
鶴谷中学校における学力向上の取り組み

《具体的な取り組み》

（１）本校の「学力向上プラン」
（２）学力向上の取り組み事例

【事例１】 学校の取り組み

「鶴谷の学びスタンダード」の徹底

【事例２】 学校・家庭・地域の協働
「ＣＳ（コミュニティ・スクール）」の取り組み

①学校と家庭との協働
②学校と地域との協働

【事例３】生徒と教師の信頼関係を測定する取り組み
「生徒による授業評価」
「学校評価」



佐伯市立鶴谷中学校  学力向上プラン１ 
 学力状況について 学習状況について 

児童 

生徒 

の 

状況･ 

課題 

○引き続き「鶴谷の学びスタンダード」（鶴谷式授業）を踏まえ、

問題（課題）を解決するための交流活動・班活動に取り組むとと

もに、家庭学習と教科指導の連携、毎朝の読書活動やドリル学習

についても継続して取り組む。 

１年：H27標準学力調査(東京書籍)（全国との比較） 

国語 

＋4.2 

社会 

＋4.8 

数学 

＋0.6 

理科 

－4.7 

英語 

－0.6 

２年：H28大分県学力定着状況調査（大分県との比較） 

国語 

知識＋2.0 

活用＋2.6 

数学 

知識＋2.7 

活用＋8.1 

理科 

知識＋5.9 

活用＋5.2 

英語 

知識＋3.2 

活用＋1．6 

３年：H28全国学力・学習状況調査（大分県との比較） 

国語Ａ 

＋2.0 

国語Ｂ 

＋1.8 

数学Ａ 

＋2.9 

数学Ｂ 

＋1．4 

  

Ｈ28年大分県学力定着状況調査より(全国比) 

・「1日の遊び時間(TV，DVD，ｹﾞｰﾑ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)をだいたい決めている(－

7.3％)」家庭におけるスマホや携帯の使い方や計画的な時間の過ご

し方等に課題が見られる。 

・「自分にはよいところがある(－1.3％)」、「今までの人生で感動した

ことがある(－0.9％)」等、自己肯定感がやや低い。 

・「クラスの話し合いや友達との間で意見が合わなかったときみんな

が納得できる方法を考えて提案する方か(－8.2％)」主体的に問題解

決に向かう力にやや課題が見られる。 

Ｈ28年全国学力学習状況調査より(全県比) 

