・他校の状況や ICT 教育を取り巻く環境に目を配り、ルールの更新を行う。
・ICT 活用のための講義などがあれば積極的に受講する。
・SNS 関係のトラブルは多様化・複雑化しているので、現場も臨機応変に動けるように認識の共有
をはかる。
※総務分野
・スクールメール等システムの精度を上げ、万一の際に機能できるよう、生徒への更なる意識付け
を行っていく。
・引き続き、事件発生時に適切な行動がとれるような体験をする。
３．グローバル教育の推進
※到達目標：４技能強化、英検の合格者数増
計画したこと
実施できたこと
ア）JET プログラムの活動計画 ア）授業、英検対策、ESS 部活動を通して積極的に取り組めた。
の多様化を促進
イ）英検上級クラス取得化の促 イ）朝学習での単語力向上、英会話の授業内での英検リスニング、
進
ライティング対策、英検対策講座の実施
英語体験活動（ブリティッ
３級取得者数は高校１年次末で 100 名前後まで到達している
シュヒルズ・オーストラリ
ため、学び直しとの関連での英語科としての目標はある程度
ア・ニュージーランド）
到達できた。
【次年度への課題、申し送り事項】
・ブリティッシュヒルズ、オーストラリア・ニュージーランドでの活動は、コロナウイルス感染防止の
ため中止
・全般に英単語の再テストが放課後に実施不可など、コロナの影響が大きく影響している。

４．キャリア教育
※到達目標：生徒の学習意識を向上させ、進学に向けた具体的なアクションにつなげる。
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計画したこと
ア）社会人講話・進路講演会
イ）志望理由書・小論文
面接対策講座

ウ）総合的な探究の時間

エ）コース集会、
コース交流会
オ）進路情報・受験情報の
収集・分析・精査

実施できたこと
ア）受験報告会にて、外部（ベネッセ）の模試分析から見た対策と
受験の動向を講演（３月）
イ）志望理由書講座：高２（11 月、テスト１回）
小論文講座：高１（６回、テスト２回）
高２（５回、テスト２回）
高３（２回、テスト１回）
国語科、学年の協力のもと実施できた。
面接対策講座：高３（４月・７月）２回実施
ウ）高２生は修学旅行と絡めた探究活動で SDGｓにも取り組んだ。
高１生は「働く」「学ぶ」、中学は「人権」をテーマに、講義、
まとめ、発表等を行った。
初めて年間を通して「総合的な探究の時間」を行うことができ、
本校独自の探究プログラムを進めることができた。
エ）コース集会 ４月、12 月実施
コース交流会（10 月） 実施できなかったため、内容をコース
だよりに記載し、紙媒体配布にて変更
オ）進路情報：紙媒体による掲示、
受験情報の収集：全職員へ、大学主催の高校教員対象説明会参
加、セミナーへの参加を呼びかけ。申し込み状況を全教員が確
認できるように Teams 閲覧可能とした。
指定校一覧配布：高１、２対象

【次年度への課題、申し送り事項】
ア）進路講演会・・保護者対象や生徒の進路講演会の実施を計画する。
ウ）総合的な探究の時間
・探究活動を全学年で共有し、３か年サイクルをまわせるよう徹底していく。
・「探究委員会」として集まる時間がとれず、学年独自で動いたものを事後に共有する流れになって
しまった。
・進路指導部、教務部の連携
総合的な探究の時間と HR の進路行事を共有しながら年間スケジュールを立てる。
５．教員の教育力向上
※到達目標：教育の最新情報に触れつつ、社会のニーズに応じた生徒指導・教育活動ができるように
なる。
計画したこと
実施できたこと
ア）各種研修会参加
ア）オンライン研修会の増加により、例年レベルの参加率となった
教科関係の研修会は、教科主任経由で連絡する流れが徹底でき
た。
入試の分析会や講習会などを実施することができ、一般選抜および次
年度に向けた入試分析を行うことができた。
イ） 教員評価の実施
イ）代々木ゼミナール・授業アンケートの実施（継続）
校内での取組み １学期：目標設定面談、２学期：授業観察、３学期
：目標達成評価面談実施
ウ）学校力向上
ウ）学校経営計画表、学校自己評価表等の作成（１学期）、自己評価（３
学期）
『教職員の服務規律の確保に向けて』：校長による校内研修会(９月)
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【次年度への課題、申し送り事項】
（ア）「新学習指導要領」の研究に向けて、外部研修会への積極参加を促す。
教科関連の研修会について、教科主任に先行して案内をすることにより、研修会への参加率向上を
目指す。
予算に限度があるため、参加できる研修会に制限があるのが課題。
６．災害時の備え・施設設備の維持管理
※到達目標：管理業務予定等に沿って、定常的メンテナンス及び更新工事の実施、災害予防
対応などを行う。
計画したこと
実施できたこと
ア）耐震対策（落下・転倒防止等処置）
ア）一般教室全ての生徒用ロッカーの更新並びに転
倒防止工事完了、理科室内天吊りのブラウン管テ
レビ撤去完了
イ）防災備蓄品と装備の充実
イ）新入生用サバイバル３を例年通り確保、
防災備蓄品の期限調査を実施。
ウ）救急救命・防犯への対応力強化
ウ）スクールメール登下校システムのタッチ率が 70
～80％台に向上
夏休み中に防災ノートを活用し、家庭内での防
災教育を実施
中１、高１生のみ対象に、コロナ禍での制限付
き防災訓練及び路線別下校班編成を実施
12 月 23 日(木)に入試広報室で救命救急講習、
中庭で防犯講習を実施
エ）情報セキュリティ対策の強化
エ）ファイアーウォールの設置、アクセスポイント
の設置完了
ネットワークスイッチ更新完了
オ）定期的メンテナンス→（特に緊急性の高い オ）①音楽室什器更新、②中庭立木周りくぼみ対策、
設備や電気機器から行う）
➂湧水配管改修工事、④誘導灯バッテリー交換、
⑤非常照明器具交換、⑥自動火災報知設備改修、
⑦１Ｆエントランス庇漏水修繕、⑧エレベータ
ー滑車交換、⑨体育館ロールバックチェア部品
交換、⑩舞台吊りもの点検
①～⑩完了
【次年度への課題、申し送り事項】
◎ 喫緊の課題
普通教室への改修工事
（エ）今後も更新作業は続く見込み。
セキュリティーポリシーの整備
（オ）ロールバックチェア駆動装置等部品交換、屋上キュービクル部品交換、
防災設備修繕等
７．教職員の業務環境整備
※到達目標：優秀な教員の確保や維持に向けた取り組みを推進。
（ア）働きやすい職場環境
（イ）仕事の効率化・ペーパーレス・キャッシュレスの実現

