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今年度の取組状況と取組目標に対する自己評価
自己評価の基準：
【A】十分達成できた 【Ｂ】概ね達成できた 【Ｃ】あまり達成できなかった

（１）学習指導
今年度の取組目標
ア

進学指導重点

具

体 的 な 方 策

①習熟度授業、少人数授業や主体的・対話

今 年 度 の 取 組 状 況
①習熟度別授業や少人数授業が学力向上等に有

校として、学力

的で深い学び（
「アクティブラーニング」）
、 効に機能した。アクティブラーニングを取り入

向上に向けた組

ＩＣＴの活用等により、個々の生徒の学力

れたりＩＣＴを活用した授業は増えているが、

織的、継続的な

に応じたきめ細かな学習指導を行う。

主体的・対話的で深い学びを進路実現に結びつ

取組を進める。 習②基礎学力が不足している生徒に対して

【Ｂ】

イ

生徒の自主学

ける組織的取組が課題である。

は、早期に補習等を行い、学力向上に努め

②各学年で成績不良者に対する個人面談や基礎

る。

学力向上のための個別指導等を実施した。

③入学時からの学力の定点観測と「学力進

③模擬試験の分析結果を進学対策会議で学年と

路データベース」の整備により、個々の生

教科が共有し、ＦＩＮＥの活用も進んでいる。

徒の現状を全教員で共有し、学力の向上と

データベースの構築も進み志望校検討等に活用

進路希望の実現を図る。

できるようになった。

①年２回学習状況調査を実施し、生徒の自

①②１１月の学習状況調査では６月に比べ１・

習時間を確保す

主学習時間を調査し、適切な指導を行う。 ２学年とも学習時間が増加した。調査結果は考

るとともに、学

②１学年では「中学校での学習から高校で

査後の成績推移個人票と併せて面談資料等とし

習環境を保証す

の学習」への円滑な移行、２学年では学習

て活用した。３学年はセンター試験の５教科型

る為の支援を行

を前提とした部活動、学校行事であること

出願が８８％と極めて高く、自己採点もほぼ全

う。

の徹底、３学年では第一志望をあきらめず

員が提出した。

後期入試まで頑張る指導を全校体制で行

③自習室を学期中は平日と授業のある土曜日に

う。

８時まで、長期休業日中は平日のみ７時まで開

③退職ボランティアや卒業生等をチュー

放し、一日平均約６０名が利用した。卒業生チ

ターとして活用し、自習室を午後８時まで

ューターの相談日を年間３１日設定し、一日あ

（夏季休業日中は７時まで）開放する。

たりの平均相談者数は約３名だった。

「東京都オリ

①日本人としての教養、国際人としての教

①②次世代リーダー育成道場では５期生２名が

ンピック・パラ

養を身に付け、多様な文化や価値観を理解

８月から米国に、６期生２名のうち１名が１月

リンピック教

しそれを受け入れる知性と寛容さを持つ

から豪州に留学した。海外サイエンス研修は８

育」実施方針も

生徒を育成できるよう、次世代リーダー育

月に豪州研修を新たに開始し、１月の米国研修

踏まえ、国際社

成道場への参加や海外の姉妹校等との交

と合わせて３０名が参加するとともに、トル

会に貢献するト

流を積極的に進めるとともに、ビブリオバ

コ・韓国・米国の高校が来校して本校生徒と交

ップリーダーに

トル等を活用した読書活動や様々な文化

流を行った。また韓国・台湾に加えてフィリピ

ふさわしい幅広

活動等の充実を図る。

ンの高校とも姉妹校協定を締結し、さらなる姉

い教養と豊かな

②オリンピック・パラリンピック教育の取

妹校拡大を目指してシンガポール、マレーシア、

国際感覚を醸成

組として、全教科を通じて日本の歴史と文

カンボジア、ベトナムの高校とも交渉中である。

する。

化に対する理解を深めるとともに、世界友

