
(別紙様式３）

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー
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学力と人間性を兼ね備えたタフな鶴高生を育成する。

中期目標

○授業力を向上するとともに自らの学習の計画・見直しができる生徒を育成することにより、学
校が掲げる大学数値目標の達成を図る。
○規範意識・人権意識を高揚するとともに、部活動・生徒会を一層活性化する。
○家庭・地域等に積極的に情報発信することにより、大学（特に難関大学）進学を希望する本
校志願者を確保する。

重点目標

○学力向上・進路達成に向けた学習指導及び進路指導体制の充実
○生活指導の徹底、人権教育・道徳教育の充実及び生徒会活動・部活動のさらなる活性化
○地域に開かれた学校づくりの推進

○キャリア教育の視点から総合
的な学習の時間の充実を図る。

○生徒の進路選択を支援するため
の行事を充実する。
　　１年：職業人講話（７月）、１日大
学体験入学（８月）
　　２年：志望大学のオープンキャン
パス参加（８月）
　　１・２・３年：進路講演会（学年単
位１回以上）
     ２年：卒業生等による合格体験
談（３月）

重点目標 次年度の改善策

○手帳の活用につい
て、更に工夫をお願
いしたい。○学習時
間を増やすために、
個々に応じた指導を
お願いしたい。

○総合的な学習の時
間に関する新しい取
り組みは、非常によ
い。更なる工夫に期
待する。

○新しい大学入試に
対応した取り組みは、
大変期待ができる。
今後も先進的な取り
組みをお願いする。

○本年度の学習指導の成果を各教科で協議
し、来年度の指導に活かせるよう、鶴高の指導
スタイル（鶴高スタンダード）の確立を目指す。
○模試分析検討会で生徒の学力向上に向け
て協議した内容を教科会議で共有し、指導に
活かす。特に個々の指導について、面談の方
法などさらに改善を図る。
○校内授業研究会での今年度の取り組みにつ
いての分析をもとに、来年度の授業改善の方
針を検討する。

○次年度も生徒の指導に手帳（ティー帳）を活
用したい。アンケートをもとに分掌や学年で、よ
り効果的な取り組みを模索する。
○生徒が十分な家庭学習時間をとるよう、手帳
やシラバスの活用はもちろん、その他の工夫を
学年・教科で検討する。
○進路シラバスが本校の指導スタイルとして定
着しつつある。生徒と教師ともに利用しやすい
シラバスになるよう、さらに改善する。

○総合的な学習の時間については昨年度それ
ぞれの学年の方向性を確立したので、今年度
は微修正をしつつ更によいものにしている。今
年度末に総括をし、改善すべき点の変更を行
う。
○職業人講話については時期的なものと、講
師の方の人数等、様々な意見が以前からあっ
た。この部分を改善すべく、今年度は１２月実
施とした。レディネスとしては１２月実施はよ
かったが、文理選択を考慮すると７月実施の方
がよいという結論になり、来年度は７月実施の
方向で考えている。

○大学入試総括会議においては昨年度の反
省を踏まえ、協議項目を２点に絞って協議し
た。さらに議論が深まり、今後に生かせるよう
な項目を考えていく必要がある。また、今年度
はセンター試験までの総括を年度内に行い、
来年度へスムーズな引き継ぎができた。
○ＡＴ問題の事後検討は全教科で実施できて
いるわけではない。さらに意義を伝えながら、
事後検討を実施する方向に持っていきたい。ま
た、新テストを見据えた作問については２月ＡＴ
で実施して、来年度への取り組みに生かす。

○大学入試総括会議、教科指導作戦会議を年度当初に実
施し、各学年・教科で３年間を見据えた学力向上の取組を進
めた。また、年度当初に研究授業や授業研究会の計画や方
針を決め、教科会議等の時間を利用して、教科担当者間で
協議し、授業力向上に努めた。それぞれの取り組みをさらに
充実させる必要がある。
○１１月進研模試の結果でのＢ３以上の割合は、１年：８
6％、２年７８％であった、Ｓ３以上の人数は１年：１２名、２
年：１１名であった。生徒の状況を分析し、指導に活かしてい
く必要がある。
○互見授業・授業アンケートを前期と後期に１回ずつ、計２
回実施した。２月１０日に本年度２回目の校内授業研究会を
実施し、来年度の取り組みについて検討を行った。

