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学校経営計画
都立青山高等学校長 小澤 哲郎
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進学指導重点校として、難関国公立大学への進学実績の一層の向上を実現するとともに、知徳体の均衡あ
る全人教育を推進する学校

目指す学校

（１） 学習指導の充実
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（２） 進路指導の充実

公共心、道徳心を涵養
し、規範意識をもって社会
に貢献しようとする生徒の
育成を目指す。

①指導教諭による授業公開に加えて、校内外の研修を活用し、教員
個々の専門性の向上と共に学校全体の教育力を向上させる。
②個々の生徒のニーズや実態に応じた指導を展開するとともに、最新
の指導理論や教材を取り入れた学習指導を行う。
③国公立大学進学に対応することを基本とした学習指導を行うととも
に、講習等を実施して校内での学習を質量共に保証する。
④オリンピック・パラリンピック教育等、喫緊の教育課題に対応した
内容を学習指導に取り入れる。
⑤英語教育推進校として、ＩＣＴ機器等を活用した新たな学習スタイ
ルを取り入れるなど、生徒に実践的な英語力を身に付けさせる。

①系統的・計画的に進路指導を行うことにより、難関国
公立大学等への進学実績をさらに向上させる。また、生
徒一人一人の実態を教職員全員で把握し、各教科等での
適切な指導を引き続き実施する。
②キャリア教育を推進し、望ましい勤労観・職業観を育
む。
③自己管理能力やコミュニケーション能力の向上につな
がる指導を行う。

①思いやりある言動ができる
よう指導することにより、公
共心や道徳心を涵養する。
②いじめを許さず、傍観する
ことのないよう、自他の生命
等を尊重する豊かな心や態度
を育成する。
③基本的生活習慣等の徹底を
図り、自立した社会生活を営
むための基礎を培う。
④将来、社会のリーダーにな
るという自覚を高め、積極的
に社会に貢献しようとする態
度を育成する。

①指導教諭による授業公開に加えて、教員同士が相互に授業参観を行う校内で
の研修を実施するとともに、教職員研修センター等の外部の研修も活用して、
教員個々の専門性の向上と共に学校全体の教育力を向上させる。
②生徒の苦手な分野や模擬試験等の結果等に関する情報を学校全体で共有し、
生徒の実態や希望に応じた適切な指導を一層充実するとともに、アクティブ・
ラーニングの手法を取り入れた指導法の工夫や、学校図書館の活用促進などに
より、生徒の主体的な学習活動へと質的向上を図る。
③国公立大学進学に対応した学習指導を基本とし、幅広い教養を身に付けさせ
るため全科目を履修・修得させる。理系進学者を全体の４割程度確保するとと
もに、文系進学者の理数離れを防ぐ。また、長期休業期間中の講習、平常授業
期間中の補習、自習室の開放やチューターの配置等の支援を行うなど、校内で
の学習を質量共に保証し、学習の習慣を徹底して身に付けさせる。
④東京都オリンピック・パラリンピック教育実施指針に基づき、全教科におい
てオリンピック・パラリンピック教育の内容を取り入れるとともに、障害者理
解、障害者スポーツの理解、主権者教育、防災教育、アレルギー疾患に係る教
育、人権教育等の喫緊の教育課題に対応した内容も単元等に応じて取り扱う。
⑤英語教育推進校として、ＩＣＴ機器を活用したオンライン英会話学習などを
取り入れ、生徒に実践的な英語力を身に付けさせるとともに、各教科におい
て、日本及び諸外国の伝統文化、歴史、生活、社会、学芸等について幅広く学
び、将来、国際社会で活躍できる人材の育成に資する教育活動を展開する。

①進路指導部、学年、各教科等が連携し、系統的・計画
的に進路指導を行うことにより、難関国公立大学及び難
関私立大学への進学実績をさらに向上させる。また、生
徒一人一人の学習や学校生活等の実態を把握し、指導の
進め方等について具体的に検討する進路職員会議などを
行いつつ、各教科等での適切な指導を引き続き実施して
生徒の進路実現を確実に支援するとともに、進学指導の
一層の充実を図るという意識を全教職員で共有する。
②新教科「人間と社会」の内容を踏まえて、自己の在り
方や生き方を考えさせることにより、望ましい勤労観・
職業観を育むキャリア教育を推進する。
③学習計画の立て方や学習の進め方などに関する自己管
理能力や、円滑な対人関係を築くためのコミュニケー
ション能力の向上等に資する指導を行うとともに、論
文・作文等の文章表現力、接遇の仕方など、将来の社会
生活に役立つ力を身に付けさせる。

①常に周囲の人への思いや
りある言動ができるよう、
教育活動の全般をとおして
指導することにより、公共
心や道徳心を涵養するとと
もに、帰属意識を高めて自
尊感情の高揚を図る。
②言葉やネット上の書き込
みを含め、いじめを許さ
ず、傍観することのないよ
う、自他の生命や人権を尊
重する豊かな心や態度を育
成する。
③遅刻・欠席のないよう、
基本的生活習慣をより定着
させるとともに、礼節指導
の徹底を図り、自立した社
会生活を営むための基礎を
培う。

