
　

 

3 月 6 日 火 曜日

次年度の改善方策

※「重点目標」「達成状況」・・・「学校評価計画」及び「学校自己評価報告書」の内容とリンクさせて記述。

評価者

地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
の
組
織
運
営
体
制
の
確

立

職員の協力体制について生
徒、保護者ともに高い水準で
安定している。
職員の分掌すりあわせはマイ
ナスであったが、「個人の目標
連動と分掌主任を中心に連携
している」でプラス16ポイントと
大幅な改善が見られた。
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・新しいことをするには、気力も体力も必要です。今の先生方は過密スケジュールになっていると思います。育友会や地域の力を取り入れて少しでも先生方の負担を軽減し、ゆとりのある指
導も必要だと思います。
・協働運営協議会の会議のたびに、大変な資料を準備し、提供して頂いているが、簡素にできる部分はないか、思い切った見直しをされてもいいのではないか。
・鶴谷中学校の教職員は本当によく頑張っていると思う。体調管理、自己の充実感も忘れずに取り組んでいって欲しい。
・生徒アンケートで「先生達を信頼できると思いますか」「先生は生徒の訴える話に丁寧な対応をしていると思いますか」の質問に全体の２６％が「不十分、とても不十分」と回答しています。と
ても気になりました。生徒の訴える話を丁寧に聞き、信頼できる先生になって欲しいと思います。

体験的参加型授業の実施や鶴谷式授業
の徹底、体育祭、文化祭等の学校行事を
通して集団づくり、仲間作り、居場所作り
をすすめてきたことにより、昨年度並の高
い成果が得られた。また、不登校、特別
支援教育について個別の指導計画を作
成するなどの前進が見られたので、来年
度についても、これまでの取組を継続して
いきたい。

学校の情報発信に関して、調
査対象期間が短かった割に
は、２学期並みの数字であっ
た。
職員の自己評価が高く、職員
の中に達成感を持っているも
のが増えたことを表している。

（３）

月１回以上のPA活動やグルー
プエンカウンターを引き続き行
い、仲間作りをすすめることが
できた。。特に生徒による評価
が高い水準にありながら、わ
ずかにプラスに推移しているこ
とから、充実がみて取れる。
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１学年、２学年で総合的な学習
の時間にそれぞれ「職場体験
学習」と「佐伯市への提言」の
仕上げに取り組んだ。その過
程で、生徒が地域の事業所と
具体的に交渉などをしたので
職員による自己評価のポイン
トが上昇している。

２学期の反省を生かして、これ
まで行ってきた体験的参加型
学習に加えて、各学年で系統
的、計画的に読み物資料など
を扱った授業を実施することが
できた。それが、職員の自己
評価に反映されている。

「鶴谷中の学びのスタンダードの徹
底」について、生徒が５ポイント、教
師が１０ポイントのプラスになってい
る。保護者のポイントとも合わせ
て、三者の評価がいずれも達成指
標の８０％を越えている。３学期か
らの意識的な取組の効果が表れて
いる。

「総合的な学習の時間で考えたり
発表したりする場面を経験した」と
回答した生徒は、年間を通して８
０％を越えている。教師の意識は、
２学期に比べるとマイナスになって
はいるが、年間では８０％を越えて
いる。保護者の意識も８０％を越え
ている。探究活動の学習プロセス
はかなり定着してきている。

重点目標 達成状況

（別紙様式１） 平成２９年度　　学校関係者評価報告書

評価日

生徒の「体力向上したと実感で
きる」の回答は６９％で2学期と
変わらない。
体力づくりや運動が好きになる
取組については８５％と生徒の
意識がやや上向きになってい
る。2学期末行ったクラスマッチ
が効果的だった。

生徒が５ポイント、教師が１ポイント
のプラスになっている。１学期から
比較するとわずかながらマイナスで
はあるが、８０％を越える高い評価
を維持し続けていることは、完結型
授業の徹底が進んでいる成果では
ないかと考える。また、３学期でも
互見授業・提案授業をすべての教
師が参観するという取組も実践す
ることができた。
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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