・「話し合い活動で自分とは異なる意見や少数意見の良さを生かした

り、折り合いをつけたりして話し合い意見をまとめているか（＋

10.8％）」と協働して学びを深める力が高い傾向。 

・「将来の夢や目標を持っているか（－5.3％）」等、将来を見据えた

夢を具体化し自己実現に向かう取組を総合的な学習の時間や教科指

導とリンクさせ充実させる必要がある。 

指導の 

状況･ 

課題 

① 「鶴谷の学びスタンダード」（鶴谷式授業の推進・徹底） 

・「目標」「ながれ」「交流」「まとめ」と問題（課題）を解決する

ための主体的・協働的な深い学びの視点から「思考ツール」を導

入した単元構想に基づく授業を定着させる。 

・授業観察シートを活用し、教科担任全員が各２回以上の互見授

業や公開授業に取り組む。 

②「知っていること」「できること」を「主体的に表現する場面

を意識した授業改善の推進 

・「証明」「説明」の問題については、生徒に説明をさせるなど考

えを深めさせる手立てを各教科指導で徹底する。 

・条件を付けて読み書きする指導の継続 

・「鶴谷の学びスタンダード」（鶴谷式授業）の「目標」「ながれ」「交

流」「まとめ」を踏まえ、問題（課題）を解決するための活動を主体

的・協働的な深い学び（アクティブラーニング）の視点から実践する。 

・ペアやグループによる活動を日常的に取り入れるとともに、交流活

動では役割分担を明確に示し、主体性を持たせる。 

・「学年・学級からの通信の発行やＨＰでの情報発信」による、タイ

ムリーな情報提供・発信・公開することで、保護者・生徒への理解や

意欲喚起を図る。 

・課題や自主学習ノートの取組を徹底させる。 

・自問清掃を徹底し、学校の施設・設備を大切に扱う意識を養う。 

今後 

目指す

児童 

生徒像 

・H29年度の国・県の学力調査及び今年度の佐伯市の評価規準診

断テスト（1年生）で、各平均点を５ポイント上回る。 

・定期テストの平均60点以上（生徒数の70％以上） 

・定期テストの平均40点未満（生徒数の10％以下） 

・生徒による授業評価（学期に1回実施）により学習習慣の定着

度（生徒数の70％以上）、授業満足度（生徒数の90％以上） 

・体力テストの７割の項目で国又は県平均を上回る。 

①学習習慣が定着している生徒（生徒数の75％以上）  

②三者アンケートの実施による検証 

○「自分の意見を持った・自分の意見が発表できた・お互いの意見を

交流することができた」（生徒数の80％以上） 

○「学校では授業をわかりやすく教えている」（保護者の80％以上） 

○授業改善テーマに沿い、生徒に主体性を発揮させ学んだことを「表

現する力」に高める工夫をしている。（教師の80％以上） 

③生徒指導の３機能を意識した学び合いの日常化 

（生徒・教師の90％以上） 

今後の

具体的

な取組 

① 授業改善の取組（「鶴谷の学びスタンダード」（鶴谷式授業）策定の過程において） 

・生徒指導の３機能を活かした新大分スタンダードの授業スタイルを確立させる。 

・授業規律の徹底と主体的・協働的深い学びの視点から交流活動の充実を図る。 

・図書館とＩＣＴを活用した授業、特別支援教育の視点を取り入れた授業を行う。 

・総合的な学習の時間と教科の内容をリンクさせ、思考力・判断力・表現力を育成する。 

・「目標」「ながれ」「交流」「まとめ（ふりかえり）」を提示し、展開がわかる授業をつくる。 

② その他の学習指導の取組（各定期テストの取組の具体） 

（１）条件を付けて読み書きする内容の問題を出題する。（２）県・全国テストの過去問題や類似問題を出題する。 

（３）標準学力テストの結果分析に基づいた弱点補強。 （４）学年末テスト前の対策プリントや単元確認テスト等の取組。 

③ 学習状況改善の取組 
・家庭学習の充実を図るため、各学年に応じた「学習集会」を定期的に開くなど、計画的に推進する。 

・話し合い活動の活性化とコミュニケーション能力を向上させる（授業や各種委員会、帰りの会などで話し合い活動をさせる） 

・授業内容の振り返り課題として、前日学習・朝学習の計２回の取組をサイクルとして徹底する。 

家庭･ 

地域と

の協働 

【家庭との協働】○子どもが学習意欲を高められるよう子どもをほめ

る。自学ノートコメントの徹底。週１回「自学ノート」を見てコメン

ト（ほめること・やる気にさせること）を書く。○子どもの家庭学習

習慣を定着させるため、静かに学習できる場をつくる。（我が家のル

ールの徹底。週に１日の「ノーゲームディ」等、ゲーム・スマホを使

用する時間を制限する）○親が子どもに積極的にかかわるような場を

つくる。（親子のコミュニケーションを促進する弁当の日を設定。学

期に１回、親が子どもに積極的にコミュニケーションの場を設ける。） 

【地域との協働】○登下校中の生徒を見守ったり、地域行事に参

加する生徒にあいさつや励ましの声かけをする。日頃の中学生の

様子を月１回程度、地域行事（年間５回）があるごとに、中学生

の様子を電話等で（生徒の良いところ、気になること）学校に届

ける。地域協育コーディネーターを通して区長会との連携を図る。

○キャリア教育や総合的な学習の講師として参加する。７月～１

０月下旬にかけ、文化講座教室に協力する（２０回程度）。 

９月実施の職場体験学習に協力する。 

 



【事例１】 学校の取り組み

「鶴谷の学びスタンダード」の徹底

①『鶴谷式授業』の推進
②家庭学習課題と朝ドリルの連動
③自主学習ノートの充実
④「総合的な学習の時間」と各教科との連携
⑤「学習集会」の取り組み



①『鶴谷式授業』の推進
○４５分授業…授業時間の確保
○授業始め・終わりの黙想と２分前着席

○「目標」「流れ」「交流」「まとめ」の提示

【個人】…自己決定 【班】…自己存在感 【全体】…共感的人間関係

○「交流活動（話し合い）の流れ」の統一



【国語】

【数学】



【社会】

【英語】



②『家庭学習課題と朝ドリルの連動』
③『自主学習ノートの充実』

○「帰りの学活」で課題プリントを配布

○家庭学習で課題プリントを勉強

○家庭学習課題プリントの内容に

連動した朝ドリル学習を実施。

（月～金：８：００～８：１５）

－基礎・基本の定着－

○「自学ノート」の取組



【例】 発表→国語 配置→美術 調査→理科・社会

④「総合的な学習の時間」と
各教科との連携

○「学習集会の取組」は、「生徒によるＰＤＣＡサイクル」の初期段階に
当たると考える。
学習に取り組む方法を自分たちで計画し【Ｐ】→実際にやってみて
【Ｄ】→自分たちで現状を分析し 【Ｃ】→新たな取組を始める
【Ａ】→活動（具体的な行動）として進める