教員個々の専門性の向上
・年間指導計画の作成と到達目標の公表
・毎月教科会等で進捗状況を確認・調整
・生徒による授業評価を年2回実施し、指導を工夫・改善
・教員の相互授業参観を年２回（６月、１１月）実施
・学校図書館の活用促進等により生徒の１か月間の不読率を10％以
下に低減

進路指導の充実と進路実績の一層の向上
・進路全体計画の策定と着実な実施
・３学年進路職員会議の実施
・模擬試験ごとの志望者リストの作成と学習スケジュール
の指導
・模擬試験は、学年集会で各教科担当の解説を加えて返却
・校内作成学力テスト、外部模擬試験の実施
・講習及び補習の実施（3年：難関国公立大、1･2年：習熟
度別）
・３年:センター試験・シミュレーション・テストの実施、
センター試験及び二次試験対応時間割の編成（２学期末
から１月末まで）
・模擬試験等の成績上位者の掲示
・自習室の利用促進

公共心・道徳心の涵養
・全教職員が一致して指導
・儀式的行事での校歌等の
斉唱指導による自尊感情
の高揚
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（３） 生活指導の充実

生徒一人一人の進路が確実に実現できるよう、教員の専門性と授業 系統的・計画的な進路指導をより一層充実し、志を高く
力について、進学指導重点校としての高い水準を維持するとともに、 もって進路希望を実現できる生徒の育成を目指す。
最新の指導理論等を踏まえた指導や講習・補習等を実施するなど、学
校全体の教育力の一層の向上を目指す。
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平成 年度

難関国公立大

旧帝大を含む難関国公立大

※ 平成28年度は、旧帝大を含む難関国公立大合格者３名増を目指す

24

25

26
平成 年度

国公立大

難関私大

※ 平成28年度は、国公立大合格者全体で7名増を目指す

（１） 都立の名門校として、難関国公立大学や難関私立大学に進学するという生徒の夢と希望を実現する学校
（２） あらゆる教育活動をとおして、生徒が知性を高め、情操を豊かにするとともに、個性を伸ばせる学校
（３） 部活動や学校行事等の特別活動をとおして健康な心身や社会性等を培い、将来のリーダーになり得る人材を育成する学校
（４） 特別活動の充実

（５）生徒の健康づくりの充実

（６）広報・募集活動の充実

（７）学校経営の充実

（８） 地域貢献の充実

学校行事をより教育効果のある
もに改善するとともに、部活動へ
の積極的な取組を奨励し、心身の
健康の向上と社会性の涵養を図
る。

心身の健康維持を図ると
ともに、心の問題や対人関
係に悩む生徒を支援する。

教育活動の広報を通して
本校への理解を促し、生徒
募集活動を推進する。

円滑な教育活動の実施に
必要な組織と施設・設備の
充実を図る。

開かれた学校づくりや地
域連携を推進し、生徒が有
為な社会人となるための資
質を育む。

①学校行事の教育的意義や
ねらいを踏まえ、最も大き
な教育効果が期待できる内
容や実施時期等を考慮して
実施する。
②部活動への加入率を一層
高め、健康な体づくりの定
着など、健康で文化的な生
活を送るための基礎を培
う。
③公職選挙法の改正を踏ま
え、生徒会活動の意義を理
解させ、その充実を図る。

①学校保健計画に基づき、
生徒の心身の健康づくりや
体力向上に資する取組を推
進する。
②発達障害の理解を含め、
教員のカウンセリング能力
を高めて、相談体制の充実
を図る。
③スクールカウンセラーを
活用し、合理的配慮や支援
を必要とする生徒への支援
を行う。

①ホームページや都立高校
合同説明会等を活用して、
教育活動の特色等を発信す
る。
②小中学生やその保護者に
対する学校説明会、入試問
題解説会等を展開し、公立
学校で学ぶ良さをアピール
する。
③各区市町村教育委員会や
中学校等が主催する学校説
明会等に参加し、応募者の
増大に結び付ける。

①主幹教諭、指導教諭が学
校経営上の課題解決に率先
して取り組むとともに、主
任教諭が力量を発揮できる
役割を担わせる。
②体罰及び個人情報漏えい
等がないよう、服務事故防
止に向けて職員の意識啓発
を行う。
③自律経営推進予算の効率
的執行や私費の適正な管理
を継続するとともに、経営
企画室の経営参画を促進す
る。

①オリンピック・パラリン
ピック教育の一環として、
地域や地域の小中学校等と
の交流をとおして地域貢献
を強める。
②地域行事への参加や地域
の清掃活動等を推進し、地
域の核となる活動を展開す
ることにより、積極的に社
会に貢献しようとする態度
を育成する。