次年度の改善方策

・中西弘道（ＣＳ会長）　・内田健一郎（ＣＳ委員）　・山本雄二（ＣＳ委員、渡町台小学校長）　・高瀬　泉（ＣＳ委員）　・久寿米木重生（ＣＳ委員、地域協
育コーディネーター）　・鶴本秀明（ＣＳ委員、佐伯東小学校長）　・川下喜代人（ＣＳ委員）

いじめ撲滅宣言など、人権教育に関して
独自の取組が定着しているので、来年度
もさらなる深化を狙いたい。また、３学期
から道徳の授業の系統的、計画的な授業
実施で成果が見られたので、教科化をに
らんで引き続き注力したい。

・次に向けての明確な重点的改善方策が示されていて、次のステップの成
果に繋がると確信しました。２９年度は自己評価の通りの達成度だと思い
ます。
・総合的な学習に関する小中合同の研究チームを作り、共通した歩み、取
組等を進めてはどうかと考える。また、夏季研修会（中学校区）も独自にし
てはどうだろうか。
・先生方の積極的な指導が子どもたちに着実に伝わり高評価になってい
る。学力も体力も目標を持ち楽しければやる気も出て、それが記録などに
表れ、達成感と共に周りの人から評価され、自然とレベルアップしていきま
す。
・小学校でも比較的高い学力を身につけた子どもたちが鶴谷中学校に進
学していると思うが、そういう子どもたちが鶴谷中学校でなお一層たくましく
学力を伸ばしている。その要因として「鶴谷中の学びのスタンダードの徹
底」や「鶴谷式授業の徹底」が挙げられると思う。しかし、それだけでは答え
になっていないように思う。授業参観で、受験教科（主要５科目）の授業だ
けでなく、音楽や技術、美術など技能・芸術教科においても教室全体が生
き生きとして真剣に学ぶ姿を見ることができたが、「どんな授業や活動であ
れ精一杯取り組む」、そういう態度に生徒達の「すごさ（底力）」の秘密があ
るように思う。
・学力向上に向けて、学校一丸となって取り組んでいる様子が伝わってき
た。おかげで、生徒への力もアップしている。体力向上についても成果が見
られ、取組の効果が表れている。
・中学校での学習内容は小学校とは比べものにならないくらい難しくなって
いる。理解の遅い生徒や努力してもなかなかついて行けない生徒に対して
の自尊感情や学校に来る意味（学習だけでない）を実感させて欲しいと
願っている。
・先生方の積極的な授業の取組によって、鶴谷式授業が徹底され総合的
に学力の向上が見られますが、底上げ策の検討を行い、更なる学力向上
を望む。
・歩くことは体力錬成の基本だと思います。保護者に完歩登下校の趣旨を
理解してもらい、車での登下校を禁止して、全校生徒が完歩登下校をする
ことを望む。

・進学した小学生の状況から、小学校に望むことを１学期に担当者同士で
協議する場があると小中連携した、子どもの成長に繋がるのではないかと
思う。
・地域で活躍している方の講演会や職場体験は、子どもたちが身近に感じ
ることのできる将来の夢の実現に向かうための基礎になると思います。
・体育祭や文化祭など、生徒会や実行委員会が中心になって取り組む学
校行事において、担当の先生から「生徒達は放っておいても自主的・自発
的にどんどん活動する」という話を聞いたことがあるが、「生徒達を信頼し
て任せる」先生方の指導姿勢や校訓に象徴される伝統的校風が、「自立し
貢献する態度」を大きく伸ばしているのだと思う。
・総合的な学習の取組により、貢献しようとする態度が育っていると感じ
る。学校の行事や活動により心の教育がなされていると思う。居心地の良
い学級づくり、仲間づくりに更に取り組んで頂き、不登校・いじめ０の鶴谷中
にして欲しいと願っている。
・地域の各事業所を訪問し、経営者や従業員とふれあいの場を持つことで
地場産業の良さを知ることができ、「郷土への関心」が生まれ、進学・就職
するときに役に立つと思う。
・地域のイベントに参加するだけでなく、地域の人々とふれあいの場を作
り、参加して意見を言うことで達成感が生まれてくると思う。