１月のＳＳＨ生徒研究成果合同発表会にはテレ

【Ｂ】

ウ

【Ａ】

ビ会議システムを利用してカンボジア３校とフ

等も活用しながら海外の姉妹校等との交

ィリピン・豪州・韓国各１校が参加し、口頭発

流を進める。

表と質疑応答を行った。

英語教育推進

①オンライン英会話やＪＥＴの活用等に

①ＡＬＴや２名のＪＥＴの活用と併せて１年生

校として、生徒

より、特に「聞く」
「話す」力を育てる。

全員を対象にオンライン英会話を約９０回（各

の英語力の向上

②４技能を測定する外部検定試験を１学

クラス９～１０回）実施し生徒に好評であった。

を図るととも

年と２学年全員に受験させ、総合的な英語

②ＧＴＥＣを受験させ、バランスの取れた４技

に、国際社会に

力の向上を図る。

能の育成に努めた。

貢献する人材を

③ＡＬＴ及びＪＥＴを活用し、現代英語と

③２学期から理系が専門の２人目のＪＥＴが配

育成する。

して適切な表現ができる力を育成すると

置され、英語の授業の他にＳＳＨやＴＭの論文

【Ａ】

ともに、理数論文等でも的確な表現ができ

指導や英語によるプレゼンテーション指導等を

る力を育成する。

高いレベルで実施できた。

④英語科教員のオンライン英会話研修に

④ＪＥＴの複数配置により英語による英語授業

より、英語による英語授業を円滑に行える

の場面が増え、
「読む」「書く」学習とのバラン

ようにする。

スが取れるようになった。

ＳＳＨ事業の

①科学の甲子園等のコンテストでの上位

①本校生徒の入賞は約５０件、英語での発表は

一層の充実を図

入賞者数、生徒の英語での研究発表の回数

約１１０件だった。

る。

を増やす。

②理系女子交流会（ＳＷＲ）の参加は高校８校、

②バーチャルシンポジウムや大学と高校

大学８校（海外の１大学を含む）、生徒研究成果

の理系女子交流会を開催するとともに、海

合同発表会（ＴＳＳ）の参加は３５校（非ＳＳ

外を含む研究機関や大学、高校等との共同

Ｈ校６校、海外６校、小学校１校を含む）だっ

研究や直接交流、他のＳＳＨ校との連携を

た。ＴＳＳでは海外６校と日本３校でリアルタ

強化する。

イムオンラインシンポジウムを実施した。

③ＳＳＨ事業での成果を、東京都内及び首

③小学校教員向け研修会を１６回、高校教員向

都圏の小中学校や高校の教員に発信し、地

け研修会を１２回実施した。本校生徒が小学生

域の理数教育の発展に寄与する。

の自由研究を支援する交流も継続した。

④ＳＳＨクラス以外の生徒にも理数講演

④「文理融合」をテーマに全生徒を対象とする

会や教科融合型の講義、ワークショップ等

ＳＳＨ講演会を計７回実施した。７月には新宿

を行い、理数リテラシーの育成とプレゼン

の伝統野菜「とうがらし」を素材に家庭・英語・

テーション能力の向上を図る。

生物・世界史・化学のリレー授業を行った。

エ

達プロジェクトを推進し、インターネット

オ

【Ａ】

（２）進路指導
今年度の取組目標
ア

具

体 的 な 方 策

進学指導重点 ①学習ガイダンス等を丁寧に実施するこ

今 年 度 の 取 組 状 況
①１・２年生は年５回の学習ガイダンスで学習

校として、１学

とで、入学時の高い進学目標を持ち続けさ

への取組姿勢や模試の結果を踏まえた具体的な

年から系統的、

せ、目標達成のための努力を促す。

学習方法等を指導した。

組織的な進路指

②志望校検討会を活用し、進路部を中心と

②１１月に全教員で志望校検討会を実施し、

導をきめ細かく

して、学年と教科が個々の生徒の情報を共

個々の生徒の模試の結果等を踏まえた学年・各

行う。

有して学力向上と進路希望の実現を図る。 教科の取組等について情報共有を行った。

【Ａ】

イ

③学校外の機関等と連携し、総合的な学習

③新宿区教育委員会や選挙管理員会等と連携

