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定期的な発行・情報更新が課題となるの
で、改めて、各担当にお願いをする。ま
た、生徒が通信を自分で持っていて、保
護者に渡っていない実態があるので、配
布物を保護者に確実に手渡す指導も行っ
ていく。

「総合的な学習の時間」と教科がリンクす
る単元配列表を夏休みに作成したので、
それを元に授業実践を行い、より実態に
合ったものへと単元配列表を改善し、探
究活動の学習プロセスを授業に位置づけ
ていく。

　体力向上プラン1校1実践の情報発信を
行うことで、さらに家庭、地域と連携を
図った指導の充実を図りたい。
　体力テストでは、ボール投げ（巧緻性）
に課題が見られた。教科体育を含め、課
題克服に努力したい。

総合的な学習等（文化講座教室、職業人
講話）で継続的に取り組んで行きたい。よ
り深い学びにするために計画的な実践
（探究活動）を取り入れていきたい。教員
の７９％を８０％以上にしていきたい。

道徳の教育課程にそった授業実践と、そ
れを学年内で共有するようにしている、学
年組織で取り組むことにより、学級間の格
差をなくすようにしたい。実施率向上を図
り、教員の４８％を７５％以上に引き上げ
たい。

人権教育主任と学年主任・学級担任は連
携し、月１回学活・道徳でＰＡ活動・構成
的グループエンカウンター等に取り組み、
共感的な人間関係と仲間意識を育成す
る。また、１学年については週１回学活の
導入時にショートエクササイズを実施す
る。

課題として、教務主任をはじめ分掌主任
が分掌会議を開くなどして分掌目標のす
りあわせを行うことが十分できず、進捗管
理が不十分となり仕事が滞ることがあっ
たので、２学期は計画的に分掌会議を開
くなどして進捗管理の徹底を図っていきた
い。

②教科担任は、アクティ
ブ・ラーニングを位置づ
け、授業の「目標」と「まと
め」、板書とノートがそれ
ぞれ一致する完結型授
業を徹底する。

授業に交流活動が取り入れられ、授業の「目標」
と「まとめ」、板書とノートがそれぞれ一致した完結
型授業はわかりやすいですか。

B

授業に班活動等交流活動を取
り入れたいわゆるアクティブ・
ラーニングを位置づけ、１時間
完結型授業を共通理解し、実
践を行った。達成状況として
は、７６％とまだまだ十分な取
組ができているとはいえない。

「目標」と「まとめ」、板書とノートがそれぞれ一致
する完結型授業で、わかりやすくなっていると思
いますか。
授業にアクティブ・ラーニングを位置づけ、授業の
「目標」と「まとめ」、板書とノートがそれぞれ一致
する完結型授業を、徹底して指導していますか。
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検証結果及び評価
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1学期

学校と地域の取組についてはイベントや
行事を通した活動は積極的にできてきて
いる。ただ、日常における結びつきがまだ
まだできていない。また、育友会への出席
率アップも課題としてあげられる。日頃の
中学生の様子をＣＳ担当者、学年主任、
学級担任が随時家庭・地域に発信してい
く。

教科主任を中心に、各教科の達成状況
の不十分な点について教科部会にて検
証・分析する。また、授業改善の重点を踏
まえた、各教科ごとの「５点セット」を再設
定し、教科部会を中心に授業改善の重点
化を図り実践を重ねる。教科縦もちの良さ
を生かせる授業改善を図る。

各教科において、達成状況が不十分であった
理由を教科部会を開催しきちんと分析する。ま
た、研究主任を中心に全体研修において、反
省を踏まえた２学期の授業改善の取組を提示
し共通理解を図る。更に、互見授業強化週間を
設け、計画的に互見授業を実施し、アドバイス
等の意見交換をしながら互いの達成状況の確
認をしていく。