- 13 -

計画したこと
ア）教職員支援
イ）業務・作業の効率化

実施できたこと
ア）夏休み期間中に教職員ストレスチェックを実施
（今年度は面談指導を受けた者なし）
イ）事務室前に券売機設置完了
2022 年度本格運用開始

【次年度への課題、申し送り事項】
（ア） Office365、教務システム（Siems）本格運用
・Siems 処理マニュアルを随時更新できているが、まだまだ活用できていない機能があるので、
Siems および Teams の「マニュアル」をさらに充実させ、全教員が一定のスキルで業務を行える
よう支援する。
・業務の効率化に向けて、各個人の教員が Office365 および Teams の機能を使いこなしているが、
全体への共有がまだまだ図れていない。各教員が個人で持っている・知っている「スキル」を、
全教職員で共有できる場を設けられるようにする。
・欠席連絡などのオンライン化・定期試験中の緊急連絡など効率化を引き続き検討
・経費精算システムを引き続き検討
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●幼稚園
１．園児募集活動の充実
※到達目標 ： 年少組入園者数４８名
※達成状況 ： 入園考査で３４名、その後の転居による入園希望者４名を受け入れ、３８名の募集を行
った。目標は達成することができなかった。
（ア）見学会・入園説明会の充実
・見学会
参加者数
受験者数
入園者数
２０２０年度は、新型コロナウイルス感染症の為見学会は中止した。
２０２１年度
３２名
１５名
１０名
・入園説明会
参加者数
受験者数
入園者数
２０２０年度
７５名
３８名
２４名
２０２１年度
３７名
１７名
１４名
※新型コロナウイルス感染症の感染対策として、密を避け、多くの方に来園して頂くために
見学会と入園説明会のどちらかの参加にした。その影響で合計の参加者数が減少した。
・入園考査
募集定員
応募者数
合格者数
入園者数
２０２０年度
４０名
７０名
５９名
４６名
２０２１年度
４０名
４６名
４２名
３８名
（イ）ホームページによる園だよりの充実
行事があるごとに保育活動を年間４０回ホームページに掲載した。作成は教員で分担し、
様々な角度から園児の目線で表現し、在園児の保護者や入園希望者に伝えた。
新型コロナウイルスの影響で、行事が中止や変更となったため掲載回数は例年より減少した。
２．保育力の強化
※到達目標 ： 園児の成長をより支援するために保育力を高める。
※達成状況 ： 新型コロナウイルスの影響で例年参加していた都私幼連の研修会などがオンライン研
修となり研修会の参加は減少した。
（ア）研修会への積極的な参加
本年は、都私幼連主催の研修会にオンラインでの参加を行った。
参加後は、研修内容を教員で共有し、保育力の向上に取り組んだ。
（イ）園内研修の充実
講師を招いて、リトミックの研修を行った。また、筑波大学附属大塚特別支援学校の方に園児の
巡回指導にお越しいただき、園児の情報交換や助言を頂き指導に生かした。
３．保育の充実と保育環境の整備
※到達目標 ： 保育環境の向上を目指し、保護者の満足度を高める
※達成状況 ： 新型コロナウイルスの影響で、体操教室等が中止になったが、その他の事業は予定通
り行い、保育環境の充実が出来た。保護者アンケートでは９６.６％の満足度を得る事
が出来た。
（ア）キッズ英語の実施
（株）シェーンコーポレーションに外国人講師の派遣を依頼し、課内レッスン２３回、課外レッ
スン１６回を行った。
楽しく英語に触れ、ネイティブの発音に接することが出来、保護者から好評を得ている。
（イ）体操教室・サッカー教室・パズル教室の実施
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体操教室は新型コロナウイルスの影響で、各学期行う予定だったが、２学期は中止した。
年長組でサッカー教室、パズル教室を実施した。
（ウ）運動用具等の購入
園児の体力増進、運動能力向上のために運動用具を購入。また、知育玩具を購入し、自由遊びの
時に活用し、保育指導を行った。
４．災害時の備えの強化
※到達目標 ： 災害時に園児を安全に避難させる
※達成状況 ： 災害時の避難訓練、停電に備えて、発電機、蓄電池の補充を行った。
（ア）避難訓練充実
火災、地震、に対応しての避難訓練を行った。
各回とも園児は真剣にスムーズに訓練を行うことが出来た。
（イ）安全点検の充実
遊具、保育室の安全点検については、朝の清掃時に実施した。
施設の安全点検についても毎日実施した。
（ウ）災害時避難用品の購入
ガソリンエンジンで発電する発電機、蓄電池、毛布、敷マット等を購入し、停電に備える対策を
行った。
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