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令和２年度 東京都立石神井高等学校経営報告 

 
本校は、「いかなる社会情勢にあっても、旧制中学から続く長い歴史を土台に文武二道の両立を実践する伝統校

として、次代を担う生徒の育成」を目標とし、 

「AIM HIGH：自ら学習に励み、生得の才能を伸ばし、高い矜持をもつ」 

「WORK TOGETHER：自他を尊重し、他者と協働して高め合い、新たな価値を創造する」 

「CHALLENGE GLOBALLY：グローバルな社会人基礎力を育み、世界貢献への意欲を高める」 

生徒の育成を目指してきた。「チーム石神井で文武二道の両立を！」のスローガンのもと、学力の確実な定着によ
る進学実績向上、部活動の一層の充実、そしてその基盤となる基本的生活習慣や規範意識の醸成を目指してきた。
その学力と人間力をどこまで高めることができたのか、その成果と課題をここに報告する。 
 
１．令和２年度における教育活動への取組と自己評価 
（１）学習指導 

 ① 授業規律の遵守と、主体的・対話的で深い学びへの実践 
授業規律の遵守指導は、令和２年度をもってほぼ完成した。その結果、すべての教員が、コロナ禍の中、授

業時間をフルに活用し、チャイム前の教員の準備と生徒の着席指導に取り組み、「５０分の授業を大切に」し
ている。また、授業観察の観点に、本時の目標の明示と主体的・対話的で深い学びの実践を導入し、多くの教
員が感染予防をした上で、できる限りのペアワークなどを導入しており、その成果が出ている。今後は、反転
学習とオンラインをハイブリッドで組み合わせた、生徒が楽しみにする授業、「なぜ・どうして」を探究した
くなる授業の組織的な構築が課題となる。 

 ② 基礎的・基本的な学力の定着と、さらに応用・発展的な学力の向上を目指した指導 
  ＩＣＴ機器を活用した授業は定着し、生徒の興味・関心を高めている。コロナ禍の影響により、学習コンテ
ンツも活用しながらオンライン授業の構築を教科単位で実践したことは今後につながる成果である。ＢＹＯ
Ｄ・ＣＹＯＤの観点から、生徒の授業におけるスマホ等の活用を始めている教員は前年同様１０名程度であり、
生徒の探究学習の一助としての適切な利活用が課題である。 
夏季休業中の組織的な講習は、コロナの影響により開講講座数は第３学年１１講座で、参加者数延べ７６４

名と激減したが、その分、平常の授業日において補習補講を実施した。来年度、平常に戻った場合の夏季休業
中の前・後期の開催日程と、部活動とのすみ分けを明確に実施することが課題である。一方、自主学習時間は、
昨年同様、経年比較をしているが、例年の課題となっている。１時間未満の生徒は前年度から改善しているも
のの、例年目標としている学年数プラス１時間以上の学習時間という指標からみると、いまだに達成できてい
ない。次年度も、引き続きスキマ時間の活用など指導の改善を行う。自主学習時間の確保は喫緊の課題である。 

（２）進路指導 

 ① 確かな進路選択に向け、早い時期からの生徒の意識向上に努める 
生徒の進学意識の向上とともに、保護者の意識の向上が必須であることを踏まえ、進路指導部主催の保護者

対象進路講演会を導入した。特に１・２年生についてはこれからの進路指導を行う上で、大学入試情報等を保
護者にも提供することにより、早い段階から進学に向けた意識向上に役立った。これは今後も引き続き拡大実
施する。一方、生徒の進路指導については「総合的な探究の時間」を活用したキャリア教育を通し、各学年段
階に応じて計画的に実施し、大学と連携した進路ガイダンスや授業体験など、生徒の進路に対する意識を向上
させた。大学分野・目的別ガイダンスでも進路意識を高められ、引き続き適切な進路プログラムを提供する。
また「進路ニュース」として学年に応じた適切な進路情報を提供することにより、生徒の進路意識向上を図る
ことができた。 
今後は、進路指導のベクトルを同じにした、全教員での進路指導の構築が課題である。そのために、より一

