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 平成２８年度　学期学校自己評価報告書
平成29年2月22日

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

重　点　目　標 達　成　指　標 重点的取組

（１） 確かな学力と体力の定着
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。

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

（２） 自立し貢献する態度の育成
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

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

（３） 学校の組織運営体制の確立
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

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

重点目標 取組指標 検証指標（アンケート項目） 対象
検証結果及び評価

達成状況 次学期（年度）の改善方策
1学期 2学期 年度末

（１）
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な
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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。

「鶴谷式授業」は徹底されていますか。

B A A

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、学習
規律・学習習慣の定着については、
年度当初、生徒による授業評価の達
成指標を７割以上と設定していたが、
各学期８割以上という結果を得ること
ができた。学習規律、学習習慣が日
常的に意識され、学校全体の取り組
みの姿として保護者にも理解され、定
着してきている。

次年度に向けては、設定指標を上げるこ
とも可能と考える。学期を追うごとに学校
全体としての組織的な取り組みとして充
実してきており、学習成果も上がってい
る。次年度以降も取り組みを継続し、生徒
の主体的な学びや学習意欲の向上につ
ながるような取組の工夫・改善を図りた
い。

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。

「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。

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 A A

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
いると回答した生徒が８５％、保護
者が８２％、教師が８８％であり、
三者とも８割を超え、高い達成率を
あげることができた。

学年会や教科部会等とも連携し、教師一
人ひとりの授業改善に向けて継続した取
組を行ってきた。今後も校内研修や研究
授業、更には管理職はもとより、主要主
任や学力向上支援教員等による授業観
察を積極的に行い、教師の指導力向上と
更なる授業改善に取り組んでいきたい。

「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。

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。

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。

B B B

生徒、保護者評価での「総合的な
学習の時間（課題解決的な学習）」
に関しては、肯定的な意見が8割を
超えているが、教師は61％にとど
まっている。教師の総合的な学習
の時間と教科のリンクに対する考
えが整理されておらず、授業等で
行っていることが曖昧になる点がこ
の差を生んでいる原因と考えられ
る。

課題を改善するためには、今年度３回
行った検証授業で明確になった課題をも
とに、「資質・能力系統表の作成」「教育課
程及び単元配列表の見直し」とあわせて
教師全員が総合的な学習の時間と教科
の関連に対する考えを共有することが必
要である。

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。

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。

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。

B B C

ＩＣＴ活用など体育科授業実践
において、生徒の９７％が「授
業が分かりやすい」「工夫があ
る」と回答している。部活動に
ついては、始めと終わりしか指
導につけていないため、教職
員の評価が低いと考えられ
る。

体育科を中心に、今後は組織的な体力向
上の取組を推進していく必要ある。部活
動においては、顧問会議やキャプテン会
議が定期的に実施できていなかった。今
後は、顧問への指導・助言を行いながら、
教務主任と連携して部活動の指導時間確
保を遂行していきたい。

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。

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。

（２）
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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。

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。

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。

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。

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。

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。

A A A

アンケートによると生徒は
８３%、保護者は８０%、教職
員は９７%が肯定的に捉え
ている。「郷土への関心」
「自立しようとする態度」
「貢献しようとする姿勢」が
高まってきている。

佐伯のよいところを発見できる学習
活動を組み込んで、地域を知り、地
域に貢献できる実践を今後も行って
いきたい。そして、「学校を核とした
『ふるさと創生』」に向けた取組へと
つなげていきたい。

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。

C B A

アンケートによると、生徒
は８２％、保護者は７９％、
教員は８２％と概ね8割の
達成状況である。道徳の
時間だけでなく、学校生活
全において、道徳教育を意
識した取り組みができたか
らだと考える。

教育課程を見直すとともに、生徒の
実態に応じた道徳学習に計画的、継
続的に取組んでいきたい。また、学
校の教育活動全てにおいて、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してい
きたい。

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。

B A A

アンケートによると、生徒は
89％が達成しており、ほぼ達
成指標９割に到達している。こ
れは教職員の88%が人のよさ
や違いを体験的に理解させる
教育活動を実践した結果だと
考えられ、自覚ある取組がで
きたからだと考える。

月に１回、各学年でＰＡ活動や構成
的グループエンカウンターといった、
体験的参加型の人権学習活動を取
り入れている。今後は、各学年の担
当者間の連携を図りながら、取組状
況を確認し、人権教育を推進してい
こうと考えている。

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。

B B（３）
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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。

先生たちは、協力し合って取り組んでいると思い
ますか。

A A

C C

A

生徒８２％､保護者８０％、教師
９１％、と三者とも肯定的な回
答が８０％を超えており、組織
的な運営体制が概ね確立され
ているといえる。ミドルリーダー
が機能し、心が通い芯の通っ
たチームでの実践がしっかりと
日常化できている。

「鶴谷式コミュニティ・スクール（ＣＳ）」がス
タートし、組織づくりや進むべき方向性に
ついては概ね軌道に乗ったと考えてい
る。しかし、地域や保護者への周知啓発
については課題が残る。各区長会との連
携や育友会への参加率アップを図ってい
く必要がある。

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。

学校、分掌、教職員個人の目標が
しっかりと連鎖するよう、主要主任に
よる進行管理をさらに推進していく必
要がある。「学校評価の４点セット」
の共有に向けて、各種会議での啓発
とあわせて、「能力評価表」も活用し
ながら進めていきたい。

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。

B

※「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」）

学校評価の「情報発信」に関する
項目では、保護者91％が肯定的な
回答をしており、情報発信が積極
的に行われていることの表れであ
ると考えられる。反面、生徒、教師
の数値は8割に届いていない。個
人・学年での取組に差があること
が原因と考えられる。

学年通信の定期的な発行（学年分掌に位
置づける）を行うことが有効だと考えられ
る。学級通信は、担任がタイムリーに情報
を伝えようとすれば、発行が不定期になる
面や、号数に差が出るのことは、やむを
得ないところがあるので、それをカバーす
るために、学年通信の定期発行が重要に
なると考える。

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。

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。

「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。

B

生徒アンケートでは、７９％の
生徒が「我が家のルール、自
学ノートコメントの意味を理解
している」と回答している。保
護者のコミュニティ・スクール
への理解も５９%（１学期５４%、
２学期５５%）と、少しずつ浸透
してきた。

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。