の時間等を活用して、普通科進学校として

し、区内の公園や児童館、図書館等での奉仕体

キャリア教育を推進する。

験活動や主権者教育等を行った。

長期休業日中 ①各教科で講習内容を検討し、全員体制で

①②③夏季講習の内容一覧を５月２３日に配布

講習に取り組む。

し、６月中旬までに申込書を提出させた。開講

徒数を増やす。

②部活動、学校行事より講習を優先するよ

講座数は３年生向け９３講座、１・２年生向け

【Ａ】

う生徒を指導し、講習の参加生徒数を増や

４１講座、全２５日間の延べ受講者数は３年生

す。

だけで１万人を超えた。日常講習や３年の特別

③早い時期に長期休業日中の講習の講座

授業等も含め、５教科に情報を加えた６教科の

数・日程等を生徒に周知し、生徒に長期休

教員ほぼ全員が講習に関わり、実技教科の教員

業日中の学習計画を立てさせる。

も含めた全校体制で生徒を支援した。

ウ

の講習の参加生

「チームメデ ①在京の医科大学や医学系研究機関、病院

①医師等による講演を含むＴＭミーティングを

ィカル」
（ＴＭ） 等と連携し、生徒向けの講演、見学、体験

１２回、病院・研究所等の見学・実習等を１０

の取組を進め

実習等を行い、課題研究と研究発表会を行

回実施した。１２月のＴＭ研究発表会では発表

る。

う。

要旨を英語でまとめ日本語で発表した。

②１年から十分な自主学習時間を確保さ

②ＴＭ生の自主学習時間は１・２年生とも平均

せ、文系科目も含めて基礎基本を取りこぼ

３時間以上で非ＴＭ生を上回り、キャリア教育

すことなく学習させる。

とクラウドによる学習管理の成果が見られた。

③医学部医学科に対する客観的かつ正確

③ＴＭ生対象の模擬試験を年３回実施するとと

な進路情報を提供し、首都圏に限らず、日

もに、医学部進学に実績のある予備校等との連

本全国で自分に合った大学を選択できる

携により、模試結果を踏まえた生徒向けの勉強

よう支援する。

講演会や教員向け研修会を実施した。

④将来的に文系進学者や医学部以外の理

④クラウドによる推奨問題の配信を６割、弱点

系進学者への活用も視野に入れ、クラウド

補強のための学習動画の配信を５割のＴＭ生が

等を活用して生徒個々の学習状況と学習

利用し、利用生徒の評価も高い。ポートフォリ

成果を迅速かつ的確に把握して指導する

オとしての活用も含め、次年度以降非ＴＭ生を

システムを確立する。

含めた活用を検討する。

【Ａ】

（３）生活指導
今年度の取組目標
ア

具

体 的 な 方 策

ＳＮＳの適切 ①望ましい生活習慣を確立する指導の一

今 年 度 の 取 組 状 況
①全教職員があらゆる機会をとらえて「ＳＮＳ

な利用促進に関

環として、生徒が意図せずにトラブルや犯

戸山ルール」の徹底を図ったことで、ＳＮＳに

する指導を徹底

罪に巻き込まれたり、他者を傷つけたりす

関する重大事故は発生しなかった。今後も小さ

する

ることのないよう、全教職員があらゆる機

なトラブルや不適切な行為を見逃さず、早期発

会をとらえて「ＳＮＳ戸山ルール」の徹底

見、早期対応に努めることで、全ての生徒に安

を図る。

心かつ快適な学校生活を保証する。

【Ａ】

イ

体罰根絶とい ①いじめ・体罰に関する調査を年３回実施

①②いじめ・体罰調査を各学期１回ずつ実施

じめの未然防

するとともに、特に部活動において、顧問

し、少しでも気になる記述については管理職が

止・早期発見・

教諭と外部指導員とが連携して体罰を許

直接当該生徒と面談して事実確認を行い、学校

早期対応を徹底

さない体制を構築する。

いじめ対策委員会に報告することで情報共有

する。

②法律上のいじめの定義が社会通念上の

を図った。体罰については引き続き全教職員に

いじめの概念より広く捉えられているこ

体罰根絶に向けた目標を設定させ、外部指導員