層進路指導部主導の進路指導の実現を図る必要がある。 
 ② ねばり強く取り組む意欲を育て、生徒の希望する進路実現に努める 

実力テストの結果分析などを進路指導部・学年の連携で行い、分析結果を生徒へフィードバックし、個々の
進路指導に役立たせた。また、共通テスト出願者数は２７７名中２５６名（９２．４％）で、前年度８９．６％
をさらに上回った。難関国公立・医学部大学合格者は出なかったものの、国公立大学合格者数が７名、難関私
大合格者のべ１３名と昨年度を維持した。今年度目標値を１００としたＧＭＡＲＣＨ校は６５名で昨年度より
６名の増加。成成明武においても５３名で２１名の増加がみられた。日東駒専は１００名となり、日東駒専か
ら成成明武に、成成明武からＧＭＡＲＣＨに合格者数がスライド移行しており、全体としては確実に進路実績
を伸ばすことができた。現役での４年制大学・短大進学率は８９．５％となった。浪人生については、より高
い進路希望の実現において、難関私大やＧＭＡＲＣＨに複数校合格するなど結果を残し、これまで以上に生徒
の明らかな変化が認められる。 



 

一方、特進クラスの指定校推薦での進学者は１名にとどまり、安きに流れない一般受験まで頑張りぬく指導
の充実の成果が、少しずつ出始めている。 

(３) 生活指導 
① 生徒の基本的な生活習慣や規範意識の育成と利他の精神の醸成 

生徒の生活指導については、外部、地域からの高評価であり、生活指導をきちんと行う学校選びをしている
中学生が本校を希望し、その希望者数が安定している。社会問題となっている歩きスマホの撤廃と、授業規律
の向上、遅刻数の減少など、その改善状況が把握でき、学力の向上につながっている。校内外の美化や公共物
を大切にする意識も育ってきている。 
引き続き運動部や文化部がそれぞれに地域行事への参加も引き続き実施しており、ボランティアマインドの

醸成にもつながっている。特に挨拶は外部からの評価が高く、引き続き挨拶の励行を実施したい。 
② 教職員あげて一層の生徒理解に努めるとともに、好ましい人間関係の構築を支援 

生活指導部が教育相談を所轄し、特別支援コーディネーターを生活指導部から選任し、フットワークを軽く
することで生活指導と教育相談とが緊密に関わることができている。スクールカウンセラーによる新入生の全
員面接を含め、特別支援校内委員会を研修会含め年間４回開催し、教員との相互連携や生徒情報の共有により
生徒の心理的な課題を早期に把握し、課題を抱える生徒への対応を適切・迅速に行うことができている。また、
特別支援教育等の研修への派遣を継続的に行うことで、教育相談に関する教員の意識を向上させることができ
ている。学校サポート委員会も、地域関係者の協力を得て、有効に機能している。 

 (４）特別活動 
○ 学校行事、生徒会活動、部活動等の一層充実・発展を図る 

体育祭については、コロナ禍により学年別体育大会とし、体育祭実行委員会生徒の主体的な取り組みにより、
石神井高校の伝統の継承を行うとともに、安心・安全の確保と行事の充実を実現できた。引き続き、良き伝統
を継承し、質の高い行事としていく。コロナ禍により来校者は０であるが、練馬区中学校が土曜授業を実施し
ている第二土曜日の開催を避け、多くの来校者を集めることが次年度の課題。 

文化祭も、コロナ禍で中止となり、文化祭実行委員会の生徒の主体的な取り組みにより、各団体によるオン
ラインや展示発表会を１２月に実施した。YOU TUBEなどを活用した成果を、次年度にも生かすとともに、
毎年課題となっている、限られた時間での準備と実施を次年度も指導していく必要がある。 

美化委員会、保健委員会では、コロナ禍の状況で、ゴミの分別・使用済みマスク専用ごみ箱の設置、手指消
毒の徹底に合わせ、校内美化、トイレの衛生点検など、生徒主体に計画的に進められた。校内美化については、
スローガンを決め「グッドマナー石神井」を継続して、来校者から校舎が常にきれいであると高評価である。
図書委員会では、読書活動の推進や図書室前にソファーとブックスタンドを設置し、本に親しみやすい場所を
提供する“ブックカフェ”を継続実施した。 

部活動においても、コロナ禍の影響で、十分な結果はでていない。その一方で、オンラインでの練習方法や、
短時間での効果的な練習方法を身に着け、今後、文部科学省のガイドラインに沿った限られた時間での部活動
につなげることが課題である。 

オリンピック・パラリンピック教育の推進としての取組みも中止となった。次年度は生徒観戦も含め積極的
なオリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