・校長先生が発行される「ルックつるやⅡ」に書かれてあるように、地域と学校の関
係が「借りたから返す」という関係から脱却できていない。また、問題点のすり合わ
せと情報共有化ができておらず、当事者意識を３者で早急に持つことが大切であ
る。
・「いじめのない学校づくり」の共通テーマを実現するために「誰が、いつ、何をする
のか」の具体的行動を起こし、結果を出さねばならない。
・コミュニティ・スクールの実施にあたり、具体的なスケジュールの協議・設定が必要
だと思う。
・学校の積極的な運営体制が地域に認知され、鶴谷中学校の地域活動が好意的
に評価されつつあると思います。この活動が長く持続的になれば子どもたちもどこ
の街に行っても誇りに思うふるさとになると思います。
・先生方には指導や監督でご苦労が多いと思うが、生徒達は地域に開かれた教育
活動（社会貢献活動等）によって、学校だけでは養うことのできない力を身につけて
いると思う。「学校での学び」と「地域での活動」を車の両輪と捉えるような教育活動
を展開する上でのポイントは、学校（先生）まかせではなく、ＣＳ、中でも育友会の理
解と協力をいかに高め、無理のない組織体制を確立するかではないか。
・フォトニュースや育友会の広報紙により、学校と育友会が協力して子育てしている
ことがよくわかる。
・ＣＳの取組も回を重ねるごとに広がり・深まりを見せている。更に地域・保護者へ
の働き掛けを期待する。
・ＣＳ講演会により保護者のＣＳの理解度がアップしている。次年度もＣＳ講演会を
開催して多数の保護者の参加を望む。ＣＳを理解することによって色々な課題解決
が図られる。
・協働運営協議会に生徒の代表に参加してもらいたい。意見交換を行うことでコミュ
ニケーションが取れる。

芯の通った学校組織作りによる「チーム
鶴谷」の組織体制とボトムアップシートの
活用でミドルアップダウンマネジメントに継
続的に取り組む。さらに、学校と家庭・地
域が当事者意識を持って生徒の健全育
成に取り組むため、問題点のすり合せな
どの情報の共有化ができるＣＳの組織体
制の確立を図る。

本校生徒の「自立と貢献」する姿がＨＰや
ＦＢ、学校便り、フォトニュースなどで家庭
や地域によく伝わっている。引き続き積極
的に発信を行い、ＣＳの取組を進めてい
く。また生徒会通信や部活動通信、学年・
学級通信においても学級や生徒の様子を
定期的に情報発信できるよう、目標設定
を行い、具体的な改善を図りたい。

ＣＳに関して一定の理解が得られてきた。
地域と保護者との協働体制確立を進める
土壌が整ったと考えられる。今後は、鶴谷
中学校区ＣＳの取組としてＣＳ委員だけで
なく、学校と家庭・地域の皆さんで、活動
に関われる具体的な方策を示していくこと
が肝要である。さらに、生徒の意見を聞く
場の設定も行っていく必要がある。

・「鶴谷中の学びのスタンダード」および「鶴谷式
授業」の徹底は、授業の規律を整え、授業の雰
囲気を盛り上げるなどの意味で、学力の向上に
大きく影響していると考える。また、５教科以外
の技能・芸術教科においても、積極的に授業に
取り組む姿勢を継続させる指導を徹底したい。
「学力向上の基本は授業」という意識を徹底させ
て学力向上に取り組んでいく。

２学期の講演会ほどの取組が３学
期になかったので２学年保護者を
中心に若干マイナスが見られた
が、どの学年もおしなぺて７割強の
理解度で安定している。職員につ
いては、講演会後の校内研修で取
り上げるなどしたので大幅なプラス
に推移した。

芯の通った学校組織作りによる「チーム
鶴谷」の組織的な進捗管理と、今年度か
らの取り組みであるボトムアップシートの
活用でミドルアップダウンマネージメントを
徹底したい。また、はやめのスケジュール
周知と計画的な会議の精選が職員の業
務改善に有効であることがわかったの
で、来年度は年間を通して実施していき
たい
今年度同様、成果が見られた本校ＨＰや
ＦＢ、校長室便り、フォトニュースなど学校
全体の様子や、生徒会や部活動通信、学
年通信をつかい学級や生徒の様子を定
期的に情報発信し続けていきたい。
学級通信に関しては、担任ごとに発行部
数に開きが見られた。目標値を設定して
具体的な改善を図りたい。