とを踏まえ、学校いじめ対策委員会を活用

も含めて組織としての根絶を徹底する。いじめ

し、管理職、養護教諭、生徒指導主任、学

についても法律上のいじめに該当する事例は

年主任、学級担任、スクールカウンセラー

なかったが、悪意はなくとも他者を傷つけてし

等が連携していじめの未然防止に努める

まう可能性があることを踏まえ、今後も生徒へ

とともに、その端緒で速やかな解決を図

の指導を含めた未然ℬ￥防止を徹底する。

【Ａ】

る。

（４）特別活動・部活動
今年度の取組目標
ア

具

体 的 な 方 策

戸山祭、運動 ①生徒の自主性を尊重しつつ、適時適切な

今 年 度 の 取 組 状 況
①③運動会、戸山・新宿戦、戸山祭の三大行事

会等の学校行事

指導を入れ、質の高さを確保するととも

については、準備等に一部課題は見られたもの

をとおして、戸

に、見通しを持って計画的に準備させるこ

の、自主自立の名に恥じない生徒主体の運営に

山高校生として

とにより、授業や学業との両立を図る。

より、充実した内容で実施できた。学習との両

の一体感を持た

②経営企画室と担当教員が連携し、会計担

立や終了後の切り替えも概ね適切に行われた。

せ、学校生活の

当生徒を指導して適切な会計処理を行う。 ②担当教員が会計担当生徒を指導するととも

充実を図る。

③学校行事終了後、速やかに学習中心の生

に、経営企画室においてもダブルチェックを行

【Ａ】

活に復帰できるよう、全教員が指導を行

い、適正な会計処理が行われた。

う。
イ

部活動をとお ①活動内容や活動方法等を工夫すること

①部活動加入率は１１１％。生徒会のクラブ管

して、ルールを

で、短時間で質の高い活動を行うととも

理局の支援もあって概ね適正に活動が行われ

守り、目標に向

に、活動時間や下校時刻等を厳守させるこ

た。囲碁将棋部の全国大会３位と関東大会出

かって仲間と協

とで、メリハリのある活動と自主学習時間

場、陸上部の関東大会出場、地理歴史部の外部

力し、努力する

の確保を図る。

コンテスト入賞などの成果も見られた。

態度を育成す

②部活動ごとに口座を開設し、部費を一元

②各部活動ごとに校長名の口座を開設し、部費

る。

管理するとともに、通帳や会計報告等を定

の一元管理を徹底するとともに、通帳や会計報

期的に管理職が確認することで、適正な部

告等の帳簿や文書類を確認することで、適正な

費の執行・管理を行う。

執行・管理を行うことができた。

【Ａ】

（５）美化・健康づくり
今年度の取組目標

今 年 度 の 取 組 状 況

心身の健康 と安

①体育科教員及び部活動顧問の適切な

①夏季合宿前の７月に救急講習会を実施したこ

全に対する意識を

指導により、授業や部活動等の体育活

とで、夏季休業日中に大きな事故は発生しなか

高め、健全育成を支

動中の事故を未然に防止するととも

った。学期中も含めて救急車を要請するような

援する。

に、万一事故が発生した際の対応につ

重大事故はほとんど発生せず、生徒への安全指

いてシュミレーションを行い、生徒の

導を含めた健康・安全に配慮した教育活動が高

安全を確保する。

いレベルで実施できた。

②関係機関と連携して防犯・防災教育

②警察と連携したセーフティ教室（ネット・ケ

を行い、自分の身は自分で守る意識を

ータイの賢い使い方と薬物乱用防止）、消防署と

持たせる。

連携した宿泊防災訓練と避難訓練を実施した。

③自転車使用に関する安全指導をはじ

③自転車通学者には、被害者、加害者どちらに

めとした交通安全指導を徹底する。

もなり得ることを指導したうえで、交通法規の

④発達障害等特別な支援が必要な生徒

順守を誓約させ、許可証を発行している。

を含む障害のある生徒に対して、合理

④養護教諭を核とした管理職・スクールカウン

