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平成 25 年４月 24 日 
                            校 長 決 定 

 

平成25年度 東京都立八潮高等学校 学校経営計画 

 

１ 目指す学校像 

 東京都立八潮高等学校は、大正７（1918）年６月に設立認可された東京府荏原

郡立実科女学校を母体校とし、府立第八高等女学校を経て、平成 30 年に創立 100

周年を迎える。本校は、これまでに２万５千名を超える卒業生を輩出し、合唱部

や弓道部などが輝かしい成果を上げてきた。昨年度は、国民体育大会（岐阜国体）

弓道において、本校から出場の東京代表選手が第４位に入賞するなど、在校生の

健闘も続いている。 

一方、入学者選抜においては平成 17 年度以降厳しい状況が続いてきたが、継続

的に本校の魅力の向上に努め、改善を図ってきた。また、創意と工夫を重ねて編

成した教育課程の下で学ぶ新たな新入生を迎え、校内はこれまで以上に活性化している。

平成 21 年度以降「品格と学びの八潮」を目指して、生活指導の充実に努めてきたが、

進路指導についても充実を図り、その成果は近年の卒業生の進路決定状況にも現れている。 

したがって、今年度も｢目指す学校像｣を次のとおり継続し、「茶髪・ピアス、化粧ゼロ

宣言」に基づく頭髪・身だしなみなどの指導を徹底し、評価規準の改善及び教育相談の推

進などにより、生徒全員の進級・卒業と希望進路 100％実現を目指す。 

目指す学校像 

 「品格と学びの八潮」を基礎に、 

 １ 生徒の進路希望を100％実現する学校 

 ２ 社会人としてのマナーとルールを身に付けられる学校 

 ３ 地域社会にとってなくてはならない存在感のある学校 

また、都教育委員会による、平成 22 年度からの「学力向上開拓推進校」（３年間）

等の取組を生かして生徒の学力の把握と伸長に努め、新学習指導要領の下で、生

徒・保護者の満足度をより高め、魅力ある都立八潮高校をつくる。そのために、平成 22

年度から以下の「八潮高校教員共通行動マニュアル」を定めており、教員による指導の差

異が生じないよう学校の教育力をさらに高めていく。 

 

八潮高校教員共通行動マニュアル 

日常 １ 生徒に自分からあいさつしたか。 

日常･授業時 ２ 生徒の頭髪、身だしなみを注意したか。 

３ 始業チャイムで授業開始したか。 

４ 授業開始時、本時のねらいを示したか。 

５ 生徒のケータイを注意したか。 

６ 廊下側・窓側を１列空けた机の配置となっているか。 

７ 机上から不要物を撤去させたか。 

８ 始業時のあいさつを行ったか。 

９ 寝入った生徒を指導したか。 

１０ 終業チャイムまで生徒を着席させていたか。 

授業時 

１１ 終業時のあいさつを行ったか。 
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２ 中期的目標と方策 