ＣＳに関して一定の理解が得られてきたこ
とが感じられる。さらなる地域と保護者と
の協働体制確立を押し進める土壌が整っ
たと考えられる。これからは具体的な責任
を分担する中で、理解度を高めていきた
い。

２学期の反省をふまえ、３学期からは改めて「鶴
谷式授業の徹底」をうたって取組を進めてきた。
「鶴谷式授業の徹底」は、本校の学力向上対策
の根幹を成すものであることは間違いない。とも
すればマンネリ化に陥る可能性もあるだけに、
常に緊張感をもって共通理解を図り、互見授業
や管理職による授業観察を実施する必要があ
る。

教科部会を中心とした互見授業・提案授業の計
画的な実施を進めることによって、授業力のレ
ベルアップを目指していく。互見授業では、「授
業観察シート」を記入し、授業者のためだけでな
く、授業観察者のためにも授業参観を生かして
いきたい。また、「授業観察シート」は全体研修
の中でも還流し、組織的な授業改善を図ってい
く。「目標」「課題」と「まとめ」「ふり返り」の整合
性を高められるよう、さらに、授業へ興味関心を
喚起できる「目標」「課題」の設定を工夫していき
たい。

１年間を３つのクールに分けて活動を進めるスタ
イルは定着し、効果も上げてきた。生徒・保護
者・教師とも、総合的な学習の時間の活動に対
する意識は高くなっている。これからは、どれだ
け生徒の主体性・自主性を重視した「課題設定」
ができるかがポイントになってくる。先輩達の実
績を知らせ、具体的な活動内容を紹介した上
で、自分たちにできることを考えさせることによっ
て、より高い「課題設定」を実現させたい。

大分県全体の体力が向上している中で、
本校の生徒の体力平均値は３５/４８項目
で県又は全国平均を超えている。全体的
に体力水準は高いと考える。
小学校との情報交換や指導ポイントの共
有などを確認しながら、次年度も高い体
力水準を確保したい。

昨年同様、ものづくり体験、地域学習、職場体験
学習など総合的な学習の時間に地域に出かけ
たり、文化講座では、地域の方々を講師に招い
て交流を深めることができた。来年度も地域との
ふれ合い活動に積極的に参加し、地域に貢献し
ようとする姿勢を伸ばしていきたい。
さらに進路指導主事のリードで通常授業の中で
のキャリア教育についても見直しを図りたい。

・低学力層の生徒を底上げを目指して、
少人数指導やTT指導、習熟度別指導を
充実させる。また、分掌間での協議によっ
て時間を生み出し、昼休みや放課後を
使った個別指導を進める態勢を構築す
る。スマイルルームでのタブレットを使用
した学習サポートを実施することによっ
て、個別の苦手分野に応じた指導を徹底
する。

・佐伯市の「ふるさと創生事業」の一環で
「総合的な学習の時間における育成を目
指す資質・能力系統表」をもとに、小学校
から中学校への継続がより滑らかになる
よう研究を進める。小中間の接続に当
たっては資質・能力だけでなく、取組内容
の摺り合わせも必要である。

大分県全体の体力が向上している中で、
本校の生徒の体力平均値は４８項目中３
５項目で県又は全国平均を超えており、
全体的に体力水準は高い。小学校との情
報交換や指導ポイントの共有などを確認
しながら、次年度も高い体力水準を確保
したい。

・ものづくり体験、地域学習、職場体験学
習など、総合的な学習の時間に地域に出
かけて交流を深めることにより、生徒に郷
土への関心をより深く持たせ、地域に貢
献する姿勢とともに将来の夢の実現へ向
けてのキャリア教育の推進を図っていく。
また、1年生の「里帰り学習」「ようこそ先
輩」など、小中連携も進めていく。

・生徒会を中心としたいじめ撲滅宣言の
作成を行い、いじめを絶対に許さない学
校の雰囲気づくりを行う。また毎月の生活
アンケート、教育相談を継続して行って、
生徒の学校生活における不安の解消に
努める。道徳の授業の系統的、計画的な
実施を行い、いじめ０の学校をめざしてい
く。

・体験的参加型授業の実施や鶴谷式授
業の徹底、体育祭、文化祭等の学校行事
を通して集団づくり、仲間作り、居場所作
りをすすめる。また、不登校、特別支援教
育については引き続き個別の指導計画の
作成を行い、支援をすすめていく。