的配慮に基づく適切な対応を行うとと

セラー・学級担任の連携と情報共有が有効に機

もに、障害者への理解を深める教育を

能し、専門医の助言等も受けながら、必要な生

行う。

徒に対して効果的な支援を行うことができた。

①本校の生徒が弱い「投げる力」等の

①体力テストの結果は昨年より向上し全国平均

ン to 2020」を踏ま 強化を図り、体力テストの結果を向上

を上回った。
「投げる力」については引き続き強

え、生徒の体力向上

させる。

化する必要がある。

を支援する。

②オリンピック・パラリンピックをよ

②視覚障害の生徒が在籍していることを踏ま

い契機として、生涯にわたりスポーツ

え、体育でブラインドサッカーやゴールボール

に親しむ姿勢を育てる。

の体験を行い、障害者スポーツの理解を深めた。

①ごみの分別や清掃の励行等を全教職

①厚生委員、環境対策委員の生徒を指導して校

員が指導することで、校内美化の徹底

内美化の呼びかけと月１回の衛生点検・清掃点

を図り、学習に場にふさわしい環境を

検を実施し、学校見学者等の美化に対する批判

整備する。

的意見が減少した。

ア

具 体 的 な 方 策

【Ａ】

イ 「アクティブプラ

【Ｂ】
ウ

校内美化の 徹底
を図る。

【Ａ】

（６）募集・広報活動
今年度の取組目標

具

体 的 な 方 策

今 年 度 の 取 組 状 況

組織的かつきめ細

①本校の特色や強みを重点的にわか

①２回の学校説明会参加者は 1768 名で前年度

かな募集対策の充実

りやすくアピールする等の戦略的な

より 313 名増加。校長と各説明者の説明内容が

を図る。

募集・広報活動を展開するともに、学

重複しないよう事前に調整を行い効果的なアピ

校案内や学校説明会、学校見学会等の

ールができた。学校見学会等の希望者も多いの

充実に努める。

で次年度は電子申請の受付時期等を改善する。

②経営企画室等とも連携しながら、中

②生徒会主催学校説明会は今年も中学生に好

学生やその保護者の目線に立った情

評。今後も生徒や保護者、行政系職員等の視点

報発信を強化する。

も取り入れた学校ＰＲの充実を図る。

ア

【Ａ】

イ

学校ホームページ
の充実を図る。

【Ａ】

①ホームページによる発信力が学校

①年間のホームページ更新回数１３６回。学校

の評判を左右するという現状を踏ま

紹介ビデオを５年ぶりに更新するとともに、校

え、本校の特色や教育活動の様子等を

長通信、戸山ホットライン、ＳＳＨ年度別活動

タイムリーに発信するとともに、古い

記録、ＴＭニュース等の定期的な発行・更新に

情報の速やかな更新とわかりやすい

より、生徒の活動の様子がわかる最新情報を提

画面構成の工夫に努める。

供するよう努めた。

（７）学校経営・組織体制
今年度の取組目標
ア

具

体 的 な 方 策

今 年 度 の 取 組 状 況

校内組織を活性化

①主幹・主任のリーダーシップに基づ

①②企画調整会議が学校全体の業務に関わる企

し、組織的・計画的

く分掌・学年・教科内での情報共有と

画立案や各学年・分掌相互の連絡調整等を行う

な学校運営を行う。

管理職への報告・連絡・相談を徹底し、 場として有効に機能した。年間１６回開催され

【Ａ】

た進学対策会議では、模試の結果分析やそれを

②企画調整会議と進学対策会議を核

踏まえた各教科の取組の方向性等の情報が進路

として、分掌会・学年会・教科会等と

部・学年・教科で共有され、全教員が一体とな

の情報の相互伝達と共有化を図る。

った進路指導を進める一助となった。

①計画的な事務執行により、予算の有

①一般需用費のセンター執行率４４％で昨年を

効活用と一般需用費におけるセンタ

やや下回った。６０％を目標により計画的な予

ー執行率の向上を図る。

算執行に取り組む必要がある。