○年度当初に生徒に手帳（ティー帳）を配り、使い方の指導
を行った。面接等で生徒へアドバイスを行う資料として利用し
た。本年度は担任によるチェックの方法について改善を行っ
た。多くの職員が、生徒の指導について有効であると考えて
いる。（手帳の利用についてのアンケート結果より）
○学習時間調査（１２月）の結果では、家庭学習時間の平日
平均値は、１年：１５５分、２年：１３５分、３年：２４４分であっ
た。また、２時間未満の生徒の割合は全体で２３％であった。
本年度は調査をＡＴ前でない通常の週で実施した。
○進路シラバスを生徒に配布し、年間の学習計画について
指導した。また、手帳に挟み、生徒が定期的に見るよう促し
た。

○総合的な学習の時間については昨年度から進路指導部
に担当を置き、毎週の会議で進捗状況を確認しながら計画
的に進めている。
○職業人講話に関しては昨年度の反省を踏まえ、検討の結
果、１２月に実施した。非常に有意義であったという生徒の感
想が多かった。
○オープンキャンパス、進路講演会は実施済み。卒業生に
よる合格体験談については、３月１５日に実施し、後輩によ
い刺激を与えた。

○大学入試問題研究報告会（教科指導作戦会議）は教科で
分かれて「論理的思考力」をテーマに協議し、概ね好評で
あった。
○新テストを見据えながら、各教科でＡＴ問題改善に取り組
んでいる。（大学入試新テスト対策委員会を立ち上げた。）Ａ
Ｔについては各教科で事前検討は行っている。一部の教科
では事後検討も行い、更なる良問を出題する努力をしてい
る。２月ＡＴにおいて各教科で新テストを意識した作問を導入
した。

自己評価結果

評価

前年度評価結果の概要

○学力向上については、難関大学現役１８名が合格し、過去最高の結果となった。国公立大学全体としても１３０名を超え、入学時からの成績を十分に伸ばした。１，２年生については、ここ数年のよい流れを引き継ぎ、来年度に向けて特に学習意欲を高める工夫を考えてい
く。そのためにも、教員の授業改善の取り組みが不可欠であると考えている。
○生活指導については、昨年度多かった自転車事故が減少した。多欠席生徒の対応については、情報交換の工夫により、素早い対応ができるようになったが、課題である新入生に対する入学時の取り組みを今後検討していく。部活動は、体育部・文化部とも、大きな成果が
現れた。更なる発展を考えるとともに、学習との両立も目指していく。
○本校への志願者確保は、中高連絡会や「鶴高だより」の配布などで、効果が上がっている。ＰＴＡとの協力も考えて、更なる広報を検討する。PTAとの連携はとれているが、学年保護者会については、参加数の増加も含め、更に改善を行っていく。学校ＨＰは、保護者の認知
も高まってきているので、今後は更に内容の充実を図っていく。

学校教育目標

学校名　　　　　　　　　大分県立別府鶴見丘高等学校

平成２８年度学校評価（年間評価）

学校関係者評価
分析・考察

○平日の家庭学習時間のクラス
平均を３時間以上にし、２時間未
満の割合を２０％以下にする。
○模試学習到達ゾーンで、Ｂ３以
上９割、Ｓ３以上１５名を目指す。
（目標：国公立大学最難関２名、
難関２０名、総数１５０名）

学力向上・進路達成に向けた
学習指導及び進路指導体制
の充実

○学校全体での授業
改善の取り組みにつ
いて、よく工夫されて
いる。
○生徒の状況を更に
分析して、成績の底
上げをお願いしたい。

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：進路指導主任
　　　教科主任
　　　学年主任

ＰＬ：進路指導主任
ＳＬ：教務主任
　　　教科主任
　　　学年主任

達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

ＰＬ：進路指導主任
ＳＬ：教務主任
　　　学年主任

ＰＬ/ＳＬ

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：教科主任

○互見授業と生徒対象の授業アン
ケートを年２回実施し、授業改善を
行う。
○研究授業を各教科で実施し、教
科指導力の向上を図る。

○大学入試総括会議、大学入試問
題研究・報告会を実施し、その成果
を各授業担当者が徹底して実践す
る。
○教科会議等でAT問題の検討を
実施し、思考力・判断力・表現力を
問う良問を出題する。

○手帳を活用し生徒自らが学習の
計画・見直しを行う力を育成する。
（PDCAサイクルの確立）
○進路シラバスを活用し、３年間の
学習の流れを理解させるとともに、
学習習慣の確立を図る。

