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・第３回ＣＳチーム会議の「ワークショップ」において、保護者から提起された様々な問題を「緊急に対処すべき問題」「中長期的に考え取り組んでいく問題」「問題外」というように分類して「緊
急に取り組むべき問題」について話し合った。それも大事だと思うが、むしろ中長期的に考えて取り組むべき課題に時間をかけ、腰を据えて取り組んでいくのがＣＳの役割ではないか、とそん
な感想を持った。
・今、全国的に先生方のオーバーワークが大きな問題となっているが、ＣＳの取組が、オーバーワークに拍車を掛けないように、長い目で見通しを立てながらゆったりとしたペースで進めてい
くことが大事だと思う。
・鶴谷が何か一つ成功すればみんなで喜び、大変うれしいことではありますが、その準備などで先生方の帰りが遅くなっているのではないか。先生方の体が心配です。
・これからの時代の「子育て」は、地域社会も保護者も当事者意識を持って自分の子どもだけでなく自分の地域の子どもですから地域で協力して育てていかなければならないと思っておりま
す。
・先生方の仕事量が多く「ゆとり」がないように感じられる。土、日曜日には家庭サービス等ができるような体制を作って欲しい。

※「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。

学校関係者（評価者）意見

・１２月２１日、短時間ではあったが久しぶりに全クラスの授業を参観させていただいた。終業式を翌日に控えて、
いつもとは違う感じの授業も多かったが、どの教室も生徒達は落ち着いた雰囲気の中で、大勢の参観者に動じる
こともなく、気分良さそうに学んでいた。生徒と教師の確かで温かい信頼関係があればこその光景だと思う。教室
での授業風景を「見られたくない」と内にこもるのではなく、文化祭や体育祭と同じように、自信を持って公開できる
ところに、改めて「鶴谷のすごさ」を感じることができた。その辺りにも高い学力の秘訣があるように思う。
・学力に対しては朝学習等定着し、テストなどの必ず行われる行事もあり、今まででよいかと思います。学力の取
組に対して、発育盛りの子どもたちに対して体を動かす時間が少なく感じます。特に部活動に対しては時間が少
なく、活動を抑えるルールが目立つように感じています。各部活動の熱さを感じられません。駅伝だけが熱いで
す。鶴谷の黄金時代は難しいでしょうか。
・「鶴谷式授業」が１～３年生まで８５％の高い評価が出ていたのが教職員で１７ポイント、生徒で９ポイント下がっ
ている。原因は何か？
・これからの時代はロボットやＡＩ（人工知能）が使われ、人間に代わって職場に進出してくる時代になると思いま
す。変化が激しく、常に新しい未知の課題に試行錯誤しながらも対応することが求められる人材づくりが大切にな
ると思います。
・「学びのスタンダード」のポイント低下については、２学期は多種多様な活動・行事があるので若干は下がると思
ううが、３学期に修正すれば回復すると思う。
・先生方にゆとりがないと、生徒への影響も出てくるのではないか。大丈夫、鶴谷中はよくやっています。数字に一
喜一憂しなくても今の指導体制をじっくり行っていけば回復すると信じています。
・３学年蒲江ウオークに初めて参加させていただきましたが、素晴らしいイベントだと心から思いました。育友会員
同士の交流、子どものためにという思いであんなにまとまるものなのか・・・子どもたちの完歩した後のあの表情は
最高だと思いました。生徒の実感には繋がっていないとはいえ、参加者全員が完歩した結果が全てだと思いま
す。これから受験シーズンに向かいますが、ここで完歩登下校や蒲江ウオークの結果を出してくれればと思いま
す。
・鶴谷式授業が定着し、学力の向上が見られる３学期はこれまでの取組を徹底してさらなる学力の向上を望む。
・自学ノートは家庭・学校（担任）がコメントすることによってお互いの意思疎通ができる。自学ノートの未提出者へ
の個別指導を行って提出１００％を望む。
・２学期は「いじめ」が３件発生していることが気にかかる。いじめの原因を突き止めて早期に解決できるように話
し合いの場を持ち、「いじめのない鶴谷中学校」になることを望む。
・「鶴谷式授業」の徹底を図る際にマンネリ化を防ぐための改善策も含めた共通理解を行うことを加味して欲しい。

