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④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。

③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。
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学校関係者（評価者）意見
学校関係者評価を受けた

次学期（次年度）の改善方策

③体験的参加型人権教育は
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。
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①キャリア教育の取組は生
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。

②道徳教育の取組は生徒、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。

①「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。

重点目標 達成状況 次学期（年度）の改善方策

協働運営協議会委員(保護者代表）松田英昭・成松英彦・児玉芳江・吉松優子・山田純子(地域代表）高瀬泉・川下喜代人・
佐藤由美子・工藤隆宏・中西弘・内田健一郎・山本建則・久寿米木重生
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①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。
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・地域行事への参加を通して、生徒の主体的活動は地域に感動を与え、絆づくりに大きく貢献している。

・生徒の参画を工夫してみてはどうか。

・毎月の行事予定などで、公開などの日程がわかるようにしてくれたらありがたい。

・３年生の長期欠席者数が多いのが気になる。本人や家庭と協力して、問題を解決し、一人でも多く登校ができるようになることを望む。

③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。

②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。

（３）

②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。

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。

「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。

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。

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。

・鶴谷式授業を徹底することで学力状況が全国、全県を上回っているので
次学期も継続してほしい。
・生徒の８９％が「達成できている」と回答しているなど、「学びのスタン
ダード」は、ほぼ定着している。
・数学や国語の授業で扱う「証明や説明問題」については、授業の工夫・
改善を図ってほしい。

・全国、全県と比較しても、鶴谷中のレベルの高さに驚かされる。
・アクティブ・ラーニングを定着させることで、生徒の自覚が生まれ学力アッ
プにつながっている。

・授業参観では、ペアやグループで課題を解決し発表する授業が実践され
ている。
・教職員の達成についての回答が４５％と低いのは、研修時間が不足して
いるからではないかと思う。

・先生方はなすべきことが多い中でよく頑張っている。
・体力テストの結果がよく、肥満や病弱な生徒が少ない。
・体育祭を中心に、生徒の生き生きした姿や教師の熱意ある指導を見る
中で、成果が表れているのは当然だと思う。
・日頃から体力向上が図られており、学力アップにも結びついている。
・次のステップへの目標が持てている。

・鶴谷の生徒が地域のイベントでボランティア活動をしている姿をよく見るようになっ
た。挨拶もよい。
・他校に見られないような総合的な学習を、年間行事に組み込み、よく実践してい
る。
・活動の様子を見る中で、生徒の自立への意欲、自治能力の高さにすごさを感じ
る。
・職場体験や職業人講話を多く体験することで、県外に進学・就職しても佐伯の良さ
を発信できると思う。

・校内研修を充実させ、「鶴谷式
授業（鶴谷の学びのスタンダー
ド）」にそった授業をさらに推進・
徹底していく。

・授業改善の重点を踏まえた、各
教科ごとの「５点セット」が確実に
実行できるよう、教科部会の組織
的な取組を活性化させ、教務主
任や研究主任が進行管理をしっ
かりと行う。

・学年主任による授業観察を定
期的に行うとともに、「総合的な学
習の時間」と教科がリンクした単
元配列表をもとに互見授業強化
週間を設定し、探究活動の学習
プロセスを位置づけた授業を実
践する。

・ＣＳの取組を活用し、家庭や地
域と連携した体力向上策を検討
し実施する。

・各学年部を中心に、地域人材を
活用しながら、探究活動を取り入
れた学習を計画的に実施する。

・道徳教育推進教師を中心に、各
学年部で組織的・計画的に授業
実践を行い、効果を検討する。

・人権教育主任と学年主任が連
携し、ショートスパンでの具体的
な取組を計画・実行するととも
に、生徒会が中心となって人権宣
言の取組を推進するなど、全校
的な視点に立った人権教育を行
う。

・各分掌の統括主任が進行管理
を徹底し、定期的な分掌会議を
実施して、改善策を共有する。

・各学年、学級通信の発行頻度
を具体的に設定するとともに、Ｃ
Ｓ通信の作成に保護者や地域の
協力を求める。

・ＣＳの家庭代表（育友会総務委
員）を中心に育友会への出席率
アップを目指すとともに、保護者
を巻き込んだ地域行事への参加
啓発を行う。

・多忙な中、教職員は生徒のために真剣に取り組んでいると思う。
・教師が鶴谷中の職員であることに誇りを持って仕事をしていることがよく
わかる。

・情報共有に積極的に取り組んでおり感動する。
・学校側からの情報発信に比べて、ＣＳを含めた保護者側からの情報発
信が少ない。
・保護者は我が子を通して様々な情報を得ることができるので、無理をし
なくてもよいと思う。
・これまで以上に学校の情報を地域に発信してほしい。（各区長からの班
回覧も可能）

・先進校視察にも積極的に取り組んでおり、よく還元している。
・保護者の協力、理解を得るため、育友会と一緒に粘り強く推進していく。
・保護者にもっとＣＳについて理解してもらいたい。もっと啓発をした方がよい。
・ＣＳに対する保護者の理解を進めることは、生徒指導の問題解決よりは容易にで
きる気がする。
・保護者に呼びかけをして、地域行事やイベントに、親や子が参加してほしい。
・小学校や高校に積極的にアプローチしているのはよいと思うが、まだ互いの垣根
があるように思う。

・生命の尊さや人の痛みがわかる道徳教育を徹底することで、いじめ問題もなくな
ると思う。
・生徒、保護者、教職員、地域を対象とした道徳教育講演会の開催を望む。
・具体的な目標を掲げているのがよい。今後は学年部を中心に、組織的に取り組む
よう期待したい。
・教員の４８％という回答の低さは、人間として一番の基となる大切なことだと思うの
で、改善を期待したい。

・時間のない中で体験活動との連動は難しいと思うが少しでも実践できる
とよい。
・具体的な手法で実践していこうとしているのがすばらしい。
・生徒が自らの権利を理解してくれるとよい。
・仲間意識を育て、人間関係づくりを図る意味からも、学活等で頻繁に人
権教育を扱ってほしい。