   平成24年度で終了した都立高等学校学力向上開拓推進校指定における取組の成果を生

かし、継続的に生徒の学力向上に努める。また、平成25年度に指定を受けた防災教育推進

校として公助との連携を図ることで自助・共助の技能を習得するとともに意識を高めてい

く。平成30年度の創立 100周年を踏まえ、平成24年度から平成30年度までを中期的目標の

対象期間とし26年度までをその前期、平成27から30年度までを後期とする。 

（１）前期３年間（平成24～26年度） 

本校の使命である「生徒の進路希望 100％実現」をさらに進めるために、平成25年度か

ら週時程内での教科･科目の授業時数を週30時間（ＬＨＲを加え週31時間）とするととも

に、長期休業日の弾力的運用及び土曜日を始・終業式、修了式、定期考査、授業公開等と

して全生徒を対象とする教育活動を行い授業時数を確保し、学習活動の充実を図る。 

① 生徒の希望進路実現を目指す指導の充実 

四年制大学でのキャンパスライフのよさを入学時の早い時期から気付かせ、国公立や私

立難関大学を含む生徒の希望を損なうことのない生徒の希望進路実現を目指す。そのため

に、キャリア教育を中心に、学校外の学修の単位認定の活用などを生かす。 

② アドバンスシステムの定着と充実 

入学当初から大学への進学希望を明確にもつ生徒に対して、特定の学級はつくらずに、

土曜講習等の悉皆受講などを通して、進学指導を充実させる。そのために、本校後援会等

の協力を仰ぎ、土曜補習や勉強合宿などを計画的に実施する。 

③ 規範意識と公共心を高め、寛容や豊な心を養う指導の充実 

教科「奉仕」及び校則に基づく指導並びにＨＲ合宿、体育祭、八潮祭、合唱大会等の学

校行事及び生徒会活動や校歌斉唱を随時行うことを通じて、規範意識や公共心を高め、自

ら社会に貢献する意欲と実践力を培い、他者への思いやりや豊な心を養う。 

④ 「未来を拓く」の改善、充実による生徒の自己有用感と学校への帰属意識向上 

教科「奉仕」を含む総合的な学習の時間を「未来を拓く」学習活動と位置付け、本校に

かかわる地域を中心に奉仕体験活動及び講座別学習を行い、生徒の自己有用感と学校への

帰属意識を養い、卒業まで学び続けて社会に有為な人間として育成する。 

⑤ 学力向上開拓推進校（平成22～24年度指定）の成果を生かした生徒の学力伸長 

指定期間終了後も、１人１人の生徒の課題を解決する授業を実践して学力向上を図り、

習熟度別指導等により基礎・基本的な内容の習得を通じて学ぶ喜びを体得させ、学力調査

（６教科年２回）、漢字力・計算力コンテスト等で生徒の可能性を無限に伸ばす。 

⑥ 地域連携の強化と中学生・保護者から選ばれる八潮高校の定着 

地域行事への生徒参加や地域行事の本校実施を通じて「地域になくてはならない八潮

高」を実現し、広報活動の充実や入選方法改善等により「入学したい八潮高」を確立する。 

⑦ 新学習指導要領に基づく教育課程の実施 

全生徒の８時30分始業による学習環境整備を踏まえ、理数と英語教育充実及び平成25

年度からの完全実施に伴うすべての教科･領域等での教育指導充実を図る。 

⑧ 防災教育推進校としての役割を自覚し、地域貢献意識の向上を図る。 

 公助となる警察・消防・自衛隊との連携により、地域との防災を目的とした１泊２日の

宿泊防災、自助・共助の技術や知識を高めることを目的とした２泊３日の消防学校体験を

実施し、社会貢献意識を育成する。 
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（２）後期４年間（平成27～30年度） 

 平成26年度までの成果を踏まえ、平成30年度の創立 100周年を視野に入れ、後期４年間

では主に次の取組をさらに進めていく。 

① アドバンスシステムの定着・改善等を通じた進路実績の向上 
② 規範意識と公共心、寛容や豊かな心の育成と自己有用感と帰属意識の醸成 

③ きめ細かな指導による分かる授業の実践で学ぶ喜びを体得 

④ 地域連携の強化と中学生・保護者から選ばれる八潮高校の定着 

３ 今年度の取組目標と方策 

（１）教育活動の目標と方策 

① 学習指導 

新学習指導要領を踏まえ、授業、学力調査、補習、家庭学習等を通じて、基礎・基本の

定着と学力伸長を図る。 

② 進路指導 

人間としての在り方生き方指導を充実させるとともに、進学に関する情報提供と進路相

談を適切に行い、進学率の向上に結び付け、生徒の豊かな人生の礎を築く。 

③ 生活指導 

生活規範の定着と校内美化に努め、教育相談活動を充実させて生徒の健全育成を図る。 

④ 特別活動･部活動 

体育祭、八潮祭、合唱大会等の特別活動や部活動を通じて、生徒が成就感・充実感を実

感できる学校生活を実現する。 

⑤ 健康･安全 

心と体を鍛え、防災に関する意識と実践力を高め、健康で安全な学校生活を実現する。 

⑥ 募集・広報活動・入学者選抜 

学校説明会、中学校訪問、授業公開、体験授業、部活動体験、ウェブサイト、広報紙等

を通じて本校の魅力をＰＲし、入学希望者増につなげる。 

⑦ 大学、地域・産業界等連携 

キャリア教育の視点から大学、地域・産業界等と連携して、将来にわたる「生きる力」

を育成する。 

⑧ 学校運営 

全教職員が学校経営に参画し、目指す学校像実現のため組織的な学校運営を行う。 

 

（２）重点目標と方策（数値目標） 

文末の（ ）内数値は、左から右へ24、23、22、21年度実績をそれぞれ示す。ただし、

「－」は該当なしを表す。 

① 学習指導 

ア 授業 

1) 年間授業計画を４月中に完成させ、週ごとの指導計画の事前提出率を60％以上とする。

（57%、54%、42％、－） 

2)平成26年度実施の「理科課題研究」等の新科目については、７月までに授業計画を策定
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する。 

3) １日６コマの平常授業日（原則１コマ50分）を維持する。 

（146日、139日、125日、102日) 

