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変化・成長し続ける大崎高校
東京都立大崎高等学校長 白井 克昌
本校は、新たな飛躍を目指して頑張って行こうと、勢いのある学校へと成長をしています。新たな
１００年を意識した人づくりとして、
「タフな人間」を育成することにしています。
「タフな人間」と
は、
「困っている人を助け、社会のルールやマナーを守る高い規範意識があり、そして、社会貢献、ス
ポーツや文化活動などを通して自らの心と体を逞しく鍛え、基礎学力が身に付いた知性のある人間に
なることです。
」この「タフな人間」の育成に向けて、本校の教職員は、学習指導、生活指導、進路指
導、部活動の指導、学校行事、防災教育、地域社会への貢献活動などに奮闘しています。
１ 平成 28 年度の新たな取組
今後も変化・成長し続ける大崎高校として、平成 28 年度入学生から新たな取組をスタートしま
すので、お知らせします。まず、四年制大学志望者に対し、より高い志をもって進路実現を達成す
るために、生徒の学習環境と学習指導体制を整備することを目的として「特進クラス」を設置しま
す。また、文化・スポーツ等特別推薦（バスケットボール 男子）を実施し、学校の特色化を一層
推進していきます（詳細は次ページ参照）
。
２ 中部学校経営支援センター特別指定校（平成 27・28 年度指定）の取組
学力向上と進学指導の充実を図るため、今年度から２年間、
センター特別指定校として取組を推進しています。この取組
の一環として、11 月に中部学校経営支援センターと連携した
経営支援会議を実施し、学力向上と進路指導の進捗状況と特
進クラスの設置などについて意見交換を行いました。元都立
西高校長の石井アドバイザーと元都立高島高等学校長の内田
アドバイザーから貴重な意見もいただき、今後とも、大崎生
が自ら学び自ら考える意欲を喚起して、個性や能力を伸長していく取組を推進していきます。
３ 防災活動支援隊の取組
10 月 25 日、荏原第五地区総合防災訓練に参加し、心肺蘇生・
ＡＥＤの操作方法について地域住民へ分かりやすく説明をしま
した。11 月１日、荏原第四地区総合防災訓練に参加、11 月 22 日
には、品川区三消防団合同点検訓練へ参加し、救助訓練（衣服に
よる簡易担架作成、搬送活動）と、初期消火訓練（訓練用消火器
による消火活動）を行いました。
４ カタリ場の取組
11 月 18 日、１学年で進路意欲を高めるため行われるキャリア
学習プログラムのカタリ場を行いました。ＮＰＯ法人カタリバの
大学生などボランティア・スタッフが、生徒から「興味のある分
野」や「進路についての悩み」の話を引き出しました。生徒が自
分自身と向き合い、卒業後の自立や進路の方向性を選択し、今後
の学校生活の過ごし方を考えるよい機会となりました。

平成 28 年度の新たな取り組みについて
教務部
１ 「特進クラス」の設置
平成２８年度入学生から「特進クラス」１クラスを開設します。以下は、その概要につい
ての説明です。
目 的
本校の教育目標に照らし、以下の教育活動を行うことを目的とします。
（１）四年制大学志望者に対し、より高い志をもって進路実現を達成するために生徒の学
習環境と学習指導体制を整備し、支援します。
（２）
「特進クラス」の生徒が中核となり、学習成績面で他クラスへの刺激となり学年全体
の学力向上を目指します。
特進クラスの構成について
（１）クラス編成は入学選抜時の総合成績上位者から希望調査、男女比を考慮して、１ク
ラス４０名(予定)を編成します。
（２）学年進級時には、定期考査等の学習成績を中心に、進路希望を考慮して一部入れ替
え再編成を行います(学年途中でのクラス変更はしません)。
具体的な取組
・年間１８回の土曜講座（国・数・英）を実施(全科目必修)します。
・夏季休業中には勉強合宿を実施(１学年時 平成２８年８月１１・１２日)します。
・学年統一の実力テストの他、全国統一模試を定期的に受験します。
２ 文化・スポーツ等特別推薦の実施
文化・スポーツ等特別推薦において、下記のとおり、男子バスケットボールについて、
３名の推薦枠を設け募集します。男子バスケットボール部は、１１月の新人戦で、５回戦
まで進出し、１月の本大会の出場を決めるなど、著しく成長をしています。
特別推薦を通して、将来的には関東大会出場を目指しています。
実施種目
男子バスケットボール
募集人員 男子３名
特別推薦の基準
部活動と学業を両立することができ、以下のすべてに当てはまる者
○都大会にレギュラー選手として出場したか、他の大会において同等の実力があると
認められるもの又は各地区選抜選手として選抜された者
○入学後もバスケットボール部に所属し、３年間継続して活動する意欲のある者
配点 調査書点 ４５０点
個人面接 ２５０点
実技検査 ２００点
実技検査の内容
ジャンプシュート
ドリブルシュート
１対１ または、２対２等 (人数により変更あり)