・各種の学校行事で活躍する生徒の姿や、地域行事に参加し意欲的に活動する生徒の姿を見るにつけ、「受け身」「指示待ち」
とは正反対の自発的で自治的な生徒達の行動力に、学力とは別の面での「すごさ」を感じさせられている。第３回ＣＳチーム会
議での「２学期の取組及び学校評価」の中の「いじめ対策」について、「学級で、あるいは生徒会で生徒達自身が、問題をどう
捉え、どう取り組んできたのか」の説明がなかったように思うが、実際どうだったのか。「いじめ撲滅宣言」の取組や文化祭での
日本語弁論での発表は素晴らしいと思うが、生徒達の日常的な取組はどうなのか。いじめの認知件数がわずか３件ということ
は、生徒達自身では「撲滅」をほぼ達成できていると考えているのだろうか。
・ボランティア活動が積極的であり、活動に参加している子どもたちの表情もよく、活動を続けていってほしいです。
・クラスによっては学校に登校できていない子どもがおり、気になります。
・佐伯東地区の行事・イベント・祭り・グラウンドゴルフ・３世代ほのぼの作品展に参加していただき、深く感謝申し上げます。市
民体育祭にも部活単位で応援いただき、きびきびとした態度は地区の皆さまに鶴谷中の生徒はマナー、挨拶が良く、主体的に
溶けこみ、後片付けまできちんと行い、終わると気持ちの良い挨拶をされて帰られます姿を、地域の方々は皆、鶴谷中の生徒
さんはすごい、良くやってくれると好評をはくしています。
・中学生が地域行事に沢山参加していることが分かる。地域に出て行くことで自己有用感も生まれているのではないか。
・道徳の授業での教師の取組が不十分という評価があるようだが、生徒・保護者も評価が下がっている。しかし、どうしても力を
入れる箇所があるので、１年を見据えて取り組む必要があるのではないか。
・各地区の行事やイベントのボランティア参加は、喜ばれていることはよく耳にします。しかしながら、一部の生徒はなぜ参加し
ているのか、鶴谷の代表として参加しているという意識がない生徒もいるようです。引率して頂く先生方のサポート役として
我々も同行して声かけを行っていければと思います。
・ＣＳ講演会では、保護者（３５０名・６１名）が参加し、意義ある講演会だったと思います。このような講演会をまた開催して欲し
い。保護者のＣＳに対する理解度ができると思う。
・完歩登校については、自動車で登下校する生徒は限られていると思う。体力錬成のための完歩登校趣旨を理解してもらい、
自動車での登校は禁止する取組を望む。
・地域に出て、イベントに参加して喜ばれ、様々な世代とのふれあいが体験できている。その体験が貴重だと思う。

・学校通信や学級通信、フォトニュース、ＳＮＳ通信等々、学校が地域や保護者に向けて発信する情報量の多さに「地域と家
庭・学校との連携を強めながらよりよい教育を目指す」学校としての強い意欲と熱意を感じている。そうした情報発信が、保護
者や地域の人々の意識に大きな変化を与えていることは間違いないと思う。ＣＳ講演会に４００人を超える人々が参加したの
は、保護者や地域の人々の意識の変化を証明していると考えてよいと思う。
・先生方の働きのおかげで「チーム鶴谷」の活動がスムーズかと思います。来年度はもう少し今よりも育友会の活動を広げて
いけたらと思います。
・地域とのふれあい行事「ほのぼのお月見会」は来場者数が前年が約３００名、今回は約４００名と大成功でした。
・ＣＳの取組により、保護者・地域・学校が一体となって課題解決していると思う。学校でしなければならないこと、家庭や地域
に任せなければいけないことの分別が少しづつ見えているのではないか。
・ＣＳ講演会にあれだけの参加者が集まって頂けたことは、都留校長先生をはじめ阿南ＣＳ担当や学級委員長さんの声かけの
成果だと思います。ＣＳの理解度のアップは間違いないと思います。当日に様々な意見が寄せられました。すぐに集計し、第３
回チーム会議で協議された内容は必ずオープンにし、対応していることを外へＰＲすることが大事だと思います。せっかく意見
を出しても、チーム会議で検討しても、その後どうなったのかが分からないと意味が無いと思います。大変な作業になると思い
ますが、しっかりと役割分担をし、無理なく運営できればと思います。
・各地域のイベントに鶴谷の生徒がボランティア活動として参加し、地域住民との交流ができた。地域も大変感謝しています。３
学期も地域との交流を図って欲しい。
・鶴谷の行事に参加するたびに「チーム鶴谷」の力強さと熱を強く感じます。
・授業参観の際、教室の後ろに貼られていた学級通信や学年通信を拝見しました。その紙面の素晴らしさ・・・色合いといい、通
信名といい、引きつけられて保護者もよく読むだろうなと思いました。
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職員の協力体制についての生
徒のとらえは、学年による差が
開いた結果、全体として低い
値になっている。
職員の分掌会議について肯定
的な回答が増えた背景は、会
議の精選とそれによる連携強
化の表れととらえている。

芯の通った学校組織作りによる「チーム
鶴谷」の進捗管理と、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職
務の効率化を図り、働き方改革を進めて
いきたい。

１学期に比べ、学校HP,フェイ
スブックの更新や学級通信な
どの発行回数が増加したこと
により、生徒や保護者、地域
への情報発信ができたと考え
ている。今後も引き続き、機会
をとらえ、情報発信していきた
い。

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・学級通信による学級や生
徒の様子を定期的に情報発信を続けてい
きたい。

8/29に第2回チーム会議、
12/21に第3回チーク会議が開
催できた。期末育友会とタイ
アップしたＣＳ講演会に約90％
近い保護者の参加があり、ＣＳ
の取り組みについての理解度
を30％近く上げることができ
た。