②経営企画室と教員が連携し、中長期

②支援センターの支援もあって、テニスコート

的見通しに立った施設・設備・備品等

やエアコン等生徒の安全や学習環境の整備に関

の更新を行う。

わる更新や修繕を迅速に行うことができた。

①自律経営推進予算に基づく蔵書の

①②限られた予算の中で８６６冊の一般図書を

用率の向上を図る。

充実に努め、生徒の学力の向上、幅広

購入し、蔵書の充実に努めた。国語科・学年・

【Ａ】

い教養や国際性の育成等に役立つ資

図書館の連携により、ビブリオバトルの校内選

料を収集する。

考会や「読んでおきたい本１００選」の提示、

②ビブリオバトルへの取組や新着図

定期的な読書記録の提出等の取組を行った結

書・推薦図書の紹介等により、生徒に

果、貸出冊数が前年度より５００冊以上多い約

読書習慣を身に付けさせる。

２３００冊となった。

教職員の服務に関

①服務事故防止研修を実施し、特に体

①７月は体罰防止、１２月は個人情報の適切な

する意識を向上さ

罰や不適切な指導、セクハラ等の禁止

管理を重点テーマとする服務事故防止研修を実

せ、服務事故の根絶

について徹底を図る。

施し、服務規律の徹底を図った。

を図る。

②個人情報の組織的な収集と適正な

②答案返却時に欠席した生徒の答案の紛失や誤

管理について徹底するとともに、特に

廃棄が多く発生している現状を踏まえ、過去に

生徒の答案の紛失・誤廃棄を防止する

発生した事故事例に基づくケーススタディを職

ための必要な措置を講じる。

員会議で行った。

イ

風通しのよい職場環境を構築する。

自律経営推進予算
の有効活用を図る。

【Ｃ】

ウ

エ

図書館の充実と利

【Ａ】

２

数値目標と達成数値

重点目標
学力向上

具体的な数値目標（26 年度→27 年度→28 年度⇒ ２９年度）

達成数値

○一日の自主学習時間
1 年生

と自主学

6 月 2 時間 24 分→2 時間 50 分→2 時間 35 分⇒ ３時間
11 月 2 時間 50 分→2 時間 49 分→2 時間 57 分⇒ ３時間

習時間の

2 年生 6 月 2 時間 14 分→1 時間 39 分→2 時間 9 分⇒ ３時間

確保

11 月 2 時間 30 分→2 時間 24 分→2 時間 44 分⇒ ３時間
3 年生

6 月 4 時間 21 分→4 時間 25 分→3 時間 52 分⇒ ５時間

2 時間 49 分
2 時間 57 分
2 時間 13 分
2 時間 34 分
4 時間 07 分

○定点観測の 11 月のベネッセ模試総合成績における国数英の総合偏差値
1 年生 74 以上 44 名→30 名→59 名⇒ ６５名

６５名

68 以上 144 名→131 名→166 名⇒ １８０名

１５９名

60 以上 312 名→281 名→299 名⇒ ３３０名

３１７名

2 年生 74 以上 15 名→23 名→32 名⇒ ６０名

３０名

68 以上 56 名→103 名→124 名⇒ １７０名

１０９名

60 以上 187 名→235 名→262 名⇒ ３００名

２５８名

進学重点

○センター試験５教科以上受験者 239 名→223 名→258 名⇒ ２４０名

２８５名

校として

○同上 760 点（約 85%）以上受験者 42 名→29 名→49 名⇒ ４５名

３７名

の進学実

○東京大学現役合格者 7 名→2 名→5 名⇒ ８名

５名

績の向上

○難関国公立大学等（東大・京大・東工大・一橋大・国公立大医学部）現役合格者
26 名→21 名→29 名⇒ ２８名

募集対策

○国公立大学現役合格者 128 名→106 名→116 名⇒ １２０名

１１５名

○国公立大学医学部現役合格者 2 名→2 名→2 名⇒

３名

（一般）2.48 倍→2.14 倍→1.81 倍⇒ ２倍以上

３．９８倍