4) 各教科・科目において、１単位時間当たり30時間の授業時数確保し、同一学年・同一

科目は５回の定期考査を共通問題で行う。 

5) 授業規律確保の核として、１週間の授業規律確立週間を年５回実施する。（５回、５

回、５回、－） 

6) 各教科でＩＣＴ等を活用した授業を20％以上実施する。（20％、20％、－、－） 

7)漢字検定、英語検定、Ｐ検などを年２回以上行い生徒の成就感を高める。（２回、２回、

２回、１回） 

8)組織的な対応により、長期休業日中の図書館開館率を95％以上とする。（97%、91%、57％、

－） 

9)生徒の学力向上のために教科会の研修機能を強化し、各教科の指導目標を策定する。 

10)学力調査問題を組織的に作成し、英語、数学、国語は９月と１月、地歴・公民、理科

は１、２学期末考査において実施する。なお「体力」に関する向上プランを作成する。 

11)「科学の甲子園」など都や国の事業に１回以上参加し、生徒の諸能力伸長に努める。

（１回、１回、－、－） 

イ 補習 

1) 長期休業中の組織的な補習・補講を35講座以上実施し、参加生徒を350名以上とする。

（20講座・149名、18講座・166名、26講座・196名、35講座・214名） 

2) アドバンスシステム以外の補習・補講を年間延30回以上実施する。（57回、20回、 

20回、20週） 

3) アドバンスシステムの定着を目指し生徒の継続率100％を目指す。（67％、57%、66％、

－） 

4) 勉強合宿参加生徒を80名以上とする。（68名、75名、36名、14名） 

5) 自習室土曜開放を年間30回以上行い、生徒が自主的に学習できる環境を整える。（25

回、27回、29回、－） 

ウ 家庭学習 

1) 各教科で「家庭学習確認カード」（仮称）を作成し、日常の家庭学習時間を平均１時

間以上確保する。（0.59h、0.20h、－、－） 

2) 週末や長期休業日中においては平均２時間以上の家庭学習時間を目指す。（0.78h、

0.19h、－、－）そのために、各教科で家庭学習課題を年２回以上課す。 

② 進路指導 

ア 進路実現 

1) 進路指導の全体計画と年間指導計画を４月中に確認し、年間を通じて実施する。 

2) 現役生徒の大学・短期大学進学者50％以上を目指す。（42％、50%、42％、41％） 

3) 一般受験合格者数15％以上を目指す。（８％、５%、15％、13％） 

4) 卒業時進路決定先に対する満足度90％以上を目指す。（90％、92%、91％、83％） 

イ  キャリア教育 

1) キャリア教育実施計画についての校内研修を４月中に行い、年間を通じて実施する。 
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2) 平成25年度以降、週時程外で行う「総合的な学習の時間（奉仕）」を計画的に実施す