(５) 健康づくり・体力づくり 
○ 学校生活を支える生徒の心身の健康づくりに取組む    

外部講師を招請して薬物乱用防止・性感染症問題・癌教育をテーマにした講演会をそれぞれ開催し、生徒の
健全育成を図った。また、スクールカウンセラーによる教育相談に係る研修や、養護教諭による感染症予防に
関する研修や癌教育をテーマにした研修をとおして、生徒・教員の意識向上を図るとともに、保健だよりを発
行して生徒の感染予防意識を喚起することで、校内での感染拡大を防ぐなどの成果が見られた。今年度のイン
フルエンザ感染者は０となり、新型コロナウイルス感染者は１名のみ、そのために休校措置とはならなかった。 

(６) 募集・広報活動 
○ 本校の教育活動に対する都民の理解を一層深める 

コロナ禍の影響で、夏季休業日中の学校見学会も含め、９月までの校内学校見学会は中止とした。その一方
で、１０月・１１月・１２月の学校説明会は人数制限１回２００名を設け、一日２回計１０回実施、平日の夕
方には人数制限１回３０名を設け、ミニ説明会を８回実施した。結果、説明会総参加者数は前年度の１６００
を大きく上回り２０９８名となった。１月には完全予約制で個別の進学相談会を実施し、受検を希望する中学
生のニーズにできるだけ応えた。また、４月からホームページの更新をスピーディーに行い、レイアウトの変
更やデザインの改善、読みやすいHPを目指し、美術部の生徒の意見も取り入れ、よりビビッドでアトラクテ
ィブなHPへと改編した。コロナの影響で配布が難しかった「生徒会新聞」をホ－ムページに掲載し、学校の
様子をさらに見やすくした。 
学校案内は前年度から取り組み始め、５月連休明けには完成し、ポスターと合わせ中学校や学習塾等に配布

した。今後も早期完成を目指して、より早く情報発信ができるよう、広報活動全般に取り組むことが課題。 
これらの広報活動の結果、全日制普通科高校では男子の応募倍率が日比谷と並んで２．２８倍と１位となり、



 

男女合わせても上位４位に位置した。推薦に基づく選抜においても、昨年度の応募倍率を０．３９倍超え、３．
６９倍となった。 

 

 (７) 学校経営・組織体制 
① 学校や生徒に関わる課題に迅速、かつ効果的に対応できる組織体制を構築する 

企画調整会議を学校の戦略会議と位置づけて学校運営を行い、分掌、学年の各主任が職責を高いレベルで意
識し、協力して課題改善を図る取り組みを実践することができた。学年主任会議は非公式に実施し、各学年の
課題改善に向け取り組んだ。学校経営計画の指針・方針を職員に周知し、あわせてグランドデザインの構築に
向け学年並びに分掌会議が早期に情報を共有化するとともに、経営企画室とも緊密な連携を図ることで、課題
解決を学校全体で取り組んだ。 
課題は、石神井高校グランドデザインに基づいた令和４年度からの教育課程の確定と、次期石神井高校の在

り方を意図的・組織的・具体的に検討することである。 
② 国際理解教育の推進     

今年度も「海外学校間交流推進校」に指定されたが、コロナ禍の影響で、対面の交流活動はすべて中止とな
った。したがって、東京体験スクールもできず、昨年度から企画した「海外探究」についても実現できなかっ
た。そのため、英語部を主導として、オンライン国際交流を３回実施し、オーストラリアおよびアメリカンス
クール高校生とのチャット会議を実施した。次年度に向け、コロナの状況によってはさらにオンライン国際交
流の活動を拡大し、英語圏のみならず、できるだけ多くの学校と交流していく必要がある。 
文化スポーツ等特別推薦の英語の選考では検定等の中止により、受検生１名、合格者０となった。今後は説

明会などで、英語の選考についてより大きく周知し、受検希望者の増加が課題となる。 
一方、次世代リーダー育成道場については、１名の希望者・合格者が出た。今後に期待しているが、さらに

希望者を出すことが課題である。 
東京グローバルゲイトウェイは１年生の全員１日参加を実現したことにより、生徒の英語発話力の意欲向上

につながった。以上の活動を含め、今後さらに国際理解教育を推進・発展させることが課題である。 
③ 教職員の意識改革と資質・能力の向上を図る 

昨年度に引き続き、「進学指導研究校」に指定されたことを好機ととらえ、主に進学指導上の工夫と国公
立、難関私立大の合格率アップを目指し、教職員の一層の連携を図った。 
教育相談、情報セキュリティ（個人情報管理）や服務等に関する校内研修を年間３回実施し、教員の意識改