2学期

B

C

「我が家のルールづくり」「自学ノートのコメント」の
意味を理解していますか。

本校が取り組んでいるコミュニティ・スクールの趣
旨を理解していますか。

本校が取り組んでいるコミュニティ・スクールを取
り入れた学校運営ができていると思いますか。

先生たちは、協力し合って取り組んでいると思い
ますか。

本校の職員はチームとして、協力し合って取り組
んでいると思いますか。

自分の立てた目標管理シートに則った教育活動
を行うことができていますか。

学年や学級通信は定期的に発行されていると思
いますか。

毎日部活動に立ち会うなど、体力向上に向けての
取組を実践することができていますか。

進路学習の一環として行っている職業講話や職
場体験などは、進路選択に役立っていると思いま
すか。
進路学習の一環として行っている職業講話や職
場体験などは、進路選択に役立っていると思いま
すか。
キャリア教育、探究活動の一環として、進路学習
や職業講話や職場体験などを計画的に行うこと
ができていますか。

学校は、通信発行やＨＰなどを通して、定期的に
情報を発信していると思いますか。

分掌毎の通信発行やＨＰなどを通して、定期的に
情報を発信することができていますか。

道徳の授業では、生命の尊さや人の痛みがわか
る学習を行っていますか。

本校では、生命の尊さや人の痛みがわかる道徳
教育が十分に行われていると思いますか。

体験活動と連動させた生命の尊さや人の痛みが
わかる道徳教育を実践することができています
か。

学級では、人のよさや違いを理解し、協力し合っ
ていますか。

「鶴谷式授業」を、毎時間、繰り返し徹底して指導
していますか。

課題を解決するため、考える場面や意見を発表
する場面などが授業の中で行われていますか。

課題解決を取り入れ、学力向上に向けた授業を
行っていると思いますか。

授業において総合的な学習の時間とリンクした、
探究活動の学習プロセスを徹底して指導していま
すか。

顧問が毎日部活動に立ち会うなど、先生たちは体
力向上の取組を行っていますか。

運動部活動など、体力向上に向けた取組を行っ
ていると思いますか。

④体育主任と学年主任は
連携し、体力づくりや運動
が好きになるための「１校
１実践」を企画・実施し、
情報発信する。

各学年・各学級とも学年通信・
学級通信は発行されている。
また、学校だよりの発行、HP・
FBの更新も行われており、情
報発信は行われている。ただ
定期的な発行の面では、クラ
ス間でバラつきがある状態で
ある。

「鶴谷式授業(鶴谷の学びスタ
ンダード）」にそった授業の推
進・徹底を授業改善の重点に
据え、三者アンケートで８０％
以上を検証指標としているが、
教師の意識が６０％と低く、保
護者と生徒との意識とのずれ
が生じている。教科間に取組
意識のばらつきがある。

生徒は88％とあと少しで達成
指標９割に到達する。この数
値を上げるには教職員の79%
を上げる必要性がある。その
ためには、学級での体験的参
加型の活動を充実させる必要
がある。

生徒、保護者ともに８０％を越
えており計画的な実践はでき
ている。

①進路指導主事、地域協
育担当者は、地域協育
コーディネーターと連携
し、年間数回、職業講話
や職場体験などキャリア
教育で佐伯の「ひと・も
の・こと」のよさに触れさ
せる。

「鶴谷式授業」は徹底されていますか。

授業規律や学習習慣を、毎時間、繰り返し徹底し
て指導していると思いますか。
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①学校、分掌、教職員個人の目標が連鎖したうえで、教務主任をはじめと分掌主任を中心に連携 して取り組ん
でいる実態１０割
②「学校の見える化」に関する肯定的な実態８割
③「鶴谷式コミュニティ・スクール（ＣＳ）」の組織づくり及び保護者・地域への取組の周知啓発の進捗７割

教育目標 自信と誇りをもち、想像力を働かせて「鶴谷のチカラ」を発揮する生徒の育成

達成状況 次学期（年度）の改善方策

①地域や保護者、生徒や教職員に対するのアンケートにより、肯定的な回答の割合が８割以上
②生徒アンケートにより、校訓「自治・敬愛・努力」の精神に対する自己達成割合が８割以上
③生徒アンケートにより、学校生活に対する満足度が９割以上