⑤「学習集会」の取り組み- 生徒によるＰＤＣＡサイクルの推進 -



平成２８年度「総合的な学習の時間」教科単元配列表
【１学年より抜粋】



【事例２】 学校・家庭・地域の協働

「ＣＳ（コミュニティ・スクール）」の取り組み

（１）学校と家庭との協働
①『我が家のルール』（学習の阻害要因の制限）

②『自学ノートへのコメント』(学習の促進要因の推進）

③『夢・かけはしシート』（生徒自身の目標管理）

（２）学校と地域との協働
① 地域人材の活用と連携
② 地域への貢献、ボランティア活動



「協働４点セット」（学校・家庭・地域の取組指針）



（学習の阻害要因の制限）①『我が家のルール』

（１）学校と家庭との協働

各家庭にて、
見える場所に貼る



(学習促進要因の推進）
②『自主学習ノートへのコメント』

保護者からの直筆コメント

（１）学校と家庭との協働



（生徒自身の目標管理）

③『夢・かけはしシート』

目標の実現
毎日の記録

夢・かけはしシート」記入例

（１）学校と家庭との協働

夢・かけはしファイル



・地域の方の協力を得て、書道・茶道・華道・琴演奏・落語・陶芸・舞踊・囲碁・将棋等
の文化講座を夏季休業中から１１月にかけて１０日程度開催する。
・地域人材による文化祭の展示や発表等への指導・支援をいただく。

＜文化講座の開設＞

・地域人材、地域文化や伝統文化との出会いに学ぶ交流
・規範意識、礼儀作法
・課題解決力の向上 ・コミュニケーションスキルの向上

（２）学校と地域との協働

①『 地域人材の活用と連携』



（２）学校と地域との協働

②『地域への貢献・ボランティア活動』

○吹奏楽部による演奏会：老人ホーム「きぼう」にて ○東小学校校区にて「ほのぼのお月見会」
ボランティアスタッフとして

○小・中連携による小学校への
「里帰り授業」サポート

・乗り入れ授業の実施
（中学校から小学校へ 英語＋国語・数学）

・乗り入れ授業の実施
（小学校から中学校へ 授業の実施）

・小学校への里帰り授業サポートの実施



【事例３】 生徒と教師の信頼関係を
測定する取り組み

「生徒による授業評価」
「学校評価」



『生徒による授業評価』アンケートの実施



『生徒による授業評価』アンケートの結果
分析を今後の授業改善に生かす取り組み

生徒による「授業評価アンケート」は、クラスごとに集約分析することで、

授業に対する姿勢や理解、学級集団の学びに向かう集団意欲や、教師
の指導の在り方や熱意などについても、見直すべき課題が分析できる。
学期ごとに実施することで、生徒の実態を把握した上で、細やかに「授業
改善」を図ることが可能になっている。

（学級抜粋例）



自信と誇りをもち、想像力を働かせて
学校の教育目標：

｢鶴谷のチカラ｣を発揮する生徒の育成

★「アンケート結果の％」→「問い」に対する肯定的割合。生→生徒、保→保護者、教→教職員
★「評価結果」→Ａ：十分達成（８割以上 、Ｂ：おおむね達成（６～８割未満 、Ｃ：課題がある（４～６割未満 、Ｄ：大いに課題がある） ） ）

学校ホームページにも、学校評価のさらに詳しい情報を掲載しています。（４割未満 。アンケート結果は評価の参考にしています。★）

H28.09.12発行NO.10
佐伯市立鶴谷中学校
校長 都留 俊之

学校だより 学校の教育目標達成をめざした１学期の教育活動

▲

に対する「学校自己評価」と、その結果に対する協

働運営協議会委員による「学校関係者評価」の結果

をお知らせします。 評価結果を生かした２学期の

▲
学校経営に、教職員一丸となって取り組んでいきま

すので、今後ともご支援・ご協力お願いします。

『学校評価』の結果分析を保護者や地域へと
情報発信し改善の視点を明確化する取り組み

学校だより「ルックつるや」を通して、生徒の活動の様子や、学校行事、その

時々の問題点や課題なども含めた諸情報をタイムリーに発信・提供している。
「学校評価」の結果分析を踏まえた改善点は、学校・家庭・地域が共有する。


