
　

  佐伯市立鶴谷中学校
 

8 月 29 日 火 曜日

※「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。

6月から分掌会議が定期的に実施できる
ように工夫されているので、計画的な分掌
会議による目標達成に向けてさらなる進
捗管理の徹底を図る。

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を行っ
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
いるが、学校・地域と家庭の結びつきによ
る三者の関連が今後の鍵となる。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。また、地域行事に家族ぐるみで参加で
きるような啓発活動に取り組む。

・体力向上プランにのっとり、完歩通学の
推進と、その集大成となる蒲江ウォークの
企画・運営に取り組む。
・部活動の新キャプテンを対象に、体力向
上に向けたキャプテン会議を実施する。
・課題となる体力項目の再測定を行う。
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・先生方のご努力に心から敬意を表したいと思います。と同時に、ご無理をなさらないようにお祈りいたします。
・ＣＳの取組として地区自治委員会等に働き掛け、定期的に環境整備（草刈り等）を行ったら良いと思います。
・学校としても様々なことを求められると思いますが、先生方へのケアも併せてお願いします。
・いろいろな取組をしていて、鶴谷中学校全体が伸びているのとてもうれしいのですが、昔に比べて行事も増えていて先生方も生徒達も忙しすぎるような気がします。地域の方々や保護者の要望もあって大変だ
とは思いますが、先生方ももう少しゆっくりできると良いですね）
・学校と生徒と区長会が協働して花壇づくり、あいさつ運動に参加させて頂いておりますが、来月の予定として早めにご連絡を頂けるとさらに生徒とのふれあいが素晴らしい効果を生んでくれると思います。
・学校が大きく変わろうとしているときは、何かにつけて苦労が大きいと思う。先々に明るい展望をしっかりと持ち、成果や課題をみんなで共有して力を尽くすことが改革を成功させる上で大事だと思う。生徒や先
生方、保護者・地域のそれぞれがお互いの気持ちを確かめ合いながら、急ぐことなく歩みを進めて頂きたい。
・教職員の仕事量との関連ですが、帰宅時間は２０時としましょう。先生方は日本全国多忙すぎです。ゆとりは先生こそ必要ですよ。

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。

各学級、学年等で差はあるが
通信などを発行し、情報発信
などを行っている。保護者や生
徒の評価は高いが、教職員は
低い。思ったように通信等を発
行できていないことが理由。今
後もっと積極的に情報発信を
していく意識が必要。

（３）

自学ノートコメントや夢かけは
しシートの取り組みを行ってき
たが、取り組みに個人差があ
り、さらに各家庭への啓発活動
が望まれる。保護者のＣＳに対
する理解を深めるためにも、活
動の工夫を考える必要があ
る。

・外部との交流が盛んで社会に開かれた学校になって、本当にいい活動が続いていると思っています。これからもいろんな角
度で学校外の資源をどんどん取り入れて、生徒の人間性を育てて頂きたいと思います。
・地域人材を活用し、職業人講話を聞くことによって進学、就職するときの目標ができる。できるだけ講話の回数を増やして保
護者とともに聞けるようにして欲しい。
・「いじめ」については、各クラスで話し合いを行い、個人個人をおもいやり、「いじめ」のない鶴谷中になることを望む。
・総合的な学習で学校外のことを学ぶ機会も多く、生徒の自立性に大いに役立っていると感じる。学校内外で生徒のあいさつ
が大変良くできている。
・今後も自立性の確立とともに相手への思いやりを育てる学習を引き続きお願いします。
・学校の取組に対して保護者の対応に温度差があるように思う。育友会活動に保護者が積極的に参加できる（特に男性保護
者）環境作りをして欲しい。
・子どもたちによる小中高協議会の設置。鶴谷中学校は地域や小学校との連携は成果が表れているが、高校との連携は改善
の余地があると思う。全国的に小中高一貫教育が主流になっている。鶴谷中学校は地域で子どもを育てる中心として、佐伯の
公立・私立の三高校と連携し、地域の祭りなどのイベントを共同で行う小中高協議会を設ければ良いと思う。
・地域でのイベントにもよく参加していて良いと思いますが、小学生の時と違って勉強も部活も忙しいので生徒達はかなり大変
だと思います。
・いろいろな体験学習や調べ学習によって様々な角度から人間関係や社会の仕組みを知ることができるので良いと思います。
・鶴谷中学校のすごいところは、春の体育祭、秋の文化祭、国際交流、蒲江ウオーキングを自主性と団結力でなしとげ、先生
方や保護者、地域の方々を感動させ、鶴谷中はすごい、ここまでやるのかと唸らせることをやってくれます。この積み重ねが積
もり積もれば大分県一、九州一、全国一も夢ではありません。佐伯市を消滅都市から救い、市民に感動を与え、やる気を地域
に起こさせる爆発力のある学校になることを期待しております。
・生徒の自主性や自発性、自治的な活動を尊重し、そうした力を育む学校の指導姿勢（教育方針）が「自立し貢献する態度の育
成」に深く関わっていると思う。また、そういう態度の育成を抜きにして学力の向上は望めないと思う。
・生徒指導の取組は、親として本当にありがたいと思います。育友会としても生徒・保護者が関心を持ちやすい講演などを企画
し、授業参観から学級懇談への参加率ＵＰを目指したいと思います。