２．１０倍

○科学の甲子園等のコンテスト、研究発表会の上位入賞者
48 名→73 名→55 名⇒ ８０名

業の一層
の充実

３名

○応募倍率 （推薦）3.97 倍→4.02 倍→2.75 倍⇒ ４倍以上

の充実
ＳＳＨ事

２２名

○生徒の英語での研究発表

26 件→58 件→117 件⇒

１００件

５０名
１１０件

○授業公開、地域向け講演会、研究発表会の開催回数
10 回→12 回→12 回⇒ １２回

１２回

○SSH クラス以外の生徒向け理数講演会、教科融合型の講義、ワークショップ等の開
催

8 回→12 回→12 回⇒ １２回

○地域の小学校の教員向けの理科実験講習会の開催

0 回→6 回→6 回⇒ ６回

○東京周辺の理科教員向けの研修会の開催 20 回→20 回→12 回⇒ １２回

１２回
１２回
２２回

○本校で開催するＳＳＨ研究成果合同発表会の発表校数と見学者数
11 校 233 名→17 校 380 名→29 校 600 名⇒ ３０校６００名以上

３６校
６００名

３

次年度に向けた課題と対応策
進学指導重点校として、生徒の高い進路希望の実現に取り組んだ結果、現浪合わせた東京大学合格者

は昨年より１名多い１１名（現役５・既卒６）となり、２年連続２ケタとなった。また、難関国公立大
学現役合格者数も４年連続で２０名を超え、国公立大学現役合格者数も４年連続で１００名を超えるな
ど、進学実績は着実に右肩上がりとなっている。さらに、開始２年目を迎えたチーム・メディカル（Ｔ
Ｍ）事業は、ＴＭの活動に直接関わっていない生徒も含めて医学部医学科へチャレンジする生徒を増や
す効果をもたらしており、国公立大学医学部医学科に３名が現役合格するとともに、東京都枠（卒業後
９年間へき地医療等に従事することを条件に入学金・授業料等が全額免除））で在京の私立大学医学部
医学部に現役合格した生徒や、既卒生ながら最難関の東京大学理科Ⅲ類に合格した生徒も現れている。
このような実績と成果を踏まえ、さらなる高みを目指すためには、教育活動のあらゆる場面を通じて、
「主体性」
（他者の助言を受け入れる素直さを前提としつつ、自らの意志や判断に基づき、自らの目標
や理想に向かって、自らの責任で行動していく力）を持った生徒を育てる必要があると考える。
そのために、次年度以降以下の各項目について重点的に取り組んでいく。
（１）高大接続改革の流れの中で、「学力の３要素」（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体
性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価する記述式問題や教科融合
型問題等に対応できる力を全ての生徒に身に付けさせることを目指して、全教科で「主体的・対話
的で深い学び」の実現に向けた取組を進める。
（２）次期学習指導要領を視野に入れ、カリキュラムマネジメントの視点に立って、生徒の「主体性」
を育てるために必要な資質・能力や学び方、学習評価のあり方等を包括した学校のグランドデザイ
ンを作成するとともに、各教科の特質に応じた「見方・考え方」についての共通理解を図り、それ
らを踏まえた学習を推進する。
（３）ＳＳＨの取組を全校に展開することにより、
「探究活動」を軸とした「自律的な学び」
「知識の体
系化」
「仮説検証型学習」
「自問自答型学習」等に取り組み、
「受け身の学習」から「能動的な学び」
への転換を図る。
（４）特別活動（ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事）や部活動、「人間と社会」の活動等を通
して、本校の伝統である「自主自立」の精神を踏まえ、生徒が自ら課題を見つけ、自ら収集した情
報をもとに自ら解決策を考え、自らの意志や判断に基づいて自らの責任で行動し、問題をよりよく
解決していけるよう最大限の支援を行う。