「身だしなみ・遅刻指導はなぜ必要か」～子供たちへ～
生活指導部
９月１日（火）から本格的に「身だしなみ指導」が始まりました。
指導に対して、
「きつい」
・
「厳しい」
・
「去年までは自由だった」
・
「なんで今さら」等の声が
聞かれます。
これまで大崎高校は平成２３年度から頭髪・服装指導、平成２４年度から装飾品指導、平
成２５年度から携帯電話指導をそれぞれ導入してきました。
これらの指導によって、それまで地域からも、近隣の中学校からも評判の悪かった大崎高
校が変わってきました。
皆さんも入学前の学校説明会では、
「大崎高校は生活指導に厳しい学校です。髪の毛を染め
たり、ピアスなどの装飾品をつけたりして学校生活を楽しみたい人は他の学校をお選びくだ
さい。大崎高校はそれらを認めない学校です。
」という内容の説明を受けたことと思います。
決して、
「大崎高校は、自由で、何でもありの学校です。
」等とは説明していません。
皆さんはそんな変化進行形の大崎高校を選び受験し、合格したのではありませんか。
中にはこれまでに、このような説明を受けながらも勝手に自由を謳歌してしまう生徒がい
て、学校の秩序を乱してきました。
生徒手帳には、
「化粧は禁止」
「本校で定めた制服着用」
、その他の禁止事項、更に奨励事項
が載せられています。
皆さんがこれらの事項を守り、又活用し有意義な学校生活を送れていれば問題はありませ
ん。しかし、現状は違い、違反をする生徒がかなりいたのが事実です。
「規範意識」
、これは皆さんが社会で生活していくために必要な意識です。
「決まりを守る」
「規則を守る」それらの意識、いわゆる規範意識を育てるのも学校の重要な役目です。
さらに、
最近不審者の被害に遭う女子生徒が多数おり、
荏原警察署から女子の派手な化粧、
服装の改善についてたびたび指導を受けてきています。
身だしなみ指導はこれまで手を付けられてこなかった最後の大きな生活指導課題です。生
徒諸君においてはマスコミや一部の大人たちが作り上げたＪＫ（女子高校生の略）等のイメ
ージに乗らず、学習の場にふさわしい身だしなみを心掛けてください。
さて「遅刻指導」ですが、毎学期の期末考査前に「遅刻防止強化週間」として１週間取り
組んでいます。
本校の生活目標にもある「時を守り」は社会人になればとても大切な約束です。
その約束の意識は社会人になってから身につくものではなく、皆さんのような十代で形成
されるといっても過言ではないと思います。
今回の１１月１７日（火）から２０日（金）まで 4 日間の指導の結果、総計４３人、平均
して１日≒１０.８人でした。
次回は２月１５日（月）から１９日（金）で実施予定です。
是非、この期間を遅刻「０」にしましょう。

２学期末考査に向けて
２学期もいよいよ１２月に入り、学期末考査を迎えます。
生徒にとっては、１学期の挽回を期す試験、２学期に取り組んできた成果をためす試験と
とらえ、計画的に取り組んで欲しいところです。
特に１学期の成績が振るわなかった生徒は、
この２学期末考査で、
挽回をしておかないと、
３学期末の進級判定で、大きな選択を迫られることが予想されます。
保護者の皆様におかれましても生徒への激励と後押しをお願いいたします。
学年末考査時間割一覧
SHR8:25～8:35 1 限目 8:45～9:35 2 限目 9:55～10:45 3 限目 11:05～11:55
月日
時間
１年
２年
３年

１２月４日（金）
１
２
３
地理
生物
保健
コ英
家庭
物理
地学
コⅢ
古A
現社
数A
ｺﾐｭⅡ

１２月７日（月）
１
２
３
国現
コ英
数Ⅰ
現文
世史
古B
数B
現文
現文
数Ⅱ
演習

１２月８日（火）
１
２
３
現社
芸術
英表
江戸
保健
音Ⅱ
情報

世･日
地･物
生

古典
数Ⅰ
数Ⅲ

１２月９日（水）
１
２
３
国古
数A
化学
数Ⅱ
英表
日史
化学
英表
物理
政経
生物
化学

二学期末・三学期始の主な予定
１２月 ９日（水） 避難訓練（期末考査後）
１２月１０日（木） サテライト講座（国語）
１２月１１日（金） サテライト講座（国語） PTA 理事会
１２月１２日（土） センタープレテスト
１２月１４日（月） サテライト講座（国語）
１２月１６日（水） 芸術鑑賞教室（１年） 修学旅行事前指導（平和学習）
１２月１７日（木） 礼作法教室（１年） 代ゼミ講師授業（現代文・数学）
１２月２１日（月） 成績会議
１２月２２日（火） 校外学習（１年、２年）球技大会（３年）
１２月２４日（木） 在り方生き方教室（１年） 修学旅行事前指導（しおり確認）
１２月２５日（金） 終業式
１月 ８日（金） 始業式
１月 ９日（土） 実力テスト（１年・２年）
１月１１日（月） 学校説明会
１月１３日（水） 修学旅行（始）～１６日（土）
１月１４日（木） 全国防災ジュニアリーダー合宿（１年２名参加）
学校評価アンケート回答の依頼
例年 12 月に学校評価アンケートへのご協力をご依頼しております。12 月中旬頃に郵送い
たします。マークシートでの回答をお願いしておりますので、記入に際しては、鉛筆でのご
記入をお願いいたします。
なお、封筒の宛名は、お子様に自宅住所と郵便番号を記入させておりますが、例年、20 通
ほどが、宛先不明で返送されてきてしまいます。また、封筒の書き方を知らない生徒が多く
いることに驚かされます。
ご記入いただいたアンケート用紙は、折らずに封筒に入れて投函ください。