革に努め、情報流出や服務事故を防止し、服務事故は０である。授業力向上については、年次研修該当者や教
師道場参加者による研究授業、指導教諭による公開授業、年間２回の授業観察後の授業力向上面接、年３回以
上の相互授業見学などを継続的に実施し、授業方法の改善や教材開発についての検討を進めた。また、ＩＣＴ
を用いた研究授業や研修を実施したことで、今年度も画像・映像などを活用して生徒の興味・関心を喚起する
授業が確実に増加している。自律経営推進予算については、コロナ課で中止となった行事予算、特に旅費を適
宜科目変更することにより、適切な補正予算を編成・執行した。センター契約の割合の目標値は達成したが、
引き続き増加の取組みを行い、効率的な予算執行を進めていく。 

(８)その他 
① 宿泊を伴う防災訓練 

宿泊を伴う防災訓練は中止。次年度に向け、引き続き消防署や地域の消防団、区役所の大きな協力を得て６
時間の防災訓練を効果的に実施することが課題。一方で「３．１１を忘れない」取組として、１０年を経過し
て、風化させることがないよう、半旗を掲揚するとともに、掲示文の掲示と担任による指導を行った。東日本
大震災の教訓を踏まえ、生徒に自助・共助・公助の意味と重要性を理解させ、防災意識を高める取組みを継続
した。 

② ビブリオバトルへの取組み 
今年度はビブリオバトルへの参加ができなかった。次年度は、国語科教員と司書教諭の連携の下、当該学年

である２年生の読書への意識を高め、組織的な参加を促すことが課題である。 
また、図書館利用状況では、目標の４０００冊には到達できなかったが、昨年度並みの３２０７冊となった。

感染対策を徹底して、図書館の活用を促進することが課題である。 
③ 校内美化活動 

校内の清掃活動やゴミの分別指導など、総務部を中心に美化委員会の活動を活性化するとともに、日ごろの
教育活動を通して生徒の環境問題への関心・意識を高めることに努めた。 

 

  



 

２ 重点目標と方策および数値：〔  〕内は目標値                           

 今年度結果 目標値 

（１） 

授業規律の遵守を徹底するとともに生徒の興味・関心を喚起し、意欲的・主体的に学習活動に取組めるよう授
業内容、指導方法、評価の在り方を工夫・改善する 
チャイムによる授業開始と終了、挨拶の励行など授業規律の徹底  １００％ 〔１００％〕 