る。 

3)奉仕体験活動（１学年）における、近隣地域での活動の割合を40％以上とする。（50％、

35%、－、－） 

③ 生活指導 

ア 生活規範 

1) 学年ごとに、遅刻率を前年度比10％減少させる。そのために、遅刻・中抜け・無断早

退者にも全学年共通の対応を行う。（遅刻率１年13.6％・２年27.1％・３年23.3％、遅

刻率１年10.5％・２年12.8％・３年13.9％、遅刻率１年9.8％・２年15.4％・３年11.8％、

－） 

2) １年間皆勤生徒を学年ごとに10名以上３年間皆勤生徒を５名以上目指す。（１年10 

名・２年８名・３年17名・３年間０名、１年36名・２年５名・３年４名・３年間４名、

１年９名・２年20名・３年11名・３年間４名、１年７名・２年13名・３年６名・３年間

４名） 

3) 毎朝、頭髪・服装等の正門指導を実施するとともに、ホームルームや授業時の指導を

徹底し「茶髪・ピアス・化粧ゼロ」を継続する。また、携帯電話等の預かり指導により、

授業（教育活動）中の使用を根絶する。 

4) 登下校時を中心に、各学期初めに巡回指導を行うなどして学校外でのマナー順守の徹底

を図り、正門前の横断禁止、自転車のマナー（片手運転禁止・イヤホーン使用運転禁止）

指導を行う。 

5) 道徳教育の全体計画の検証を行って内容の定着を図る。 

6) 学年集会、始業式・終業式等で校歌斉唱の機会を設ける。 

イ 美化 

1) 全教職員が学校美化に対する意識を高め、清潔な教育環境を整備していく。学年は当

該階（フロア）を毎日点検し、健全育成部と共同で毎週末に清掃点検を行って副校長に

報告する。 

2) 1)の計画を達成するため、健全育成部２名、各学年１名の美化担当を１学期始業式まで

に設ける。 
ウ 教育相談 

1) スクールカウンセラー連絡会を毎月１回以上実施して、教育相談活動を充実させ中途

退学者を前年度比10％以上減少させる。（15名、21名、20名、53名） 

エ 健全育成 

1) 健全育成等に関する校長講話を定期的に実施する。 

2) 学校評価において、学校生活の有益性に対する満足度を60％以上とする。（60％、58%、

54％、41％） 

3) 生徒の問題となる行動を前年度比10％以上減少させる。（45件、21件、32件、37件） 

④ 特別活動･部活動 

ア 特別活動（ホームルーム活動、学校行事、生徒会活動、委員会活動等） 

1) 進路指導の充実と生徒に寛容と思いやりをはぐくむホームルーム活動計画を４月中に

策定し、学年会等において進捗状況を確認し企画調整会議で報告する。 

2) 儀式的行事は厳粛に行えるよう生徒を指導し、各学校行事での服装・身だしなみ指導
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を徹底する。 

3) 八潮祭、体育祭、球技大会、合唱大会等の行事においては、生徒が中心となって運営

する取組を推進する。 

4) あいさつ運動など生徒会が中心となって行う事業を実施し、生徒の自主的取組が進め

やすいように運営組織を見直す。 

5) 生徒会各委員会への生徒出席率100％を目指す。招集の際は健全育成部所定の開催通知

（用紙）により、開催３日前に学級担任を通して連絡する。なお、欠席生徒（委員）へ

の指導を徹底する。直前の放送による呼出しは行わない。 

イ 部活動 

1) 各部活動で活動目標を定め指導計画を４月中までに作成し、目標の達成を目指す。 

2) 東京都から指定を受けた「平成21、22、23年度東京アスリート育成推進校」の趣旨を

生かし、弓道部の活動を一層充実させる。 

3) 平成22年度入学生から部活動へは全員加入とし、年度初め等に｢一斉部活動部会｣を設

け、部活動定着率を60％以上とする。（54％、57%、54％、53％） 

⑤ 健康･安全 

1) 学校保健計画を４月中に策定し、「保健だより」は年間４回発行する。（５回、－、

－、－） 

2) セーフティ教室（薬物乱用防止、交通安全、ＩＴ機器）、保健講話を年１回開催する。 

⑥ 募集・広報活動・入学者選抜 

ア 学校説明会等 

1) 全教員が１人３校以上の中学校を訪問（品川、大田、港、江東、江戸川、墨田区は全

中学校）し、中学校訪問140校以上を実現する。（217校、195校、84校、137校） 

2) 中学校対象の出前授業、体験授業、部活動体験を５回以上に実施する。（６回、４回、

５校、12校） 

3) 学校説明会、個別相談会、施設見学会を年間10回行い、２つ以上の本校独自のＰＲ方

法を工夫する。（14回、12回、13回、３回） 

4) 長期休業日中は毎日、中学生の来校に対応するとともに、学習塾対象説明会を２回以

上実施する。（２回、２回、２回、２回) 

イ ウェブサイト、広報紙 

1) 本校ウェブサイトへのアクセス数を年間７万３千回以上とする。（７万２千回、７万

回、６万５千回、－） 

2) 「八潮ニュース」を年４回発行する。（４回、４回、４回、４回） 

ウ 入学者選抜 

1) 入学者選抜方法を工夫し、学力検査の応募倍率1.3倍を目指す。（1.18倍、1.11倍、1.16

倍、1.28倍） 

⑦ 大学、地域・産業界等連携 

ア 大学等 

1) 高大連携協定に基づく大学の授業への２名以上の生徒が参加する。（０名、２名、４名、

０名） 

2) 生徒の視野を広げる国際交流事業を行う。 
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イ 地域・産業界 

1) 月１回以上学校周辺の清掃、植栽などの美化活動を行い、３つ以上の地域行事に本校

生徒が参加する機会を設ける。（３つ、３つ、３つ、－） 

2) ２つ以上の地域行事会場として協力し、地域における本校の認知度を高める。（２、２、

２、０） 

3) 産業界と連携してインターンシップを含む就業体験関連事業を１つ以上行う。（０事業、

１事業、１事業、０事業〉 

4) 本校後援会、同窓生と連携した事業を１つ以上実施する。（１事業、１事業、１事業、

１事業〉 

⑧ 学校運営 

1) 企画調整会議は年間35回開催する。（38回、38回、39回、35回） 

2) 生徒指導、教科指導等に関する校内研修会（第３学年では志望校検討会として２回実

施）を年間12回以上実施する。（12回、12回、12回、５回） 

3) TAIMSを分掌・学年で活用し、速やかな連絡周知と情報の共有化などに活用する。 

4) 経営企画室から年間10以上の企画・提案を行い、施設設備の点検を随時実施する。 

5) 分掌、学年の組織目標を４月中に策定し、学期ごとに検証と改善を行う。 