・この学校運営体制での中で十分に発展を続けているので、先生方のお考えに全面的にお任せしたいと思います。ただ、１学
期の保護者アンケートの結果で、ＣＳに対する保護者の理解度が不十分と思われるので、より多くの保護者が学校や学校行事
に足を運べる工夫がなされたらいいと思いました。
・地域のイベントにボランティア活動として参加している鶴谷の生徒は態度やあいさつが良く、市民からの評価が高い。今後とも
積極的に参加して地域住民との交流を望む。
・保護者（育友会役員以外）にＣＳの趣旨を理解できるような取組をして欲しい。
・「生徒の話を丁寧に聞き、信頼できる先生」になって欲しいと思います。
・フェイスブック等でも見られる通り、地域でのイベント参加を積極的に行っており、地域との連携の大切さ肌で感じてもらってい
る。
・ルック鶴谷等、情報発信がかなり活発で地域との関わりがよく見える。
・学校・地域・育友会が三位一体となって今後も取り組んで欲しい。
・先生方は分掌会議を定期的に実施したり、個人目標を掲げて取り組んだりと、とても工夫されていると思います。
・学校の様子が「ルック鶴谷」や「フェイスブック」等でよく発信されていて保護者としてうれしいです。
・情報の共有化はスピード、内容ともに大変充実している。ルック鶴谷Ⅱ１０号はとりわけ素晴らしかった。保護者の方も喜んで
見て頂いたと思います。
・「地域とともにある学校」という言葉は、１０年余り前までの鶴谷中学校においては他人事みたいな響きを持っていたように思
う。生徒が学校を飛び出して、地域の行事に関わり協力するようになって、生徒が変わり、地域の学校や生徒に対する見方が
変わってきている。地域が学校を支援し、学校や生徒が地域を支援する。「開かれた学校」とはどんな姿を言うのか、その答え
を示しているのが鶴谷中学校ではないかと思う。
・「開かれた学校」と「コミュニティースクール」との関係は、この先まだまだ模索が続けられると思うが、開かれた学校づくりやコ
ミュニティースクールが、先生方や保護者の負担を増やす方向に進むとすれば、それは何かが間違っていると思う。
・ＣＳ活動２年目に入り、さらなる活動のＰＲが必要と感じています。この活動を各小学校の育友会にも報告を行っても良いので
は？広報紙だけでなく、役員会や各総会などでＰＲを行うなど。
・地域行事のご参加をお願いしたい。そのときは協働運営委員の山本氏からお願いしますのでよろしく。定期便の「ルック鶴谷
Ⅱ」楽しみにし、区内に掲示しています。

総合的な学習の時間の中で、
考えたり発表したりする場面を
経験していると回答した生徒は
９割近くになっている。また、県
学力定着状況調査のアンケー
トの中でも、教科の中で最も好
きな勉強は「総合的な学習の
時間」とする結果が出ている。

重点目標 達成状況

協働運営協議会委員（保護者代表）山本　大、吉松優子、山田純子（地域代表）中西弘道、川下喜代人、高瀬　泉、久寿米木重生、谷川
武、佐藤由美子、岩崎真佐樹、
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週末には能力評価表によって
それぞれが自己評価し、月末
には評価者による指導を行うと
いう取組を実践してきた。個人
による計画・反省は進められて
きたが、分掌会議等による組
織的な計画・反省があまり実
行できていない。