①学校行事の教育的意義や
ねらいを踏まえ、その内容
を常に改善するとともに、
最も大きな教育効果が期待
できる内容や実施時期等を
考慮して実施する。
②部活動への加入率を一層
高め、健康な体づくりの定
着を図るとともに、生涯に
わたり健康で文化的な生活
を送るための基礎を培う。
③公職選挙法の改正を踏ま
え、投票行動や一定の政治
活動を行う素地を養うよ
う、生徒会活動の意義を理
解させ、その充実を図る。

①学校保健計画に基づき、生
徒の心身の健康づくりを計画
的に推進し、健康管理の重要
性を認識し、自己管理する能
力を高める。また、体力向上
に資する取組を推進する。
②発達障害の理解を含め、生
徒理解に関わる最新の理論や
情報を踏まえ、教員のカウン
セリング能力を高めて、相談
体制の充実を図る。
③スクールカウンセラーを活
用し、特別支援委員会を中心
に、合理的配慮や支援を必要
とする生徒の情報を管理・共
有し、指導・育成に役立て、
継続的に生徒・保護者を支援
する。１年生には、スクール
カウンセラーによる全員面接
を実施する。

①ホームページや学校説明
会、都立高校合同説明会等
を活用して、教育活動の特
色や生徒の学校生活の様子
等を発信する。
②小中学生やその保護者に
対する学校説明会、入試問
題解説会、体験入学等を積
極的に展開し、私学等への
進学を考える早い時期から
中高まで一貫して公立学校
で学ぶ良さをアピールし
て、応募者の増大につなげ
る。
③各区市町村教育委員会や
中学校、ＰＴＡ等が主催す
る学校説明会等に参加し、
中学生等の相談に個別に応
じて、より志望動機の明確
な応募者の獲得に結び付け
る。

①主幹教諭、指導教諭が学校
経営上の課題解決に率先して
取り組む。教科及び分掌、学
年には、主任及び副主任を置
き、副主任には主任教諭を充
てる。また、各種委員会に
は、分掌や学年の副主任を充
てる。
②体罰及び個人情報漏えい等
がないよう、服務事故防止に
向けて、管理職による啓発や
研修を実施し、服務事故ゼロ
を達成する。
③自律経営推進予算を効率的
に執行するとともに、私費徴
収等についても適正な管理を
徹底する。また、80周年記念
行事を見据え、教員との連携
をより強化し、経営参画ガイ
ドラインを踏まえて、経営参
画型経営企画室の実現を図
る。

①オリンピック・パラリン
ピック教育の一環として、
東京ユーズボランティアや
スマイルプロジェクトなど
のボランティア活動、パラ
リンピアんや地域の小中学
校、特別支援学校との交流
などの活動を推進する。
②地域行事への参加や地域
の清掃活動など、校外での
活動を行うとともに、外苑
祭などの質の高い学校行事
を広く都民に公開し、より
一層質の高い教育活動の展
開に結び付けることによ
り、社会のリーダーになる
という自覚を高め、積極的
に社会に貢献しようとする
態度を育成する。

外苑祭の一層の充実
・演劇等の質の高い文化的
行事としての外苑祭の一
層の充実
・来校者5,000名以上
・部活動加入率95％以上

心身の健康づくり
・自己管理能力の向上
・体力向上
・部活動等の奨励
・相談体制の強化
・スクールカウンセラーの
活用

学校説明会の充実
・学校説目会参加者2,000
名以上
・学校ホームページへのア
クセス数月平均25,000
以上

ミドルリーダーによる学校
経営の充実
・主幹教諭、指導教諭、主
任教諭等の優れた実践に
支えられた学校経営の継
続
・適材適所による学校全体
の教育力の一層の向上

交流活動の推進
・ボランティア活動や交流
活動の推進
・質の高い教育活動をとお
しての地域貢献

５年後には、20人中３人が難関国公立大に！

５年後には、５割が国公立大に！

５年後の難関国公立大
現役合格者数【中期目標】

５年後の国公立大
現役合格者数【中期目標】
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合格者数（人）

高二
11 月

難関国
公立大
等

旧帝大を
含む難関
国公立大
等

２年生

66.1 66.1

３年生

高一
７月

150

30

模試３教科総合の

200

38

22

【参考】合格者数と模擬試験の平均偏差値の推移

高一
11 月

高二
７月

国公
立大

66.0 64.9 61.2 62.3

24

29

110

２８卒業生 65.8 66.3 61.9 62.9

22

26

103

２７卒業生 64.6 64.8 62.6 62.2

15

18

108

２６卒業生 65.2 63.7 62.3 61.7

17

27

95

２５卒業生 63.4 62.5 59.7 59.4

6

13

56

２４卒業生 62.7 63.3 60.7 57.8

8

15

61

２３卒業生 62.4 62.4 60.0 58.0

6

7

66

２２卒業生 65.3 63.7 60.8 58.6

8

9

51