ＣＳに関しての理解度が得られてきた。こ
れからの協働運営協議会の熟議によっ
て、鶴谷式ＣＳを機能させ、学校の諸活動
や地域連携を蜜にしていきたい。そのた
めに協育コーディネーターと協力した連携
を図っていきたい。
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全校では文化講座、各学年で
は職業講話などキャリア学習
や、ものづくり講座や「佐伯市
への提言」についてなど総合
的な学習の時間に地域人材を
活用した学習活動を進めてき
た。また、地域へのボランティ
ア活動にも積極的な参加が見
られた。

各地区の行事やイベントに積極的にボラ
ンティア活動に参加する生徒が増え、地
域の方々から喜びの「声」が多く聞かれ
た。また、キャリア教育、ものづくり体験、
地域学習など地域に出かけたり、文化講
座では、地域の方々を講師として活動す
ることができた。今後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。

授業時間は確保しているもの
の、読み物や資料をあつかっ
た道徳授業を、毎時間は実施
できていない実態がある。それ
が、生徒の肯定的回答74%、職
員58%、保護者79%という数字
に表れていると考えられる。

体験的参加型学習は定期的に実施でき、
一定の成果が見られた。３学期は、こうし
た課題に取り組み、道徳の授業での学習
充実を図りたい。また、引き続き、生徒指
導の３機能を生かした対話的な授業展開
をする中で、自己決定の場、自尊感情の
高まりを目指したい。

８０％以上の生徒が「互いの良
さと違いを認めつつ、協力する
態度の育成」に肯定的な評価
をしている。２学期は生徒会の
「いじめ撲滅宣言」に基づいた
クラスの行動目標の実践に努
め、月１回以上のPA活動やグ
ループエンカウンターを行っ
た。

２学期も各学年で体験的参加型授業を実
施したことや鶴谷式授業を推進したこと、
文化祭等の学校行事を通して集団と個の
つながりについて体感的に学ぶことがで
きたことなど、自尊感情の育成に向けて、
一定の成果が認められた。今後も継続し
て月１回以上の体験的参加型人権学習
に取り組み、いじめ、不登校の未然防止
につなげていきたい。

教師が８ポイント、生徒が４ポ
イントマイナスになっている。
板書計画の「課題」の表示方
法は校内研修の中で共通理
解を図ってきたが、教科学習
の充実を目指す上でも、さらに
取組を徹底していきたい。互見
授業（提案授業）を実施した教
科担任は一部だったが、全て
の教員が互見授業を参加する
ことができた。

互見授業を計画的に実施することによっ
て、教師相互の授業改善に対する意識を
高めていく。佐伯市学力定着状況調査と
全国標準学力テストの分析を踏まえて、
各教科部会を中心とした教科指導の改善
を目指す。教科部会の中での情報交換や
指導工夫の提案などをさらに進めるととも
に、板書のレベルアップを図る。探究した
くなる「目標（課題）」の提示の仕方をさら
に研究し、生徒の授業への興味関心を高
める工夫を重する。

「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」と回答した生
徒は、８割を越えてている。教
師の意識も１学期より１２ポイ
ント増加している。教科学習と
総合的な学習の時間との連携
は、教科単元配列表によって
提示してきた。

１・２年生は、それぞれ第３クールの取組
に入る。これまで２回の探究的活動のプ
ロセスを経験してきたので、第３クールで
は、「情報収集」「整理・分析」「まとめ・表
現」において、これまで以上に生徒の自主
性・主体性を重視した取組を進めていく。
特に「情報収集」では、その手段を自分た
ちで策定して、仲間との協働の中から情
報を取捨選択させたい。

全体的に1学期に比べ、ポイン
トがアップしている。完歩登下
校の集大成となる３学年蒲江
ウォーキングでは、途中脱落
する生徒が０名とこれまでにな
い結果を出せている。しかし、
生徒の「体力向上したと実感で
きる」は70％弱と達成指標に
届いていない。

３学期の部活動キャプテン会議や部活動
ごとの体力測定を行い、体力テストの結
果を情報発信するなど、可視化を行うこと
で、生徒の体力向上を実感させる指標を
示す。

重点目標 達成状況 次学期（年度）の改善方策
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「鶴谷の学びのスタンダード」
の徹底について、教職員が１７
ポイント、生徒が９ポイントのマ
イナスになっている。「鶴谷式
授業」の徹底は、本校の学力
向上の根幹をなすものと考え
ているが、達成指標の８０％も
下回っている。

「鶴谷式授業」の徹底を図るために、校内
研修や教科部会、学年会などの場面を
使って、改めて「鶴谷式授業」の在り方を
共通理解する。互見授業や管理職よる授
業観察を計画して、さらなる徹底を図る。
また、学年主任を中心とした学年会と生
徒会の取組を進め、生徒の授業規律に対
する意識を改善していく。

（別紙様式１） 平成２９年度　　学校関係者評価報告書

評価日

評価者
・久寿米木重生（ＣＳ委員：地域協育コーディネーター）　・平　加奈枝（ＣＳ委員：育友会副会長）　・中西弘道（ＣＳ会長）　・鶴本秀明（ＣＳ委員：佐伯東
小学校長）　・山本　大（ＣＳ副会長：育友会長）　・川下喜代人（ＣＳ委員）　・内田健一郎（ＣＳ委員）