○授業力を向上させるとともに、
「生徒がわかる授業」「伸ばす指
導」「見逃さない指導」を徹底す
る。

○自立した学習者を育成するた
めの指導の充実を図る。

○難関大学希望クラスの指導の
充実を図る。



自己評価結果

評価
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総合評価
次年度への展望等

○学力向上については、国公立大学合格者が１３０名を超え、入学時からの成績を十分に伸ばした。ただ昨年度と比較して、上位層の育成が喫緊の課題となっている。来年度に向けて生徒の学習意欲を高めるために、授業改善の取り組みをさらに強化していく。
○生活指導については、挨拶やマナーについて良好な評価が定着してきたが、清掃・教室環境の整備を強化する必要がある。多欠席生徒の対応については、課題である新入生に対する入学時の取り組みが成功してスムーズなスタートが切れたが、後期になって多欠席生
徒が増加した。部活動については、体育部・文化部とも、昨年同様大きな成果を残した。学習との両立については、課題を残しているので、来年度の重点課題として取り組んでいく。
○本校への志願者は、中高連絡会や中学校訪問などで効果が上がり、オープンキャンパスでは多くの参加者を集め、本校の魅力を十分に伝えることができた。その結果、志願者が大きく増加した。PTAとは良好な連携がとれているが、学年保護者会については、参加率を
あげるために内容の改善を図っていく。学校ＨＰは、毎日更新とその内容に保護者より好評をいただいている。今後も学校の教育活動を保護者に伝える効果的な方策を考え、実行していく。

次年度の改善策達成(成果)指標 重点的取組 取組指標 ＰＬ/ＳＬ

○挨拶・掃除などマ
ナーの更なるレベル
アップをお願いした
い。
○ネットトラブルにつ
いて、個人情報の扱
いを十分に指導願い
ます。

○人権ＨＲの内容を更に検討し、自他の人権を
尊重する生徒の育成を図る。

○生徒理解や仲間づくりの新しい取り組みが
機能し、不登校等の支援がうまいったが、後期
から欠席する生徒が徐々に増えた。次年度
は、面接旬間を後期の始めにも実施するなど
の新しい取り組みを考えている。

○部活動生には、部活動終了後の動きについ
て、細かな指導が必要である。部活動顧問に
は、学習との両立を理解してもらい、活動時間
の見直しを含めた検討を行う。
○生徒会広報部を活用して、どのような取り組
みができるかを考え、半期を見据えた流れを作
ることが大切である。

○アンケートの分析から、生徒を主体にして行
事を運営することで中学生や保護者に本校を
理解してもらう効果があがっていることがわ
かった。現在の運営方針を維持しつつ、アン
ケートをもとに、来年度のオープンキャンパスを
改善し、引き続き本校の魅力についてアピール
したい。

○PTAに関する連絡事項の周知徹底を図る上
で、学校から発信する情報（行事の案内や通
信等）を生徒が確実に保護者に手渡すように
今後も継続してクラスで生徒に呼びかける。
○PTAに関する各種行事の参加においては
PTA役員の献身的な協力体制のおかげでもあ
るので、今後も連携強化に努める。

○ホームページ記事作成を各分掌や学年と連
携し、さらに分業化を進める。
○ホームページの内容のさらなる充実を図るこ
とで、保護者のホームページへの認知度を増
加させる。

○年度当初に統一した基準を示すことを、引き
続き実施していく。
○体験型（自転車や起震車体験など）の講演
会を実施することにより生徒や教職員の意識
の向上を図る。
○一般生徒や教職員も参加できるようなあいさ
つ運動にして、コミュニケーション能力向上の
一助とする。

○人権教育については、生徒、教員に人権講演会「ありのま
まの自分を認めよう」のテーマで行い新たな人権課題につい
て意識を高めることができた。
○人権作文の内容にも、講演会や人権学習の学びが繁栄さ
れていた。
○不登校対応のみならず、誰もがわかる授業を目的に「ユニ
バーサルデザイン的視点を取り入れた授業」をテーマにして
職員研修を行った。
○いじめ・不登校未然防止のため教職員間での共通理解を
再認識するために7月、12月に授業担当者会議を実施した。

○部活動キャプテン集会を４回実施した。特に熱中症につい
ての対応の説明を行った。
○短時間集中型練習・活動を行うには、部活動顧問の協力
と部活動生の意識が大切であるため、双方に目標の意図が
伝わる方策を考える必要がある。
○生徒会新聞「つるのこえ」を発行して、生徒会活動が見え
るようにした。
○後期生徒会に広報部を設置したが、本格的な活動には
至っていない。

ＰＬ：生徒指導主任
ＳＬ：学年主任
　　　特別活動主任

〇学校ホームページや学年通信を通して保護者の積極的な
参加の呼びかけを行った。
〇ＰＴＡ総会当日とＰＴＡ総会欠席者連絡会を併せて出席率
は８５．７％だった。
〇学年保護者会はこれまで年２回（７月と１０月）実施され、
平均出席率は１年が６７．５％、２年は５６．１％、３年は７月
が６８％であった。