学校関係者（評価者）意見

・先生方の毎日の着実な授業の積み重ねが、学力テストの高い評価につながったのだと感動しました。先生方と生徒達との信
頼関係が構築されているからだと思いました。先生方のご努力には本当に頭が下がります。阿南先生から完歩登校は体力づく
りと生徒達に伝えていると伺い、「体力づくりのために歩く」という積極的な気持ちが根底にあれば歩き方も元気になるのでは？
と思われ、生徒を見かけたら声かけをもっとしたいと思いました。
・学校が向上のムードで活気づいているとき、その波に乗りきれない生徒達もいると思います。みんなにとって楽しい学校にな
る配慮を是非お願いいたします。
・鶴谷式授業が定着し、学力状況で成果が出ている。課題のある教科については授業内容の改善を行い、次学期にはさらなる
向上を望む。
・体力テストは多くの種目で全国平均値を上回っている。平均値を下回る種目については体育の授業で重点的に取り組んで欲
しい。全生徒の完歩通学の推進を望む。
・鶴谷中の永年に渡る継続的な取組が実を結んでいると感じる。
・実際の授業でも生徒の積極的な態度が見られるが、先生方がそれを引き出す努力をされている結果だと思う。
・数値は全体的なものを表しているので、下位の生徒の底上げと上位の生徒のさらなるレベルアップを同時に行う手法が必要
なのではないか。
・鶴谷中学校の積極的なアプローチが着実に定着し、成果がアンケートにも表れている。
・学校の授業形式は板書も含め、とてもわかりやすく規律も成り立っていて良いと思います。
・総合的な学習で受け身ではなく、自分たちで考えて行動できる力をつけていって欲しいです。
・鶴谷式授業が大変良く徹底されており１～３年の全体にわたって８５％の高い評価が出ていることは素晴らしい。「ルック鶴谷
Ⅱ１０号」「大変」とは大きく変わること、変わることは学ぶこと、毎日を大切に！
・大分合同新聞の中には生徒の必要な情報や活用事例が多数あり、新聞を読むことによって応用力がさらにつき、全国学力テ
ストの「活用する力」が高いとの評価を示し、自分の課題、目標、得意な面、好きな分野を見つけることができ、将来の進路決
定に役立つと思う。
・学校が面白い、みんなで学び合うことが楽しいと思える学校教育、生徒の誰もが学校に愛着と誇りを抱く教育を創造する。学
力や体力は、生徒達のそうした学校生活、先生方がそのように仕組む教育活動の「結果」として表れるものだと思う。
・日々の授業や部活動、体育祭や文化祭、入学式や卒業式、蒲江ウオーク、職場体験、地域行事への参加・貢献、里帰り学
習・・・等々、鶴谷中学校の生徒達が誠実な態度で、主体的、意欲的に取り組む姿を目にするとき、「生徒達が学力や体力で高
い結果を出さないはずはない」と思っている。生徒達の多くが「好きな勉強は総合的な学習の時間」と答えているのは大変興味
深く、「自発的、自治的な学びの定着」を感じさせられ、そこに高学力の秘密があるように思う。
・鶴谷式授業の成果は、数字から見ても分かると思います。学力の２極化については各教科の基礎の徹底をお願いしたいと思
います。上位の子どもたちは言われなくても勉強するし、積極的に先生方に質問していると思います。しかしながら、それをしな
い、できない子どもたちもいるわけで・・・先生方の仕事量の多さには、常に驚かされますが、今後も底上げ策の検討をお願い
します。
・学力達成度８５％、県・国の指数以上につき教員の自己評価が低いのは向上心の表れでしょう。

次学期（年度）の改善方策

・学習規律はかなり定着したことがうかが
えるが、教科・学級によってはばらつきが
見られるので、互見授業や管理職による
授業観察などを計画して「鶴谷式授業」の
さらなる徹底を図る。また、学年主任を中
心とした学年会の取組を進め、「自学ノー
ト」へのコメントが記入できるよう学級担任
の時間の確保を図る。

・国・県のテスト分析と１学期の反省を踏
まえて、各教科ごとに「授業の５点セット」
を作成し、教科主任を中心とした教科部
会での授業改善に取り組む。対話的な学
習の質を高めるため、研究主任を中心に
全体研修等において、「目標」と「まとめ」
の工夫、生徒の疑問に即した投げかけの
工夫などを共通理解する。

「情報収集」「整理・分析」等の活動に対し
ては、生徒は意欲的に取り組み、達成感
も感じている。しかし、生徒自身の手で
「課題設定」し、「情報収集」の手段を考
え、「整理・分析」を工夫するという部分に
おいては、教師の手が入り過ぎる傾向が
ある。教科学習とリンクすることによって、
話し合いの質を高め、意見を十分に出す
ことができる場を設定する。

 組織的な取組は足りないが、
１学年では教育合宿や学年集
会でのプロジェクトアドベ
ンャー、２学年ではグループ
ワークトレーニング、３学年は
エゴグラム等も実践をしてい
る。

（２）
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生徒、保護者ともに７０％を越
えており計画的な実践はでき
ている。

道徳の授業だけでなく教育活
動全般を通して、生命の尊さ
や人の痛みがわかる学習の実
践や指導に努めた。

「鶴谷中の学びのスタンダー
ド」の徹底により学習習慣の定
着度は生徒・教師ともに８０％
以上達成できている。「自学
ノートへのコメントの記入」が不
十分だった点は、生徒・保護
者・教師がいずれも認めてい
る。

総合的な学習等（文化講座教室、職業人
講話）に継続的に取り組む。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、教員の肯定的評価を７６％から
８０％以上にアップさせる。

道徳の教育課程にそった授業実践を学年
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
すよう実践を推進する。実施率の向上を
図り、教員の肯定的評価を８７％から９
０％以上にアップさせる。

平成29年9月8日

（別紙様式１） 平成２９年度　　学校関係者評価報告書

評価日

　体力テストの達成率が３３項
目/４８項目（鶴谷中平均/県も
しくは全国平均）…６８．７％と
なり、達成指標７０％以上にや
や足りない。
　部活動では、九州大会出場
者を排出するなど活発な部活
動運営ができている

「目標」「まとめ」等の表示を徹
底し、構造的な板書を工夫す
る実践を進めてきた。また、交
流活動による対話的な学習を
推進してきた。「授業の満足度
９０％以上」という達成目標に
は届いていないないが、効果
は表れていると考える。

（１）
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