生徒による授業評価、学校評価における授業に対する満足度  ９０％以上 〔９０％以上〕 

夏期の補習・講習の開講講座数 （前・後期１週間ずつ）・ 

夏期の補習・講習の参加生徒数 

１１講座・ 
延べ７６４名 

〔６０講座・延べ
３，２００名以上〕 

自主学習時間１時間未満の生徒の割合 １．５％ 〔５％以下〕 

（２） 

自己の適性を見出させて確かな進路を選択させ、現役での希望進路の実現を支援する 

現役生で卒業時の進路未決定者（「進学準備」以外）率   １．１％ 〔３％以下〕 

現役での４年制大学・短大進学率  ８９．５％ 〔８０％以上〕 

現役でのGMARCH合格者数  ６５名 〔８０名以上〕 

国公立大学合格者数 ７名 〔１０名以上〕 

早慶上理合格者数 １３名 〔１０名以上〕 

難関国公立、医学部合格者数 ０名 〔１名以上〕 

センターテスト結果 全国平均点突破 全国平均点突破 

（３） 

全教職員が一体となった組織的な取組により、基本的生活習慣の定着と規範意識の徹底を図る。 
特別指導件数  ２件 〔３件以下〕 

極端な染髪生徒の割合  ０％ 〔１％以下〕 

生徒に関る近隣からの苦情電話件数  ６件 〔３件以下〕 

（４） 

部活動の一層の充実と委員会活動の活性化を図る 

部活動加入率  ９２．３％ 〔９５％以上〕 

都大会入賞、ベスト１６以上の部数  ４部 〔５部以上〕 

（５） 

健康づくり、環境衛生に関る講演会を開催し、生徒の保健、環境に対する意識向上を図る 

保健および美化に関わる講演会の開催  ４回 〔４回〕 

生徒会、美化委員会による「グッドマナー石神井」の取り組み 通年実施 通年実施 

（６） 

学校ＰＲ活動の一層の充実を図り、本校により適する生徒の入学を目指す。 

学校見学会・説明会の参加人数（保護者と中学生） ２，０９８人 〔５，５００人以上〕 

入学者選抜（一次）の倍率  ２．１３倍 〔２倍以上〕 

（７） 

研究授業や校内研修を実施し、あわせて相互の授業見学を推進することにより教員の授業力向上を図る。 

全都に公開する研究授業・研究協議の実施回数  ２０回 （２０回以上） 

３回以上授業見学した教員の割合 ９０％ 〔１００％〕 

（８） 
授業における図書館の活用などを通して読書活動を推進する 

生徒への図書貸出数の増大  ３，２０７冊 〔４，０００冊以上〕 

（９） 
教職員の働き方を改革する。 

年間、勤務時間外労働３６０時間を超える教職員  １名 １０人以下 

 
３．令和３年度に向けた成果と課題 
  教育目標を一新し、それを具現化するスローガンとして「チーム石神井で文武二道の両立を！」をかかげ、学
力の向上と人間力の向上を柱に地域や保護者との連携図りながら、生徒の学力向上及び一段上の進路実績を目指
して組織強化を図った。本スローガンは教職員・生徒・保護者の間で合言葉になっており、グランドデザインの
学校の大きな方向性として位置づけ、学校経営の組織的な実現に取り組むことができた。令和３年度は７６期生
を迎え、「チーム石神井」も６年目となり、全教職員が一致して次期石神井を意識した生活指導上の取り組みを
継続し、地域・中学生などからも好意的な評価をより多く得ることが課題である。石神井を第１希望とする応募
者数は昨年度同様増加し、引き続き高倍率を上げることができた。学校案内の早期完成と学校説明会の工夫等、
募集対策でも大きな成果を上げた。 
今年度の成果は、７３期３学年生徒が進路実績をさらに伸ばしたことである。特進クラスの実績についても、

５名が国公立大学へ、早慶上理へ３名、ＧＭＡＲＣＨへ５名が進学決定しており、学力と人間力の向上の文武二
道の両立を推し進め、部活動、行事と進学実績の向上に好結果を上げることができた。これは、オンラインでも
実施した保護者対象進路講演会で保護者の進路意識向上を図った成果が出ている。７４期生・７５期生とも入学
時のパフォーマンスはこれまでを超えており、令和３年度７６期生を迎えてスタートする令和３年度は、改めて
「進学指導研究校」として、進路指導部と学年担任が組織的に協力した進路指導の徹底と進路実績を目指す必要



 

がある。そして生徒と保護者、教職員との評価のずれがある学習と部活動の両立が引き続き今後の大きな課題で
ある。 
国際理解教育の充実については「海外学校間交流推進校」に指定されたものの、コロナ禍の影響で中止となり、

学校間の交流が３回のオンライン交流のみとなった。次年度は「国際交流リーディング校」にも指定され、でき
る範囲で国際交流活動の活性化が課題である。「東京グローバルゲイトウェイ」の活用はとても有意義であり、
生徒の英語発話意欲を確実に向上させた。令和３年度実施予定の海外探究研修については中止となり、令和４年
度実施に向けての準備を進め、より一層の国際理解教育の推進が課題である。 
部活動では、ベスト１６が昨年度より１部多い４部となったが、年間を通して週５日以内、終了時間の徹底は

ほぼ実施できている。限られた時間で成果を出す取り組みが引き続き課題となる。 
また、体力テストの結果は、自宅学習期間が長く多少下がったが東京都平均は上回った。文化・スポーツ等特

別推薦により合格した生徒の成果検証も今後の課題である。 
また、オリンピック・パラリンピック教育については、生徒観戦を令和３年度に全員で行うこととしている。

サッカー部や男・女バスケットボール部、ラグビー部がけん引役となって東京オリンピック・パラリンピックを
意識して取り組む姿勢を持ち、運動部の一層の活性化を進めるとともに、すべての生徒が懸命に努力する姿勢を
身につけさせるよう指導し、文武二道の両立を具現化することが課題である。 

 