達　成　指　標

年度末

重　点　目　標

②分掌主任等担当者は、
学年通信や学級通信、学
校だよりや学校ＨＰなどを
とおして、定期的に、学校
内外へ積極的に情報を
発信する。

生徒、保護者はともに７５％を
超えているが、教師が５０％に
も満たない。実際の実践が
伴っていない不十分との意識
がある。

本校の生徒は、人のよさや違いを理解していると
思いますか。

人のよさや違いを体験的に理解させる教育活動
を実践することができていますか。

生徒、保護者のアンケート結
果より、各教科での課題解決
型の授業は定着していると考
えられる。反面、教師アンケー
トの結果より、まだ、「総合的な
学習」と各教科の関連の意識
は低いと捉えられ、今後の改
善が必要な状況である。

確
か
な
学
力
と
体
力
の
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体力テストの達成率が４２項目
/４８項目（鶴谷中平均/県もし
くは全国平均）…８７．５％とな
り、達成指標７０％以上をクリ
アすることができた。
部活動では、九州・全国大会
出場者を排出するなど活発な
部活動運営ができている。

自分の立てた目標管理シート
に則った教育活動を実践でき
たと回答した教師が８２％とま
ずまずの達成状況であった。
また、週末には、それぞれが
能力評価表で自己評価し、各
分掌や目標の反省を行うこと
によって、各分掌ごとの成果を
あげることができた。

自
立
し
貢
献
す
る
態
度
の
育
成

①研究主任を中心に「鶴
谷中の学びのスタンダー
ド」を策定し、学級担任と
教科担任は、毎時間、繰
り返し徹底して指導する。

③総合的な学習担当者、
学年部職員は、教科の既
習内容を踏まえ、「課題
設定」「情報収集」「整理・
分析」「まとめ・発表」の探
究活動の学習プロセスを
徹底する。
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A

学
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組
織
運
営
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制
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確
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重点目標 取組指標 検証指標（アンケート項目） 対象

B

③小中連携を含む学校
の教育目標達成に向け
た鶴谷中協働運営協議
会（チーム会議）を組織す
る。

②道徳教育推進教師を
中心に学級担任は道徳
の時間を確保したうえで、
体験活動と連動させた生
命の尊さや人の痛みがわ
かる道徳教育を実践す
る。

③人権教育主任と学年主
任・学級担任は連携し、
体験的参加型人権学習
の手法をとおして、人のよ
さや違いを体験的に理解
させる。

①教務主任をはじめ分掌
主任は、必要に応じて又
は定期的に、分掌会議を
もち、分掌目標の進捗等
のすりあわせを行う。

※「重点目標」「具体的方策」・・・「学校評価計画」の内容とリンクさせて記述。
※「対象」・・・・・・・教職員＝教　　園児児童生徒＝児又は生　　保護者＝保
※「自己評価」・・・４段階評価（Ａ：十分達成「８割」　　Ｂ：おおむね達成「６割～８割未満」　　Ｃ：課題がある「４割～６割未満」　　Ｄ：大いに課題がある「４割未満」）

確かな学力と体力の定着

自立し貢献する態度の育成

学校の組織運営体制の確立

①生徒による授業評価（学期に１回）により、学習習慣の定着度７割、授業の満足度が９割以上
②H29年度の国・県の学力調査及 び今年度の市の評価規準診断テスト(1年)で各平均を5ポイント上回る。
③定期テストの平均点６割以上(70％)、平均点４割未満(10％)
④体力テストの７割の項目で国又は県平均を上回る。

重点的取組

①学習規律・学習習慣の徹底
②知識・技能が身に付く教科学習の充実
③教科学習とリンクした総合的な学習の時間の充実
④健康・体力づくりの推進

①ふるさと佐伯のよさを知り、自信と誇りをもって地域とかかわり貢献する態度の育成
②自尊感情をもち、自己決定する自立する心の育成
③互いのよさと違いを認めつつ、協力する態度の育成

①心が通い芯の通ったチームでの実践の日常化
②積極的な情報発信と情に沿った丁寧な説明
③目標協働達成に向けたＣＳの取組の推進

協働４点セットの完成がやや
遅れてしましまった。自学ノー
トのコメントは１回、我が家の
ルールは夏休みに決定版を各
家庭に配布した。保護者の理
解が進んでいないのが現状。
方策を考える必要がある。


