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玉川学園は 2006 年から幼小中高一貫教育『K-12 一貫教育』を実施しています。「K-12」は「幼稚園（Kindergarten）から始まり高等学校を卒業す

るまでの期間」の呼称で、幼稚園、小・中・高等学校という学校種の枠を越えた教育の連結性・一貫性を考えるコンセプトとして使用しています。 
小学部から高等部までの各学年を 1～12 年とし、4 学年ごとに３つの活動区分『低学年』『中学年』『高学年』を設けています。 
「低学年」（1-4 年）＝小学 1～4 年、「中学年」（5-8 年）＝小学 5 年～中学 2 年、「高学年」（9-12 年）＝中学 3 年～高校 3 年 

玉川学園[幼小中高] 

2019 年度 玉川学園学校関係者評価結果 
K-12 父母会役員からの意見聴取（まとめ） 

2019 年度の学校関係者評価会議では、本学への要望・期待について、保護者の視点からご意見をいた

だきました。主なものは次のとおりです。 
 

本学への要望・期待 
◆K-12 教育活動の自己評価 
＜幼稚部＞ 
・自己評価にあたり、ディビジョンに特化した点検・評価項目を入れるのはどうか。 
＜低学年＞ 
・家庭学習の課題が多く、親としては一生懸命やらせる必要があると思ってしまう。課題をこなすだ

けでなく、得意なものを伸ばしていけるように意識した指導をお願いしたい。 
＜中学年＞ 
・クラブ活動において、人間関係や組織について 5 年生から学べるのは良い。 
・補習は学力不足の生徒をメインに行われているが、より発展的な学習を希望する生徒も参加できる

体制を充実させてほしい。 
＜高学年＞ 
・「探究」できる環境が他校に比べて整っている。環境整備のための教職員の活動も活発で、生徒の非

認知能力が高められていると感じる。 
 
◆学校からの情報伝達・学校関係者間の情報共有 
＜幼稚部＞ 
・幼稚部父母会で G Suite を先行利用。学校からのお知らせやデータを共有するのに便利。 
・クラス単位での保護者 LINE グループは禁止としてほしい。 
＜低学年＞ 
・学級単位でのお知らせ(報告)の頻度に差があるが、情報を発信してくれることはありがたい。 
・クラス単位での保護者 LINE グループは禁止としてほしい。一方、登下校の安全面から、通学班な

どの個別グループで情報共有できるのは良いと思う。 
＜中学年＞ 
・次年度からの G Suite を利用した情報伝達に期待。 
・保護者間の LINE 使用規制は不可能。クラス公式のグループのみとし、使用にあたってのルールを

徹底させるのが良い。 
＜高学年＞ 
・通学途中での緊急時の連絡について、幼～高一斉ではなく発達段階に合わせた情報の出し方を検討

してほしい。 
・保護者間の LINE 等によるトラブルを教員に相談するケースがある。保護者間のことは各自が節度

を持って対応するしかない。 
 
◆教育課程特例校 
【評価ポイント：特例部分の学習活動が適切に行われていると思うか】（回答：15 名） 
適切である：60％  概ね適切である：40％  やや不適切である：0%  不適切である：0% 

＜BLES クラス＞ 
・英語について能力向上がみられるが、外国籍教員の教え方で習熟度に差が出るため、教員間での授

業公開をさらに充実してほしい。 
＜IB-MYP＞ 
・英語力の不足する生徒に対して、早朝に少人数・学力別で対応しているのが良い。 
＜IB-DP＞ 
・IB としての学習環境が整ってきた。 
・学校全体で IB 校としての認定を受けている自覚を持ち、玉川学園が目指すグローバル化を進めて

ほしい。 
 



令和２年８月 

 

令和元年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

東京都  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

玉川学園小学部 学校法人 玉川学園 学園教学部 私立 

 

１．特別の教育課程を編成・実施している学校及び自己評価・学校関係者評価の結果公表に

関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 学校関係者評価結果の公表 

玉川学園小学部 
https://www.tamagawa.jp/academy/ 

education/k-12/assessment.html 
左に同じ 

 

２．特別の教育課程の内容 

（１）特別の教育課程の概要 

小学部にバイリンガルクラスを設け、グローバル人材に必要な資質・能力の基礎を育てる

ことを目標とし、「国語」「社会」等の一部教科等を除き、日本語と英語による指導を実施す

る。 

 

（２）学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性 

玉川学園では、創立当初より世界に通用する人づくりを目指し「国際教育」を教育信条の

ひとつに掲げ、常に先駆的な国際教育を展開してきた。これらの取り組みを初等教育課程に

も拡大し、「一貫的な国際標準教育」を実現するため。 

 

（３）特例の適用開始日 

平成 28 年 4 月 1 日 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

   特になし  



（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ・実施している 

   ・実施していない 

 

  ＜特記事項＞ 

 ・特別な教育課程の実施状況の把握・検証にあたっては管理機関が認定校の自己評価およ

び学校関係者評価の項目・内容、実施にも関わり、評価結果を確認の上、公表した。 

 

４． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している学校の教育目標との関係 

 ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、小学校段階におけるグ

ローバル人材育成のため、教員配置等の実施体制の工夫や学力の定着状況等、実施によ

る効果について確認できている。 

 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

 ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、指導計画および授業の

内容等、法律に規定する教育目標に照らして適切であり、学習指導要領に定める内容事

項についても確認、全体管理を行っていることを確認できている。 

 

５．課題の改善のための取組の方向性 

 ・自己評価および学校関係者評価を継続的に行うための内容のチェック、更新。 

・取り組みの成果の発信をさらに積極的に行うこと。 

・継続したカリキュラム開発と必要に応じた教育課程特例校の変更申請。 



令和２年８月 

 

令和元年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

東京都  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

玉川学園中学部 学校法人玉川学園 学園教学部 私立 

 

１．特別の教育課程を編成・実施している学校及び自己評価・学校関係者評価の結果公表に

関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 学校関係者評価結果の公表 

玉川学園中学部 
https://www.tamagawa.jp/academy/ 

education/k-12/assessment.html 
左に同じ 

 

２．特別の教育課程の内容 

（１）特別の教育課程の概要 

  中学部に配置しているＩＢクラス（ＭＹＰ）に於いて、国語等以外の教科等について英

語による指導を実施する。 

 

（２）学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性 

  玉川学園創立以来の教育信条のひとつである国際教育への取り組みの一環として、中学

部において、国際バカロレア機構の提供するＩＢプログラムの規格をもって日本の学習指

導要領に規定される内容事項を英語で教授することで、日本の教育制度と国際標準プログ

ラムとが融合された｢日本型国際標準化教育｣を展開するため。 

 

（３）特例の適用開始日 

   平成 24 年 4 月 1 日（平成 28 年 4 月 1 日より変更） 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

   特になし  



（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ・実施している 

   ・実施していない 

 

  ＜特記事項＞ 

 ・特別な教育課程の実施状況の把握・検証にあたっては管理機関が認定校の自己評価およ

び学校関係者評価の項目・内容、実施にも関わり、評価結果を確認の上、公表した。 

 

４． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している学校の教育目標との関係 

 ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、日本の教育制度とＩＢ

プログラムを融合した国際教育を展開するため、教員配置等の実施体制の工夫や学力の

定着状況等、実施による効果について確認できている。 

   

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

 ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、指導計画および授業の

内容等、法律に規定する教育目標に照らして適切であり、学習指導要領に定める内容事

項についても確認、全体管理を行っていることを確認できている。 

 

５．課題の改善のための取組の方向性 

 ・自己評価および学校関係者評価を継続的に行うための内容のチェック、更新。 

 ・取り組みの成果の発信をさらに積極的に行うこと。 

 ・小学部のバイリンガルクラスからの内部進学生が進級した際の、外部入学者との英語力

のレベル差に対する配慮。 

 ・外国人留学生や外国籍の生徒などを含む多様性を意識した教育環境の整備。 



令和２年８月 

 

令和元年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

東京都  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

玉川学園高等部 学校法人玉川学園 学園教学部 私立 

 

１．特別の教育課程を編成・実施している学校及び自己評価・学校関係者評価の結果公表に

関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 学校関係者評価結果の公表 

玉川学園高等部 
https://www.tamagawa.jp/academy/ 

education/k-12/assessment.html 
左に同じ 

 

２．特別の教育課程の内容 

（１）特別の教育課程の概要 

 国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの科目について、高等学校学習指導要領の科目

との対応関係を求める新科目を設置する。 

 

（２）学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性 

 玉川学園創立以来の教育信条のひとつである国際教育への取り組みの一環として、児童・

生徒の海外校進学への期待に応えることをはじめ、国際バカロレア機構の提供するＩＢプロ

グラムの規格をもって日本の学習指導要領に規定される内容事項を英語で教授することで、

日本の教育制度と国際標準プログラムとが融合された｢日本型国際標準化教育｣を展開する

ため。 

 

（３）特例の適用開始日 

   平成 28 年 4 月 1 日 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

   特になし  



（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ・実施している 

   ・実施していない 

 

  ＜特記事項＞ 

 ・特別な教育課程の実施状況の把握・検証にあたっては管理機関が認定校の自己評価およ

び学校関係者評価の項目・内容、実施にも関わり、評価結果を確認の上、公表した。 

 

４． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している学校の教育目標との関係 

 ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、日本の教育制度とＩＢ

プログラムを融合した国際教育を展開するため、国際バカロレア・ディプロマ・プログ

ラムの科目の設置を含めた実施体制の工夫や学力の定着状況等、国内外への大学進学な

ど、実施による効果について確認できている。 

 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

 ・自己評価および学校関係者評価による点検、評価結果を踏まえ、指導計画および授業の

内容等、法律に規定する教育目標に照らして適切であり、学習指導要領に定める内容事

項についても確認、全体管理を行っていることを確認できている。 

 

５．課題の改善のための取組の方向性 

 ・自己評価および学校関係者評価を継続的に行うための内容のチェック、更新。 

 ・取り組みの成果の発信をさらに積極的に行うこと。 

 ・現在特例校として認められている以外の国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの科

目の高等学校学習指導要領の科目との対応関係を求めていくことを検討。 

 ・2022 年度から年次進行で進む新学習指導要領の実施に伴う対応。 

 