○各分掌や学年、管理職の情報提供により、学校行事の紹
介やPTA行事の連絡などの情報を適宜公開して、定期的な
更新を実施することができた。
○前年度に比べ、分掌内でのホームページ作成の分業化を
進めることができた。

○年度当初に教職員に対して、校則やマナーについて統一
した基準を示したことにより、校則や挨拶についての指導が
スムーズに行えるようになった。服装違反者はほとんど見当
たらない。
○関係諸機関から専門的な知識を生徒や教職員に伝えても
らうことで、学校全体の危機管理等に対する意識が高まっ
た。（救命法講習会、ネットトラブル防止講演会、薬物乱用防
止教室、交通安全講話）避難訓練時にはハンカチで口を押さ
えたり身を守るものを持つ姿が多く見られた。
○登校指導の実施により、校外の生徒の様子や危険箇所が
参加者それぞれの立場で把握できた。また、あいさつ運動で
は生徒間や教職員との良好な人間関係を築くことができた。

ＰＬ：特別活動主任
ＳＬ：学年主任

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：学校改革・進学力
向上主任
　　　特別活動主任
　　　総務主任

ＰＬ：総務主任
ＳＬ：学年主任

重点目標 学校関係者評価
分析・考察

○新しい取り組みが
機能している。生徒支
援が更に充実するよ
うにお願いする。

○学習時間を増やす
ために、部活動との
両立のための手立て
を考えてもらいたい。

○生徒の潜在能力
は、目を見張るもの
がある。それを最大
限引き出していただき
たい。

○１０月８日（土）にオープンキャンパスを実施した。中学生
参加人数は４２１名、保護者参加人数は９５名であった。昨
年度よりも参加生徒・保護者の人数が大幅に増加した。
各行事の「参考になった」の割合は９８％～９９％であった。
昨年度のアンケートをもとに、行事の内容の改善を行った効
果はあったと考える。
○また、中学生が本校の「行事や部活動にとても魅力を感じ
た。」「先輩の話が聞けてよかった。」との感想が多く見られ
た。保護者も，本校在校生の挨拶や礼儀、懇談会や説明会
で話した内容に好印象を持っていただけた。

地域に開かれた学校づくりの
推進

○挨拶、自転車乗車についての
自己評価３．３以上を目指す。
○心身の安定を図り、多欠席生
徒数の減少を目指す。
○部活動入部率７５％以上、部活
動満足度８０％以上を目指す。

○大学（特に難関大学）進学希望
の中学生が入学を希望する高校
としての存在感を確立する。
○PTA総会の出席率８０％以上、
学年保護者会の出席率７０％以
上を目指す。
○ホームページを毎日（学期中平
日）更新する。

○やさしさ・たくましさ・粘り強さを
育てる指導を強化する。

○生徒会活動・部活動の時間の
確保と短時間集中型練習・活動を
工夫する。

○中高連携を一層推進する。

○家庭、PTA等との連携を強化す
る。

○ＰＴＡとの連携は、
非常にうまくいってい
る。ＰＴＡ総会の出席
率も目標を超えてい
る。

○ＨＰの毎日更新は、
内容もすばらしい。生
徒の学校の様子を是
非、保護者へアピー
ルしてほしい。

ＰＬ：保健・教育相談・
特別支援教育主任
ＳＬ：人権教育主任
　　　特別活動主任

生活指導の徹底、人権教育・
道徳教育の充実及び生徒会
活動・部活動のさらなる活性
化

○家庭・地域への情報発信を推
進する。

○日常の指導及び学校行事をと
おして規範意識の確立を図る。

○ホームページ制作の分業体制を
確立する（各分掌・学年より、月1回
以上の記事・写真の提供）。
○ホームページで様々な情報を発
信し、内容の充実を図る。

○マナー・モラルの向上を図るた
め、教職員に対して統一した基準を
示す。また、関係機関と連携した指
導・講演会等を実施する。さらに生
徒会と協力して、あいさつ運動や登
下校指導を毎月実施する（ＰＴＡと
連携した登校指導は年３回実施す
る）。

○人権意識を高めるための講演
会・学習会を生徒教職員ともに全校
で実施する。
○特別支援教育や教育相談に関す
る職員研修を充実する。

○部活動終了後、１９：３０完全下校
を徹底する。
○活動が見える生徒会活動を行
う。

○中学生の夢や希望が実現できる
高校であると、オープンキャンパス
でＰＲするために、内容を充実させ
る。

○学年保護者会を充実させ、学校
と家庭との協力体制を強化する。
(学年保護者会の出席率を上げる
ために、保護者への案内を学年で
検討する。）

ＰＬ：情報・図書主任
ＳＬ：教頭


