
毎日課題の指導も含め、継続的な
全職員による取組を進めてもらい
たい。

ＰＬ：指導教諭
ＳＬ：教科、学科、
　　　教務主任

１）５月に課題研究のテーマ・実施内容・年間計画を発表する機会を作る
２）２月に全校生徒に対して発表する課題研究発表会を実施する

ＰＬ：指導教諭
ＳＬ：学科主任
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１）５月の発表が出来なかったため、１０月に各課題研究班ごとに中間報告書を作成
し、集約した。全学科分まとめ、現在の進捗状況の確認今後の計画を立てた。
２）２月に全校で行う課題研究発表会の計画書を作成し、職員会議でも承認された
が、急遽決定した体育館の床改修のため実施できなかった。

・次年度にむけて課題研究が探究的な内容になる為の実施案を検討した。
①年間のスケジュールを定めた。②ルーブリックを作成し、個人の達成度を確認するた
めに年間４回検証する。 ③10月に中間報告としてポスター発表を行う。④２月に全校で
の課題研究発表会を行う。

学習指導要領のねらいが達成でき
るように取組を一層進めてもらい
たい。

「校内授業研究会」の実施など、校
内で組織的に授業改善にとりくん
でいる様子がわかる。企業でも小
集団活動は重要視している。工夫
をしてより効果の上がる取組を進
めてもらいたい。
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１）２級建築施工管理試験の合格率６０％以上
２）計算技術検定3級とパソコン利用技術検定2級の合格率90％以上

ＰＬ：建築科主任 2

１）トレース技能検定３級、レタリング技能検定３級の合格率９０％以上
２）各種コンペに参加し、多くの生徒が受賞できるように指導する。（のべ150人以
上）

ＰＬ：産業デザイン科
主任

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：教科・学科
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１）トレース技能検定は１００％、レタリング技能検定９０％の合格率で一応の目標は
達成できた。
２）受賞者数１３６名、学校賞５つを受賞した、目標には少し及ばなかったが、３年生
は３８名が在籍中に何らかの賞を受賞したことは良かった。

・検定試験合格率を維持するためにも、生徒個々の個別指導を強化して指導
したい。
・１年次からコンペ等積極的に応募し、外部からの評価も得て専門の力を伸
ばしたい。また、多くの生徒が受賞できるよう個別の指導も徹底したい。

各学科とも資格取得に熱心な指導
をしており、成果をあげている。
取得できる資格は高校生で取得し
てもらいたい。また、高度な資格に
もチャレンジしてもらいたいと思う。

ＰＬ：生徒指導主任
ＳＬ：学年

ＰＬ：教育相談主任
ＳＬ：人権教育、
     学年、学科

保護者は協力を惜しまないので、
問題が大きくなる前の早期の対応
を一層進めてもらいたい。

重点的取組 取組指標
検証結果（自己評価）

評価
ＰＬ
ＳＬ

学校関係者評価
今後の改善策重点的取組・取組指標の実践
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鶴工の卒業生は、頑張っており、
評判も良い。今後も継続して、指
導して欲しい。面接練習では、保
護者を試験官にしたり、他校生と
共に面接練習を行うなどの工夫が
必要であると思う。

実施時期　　　平成　３０年　３月

平成  ２９　年度学校評価（　年間評価　）

１）基礎学力テストは１，２年で２回ずつ実施。
２）スキルアップ講座２回、進路ガイダンス８回実施。
３）進路だより16回発行
・１次内定率93%達成（211名内定/227名応募）。紹介就職者内定率100%
（226名内定/226名）
・学校ホームページへ進路に関する記事を4回掲載。
・進学希望者（43名合格/43名希望者）
・公務員希望者（県警1名と自衛隊2名（一般、一般曹候補生）の採用）

・就職試験に関しては、1次で内定を取れなかった原因についての報告書および面談（生
徒、企業）を通じて調査研究公表する。
・進学に関しては、一般推薦を希望する生徒が増えたので受験の多様化に対応するため
の調査研究をする。
・1，2年生の進路意識の向上の為、資料室の活用方法を考える。→ＰＣ2台から5台へ
・進路委員会の活動を今まで以上に多くし、学校全体の進路の意識をこれまで以上に上
げていく。→進路調査や委員会だよりの作成など
・基礎力診断テスト（1年生対象）の4月実施。

学校名　　　大分県立鶴崎工業高等学校

前年度評価結果の
概要

　『主体的な学びを促す授業』をメインテーマとし、授業力向上委員会を２７年度の設置し、校内全体研修、授業研究会、互見授業などの取り組みを進めてきた。今年度は、互見授業の参加率の向上、ＡＬ手法を取り入れた授業の増加が見られ、教員への定着、意識の向上も高まっでい
るといえる。進路決定では、一次内定率の低下も課題であった。手のかかる生徒への対応力強化が必要である。来年度は、文武両道を達成するための教員の負荷低減策、不登校対応など、より一層の教職員連携を具体的に実施したい。併せて、課題研究の改善に取り組み、学科に
主体性を持たせ、ＰＤＣＡが廻る仕組み作りを行い、工業高校の良さをさらに高めていきたい。

〇目標を定め、向上心を持って勉学に励む鶴工生を育成する
〇相手を思いやることができる誠実な鶴工生を育成する
〇様々な活動に積極的に取り組む鶴工生を育成する

重点目標学校教育目標 中期目標

大分県のものづくり産業を担う優秀な人材・
社会に定着できる人材を育成する

〇普通科教員と専門学科教員が連携・協力し、生徒が成長している工業高校
〇生徒、教職員が誠実で、ともに信頼し合いお互いを高めあう学校
〇地域や家庭との絆を大切にし、社会へとつながる学校

重点目標 達成(成果)指標

(別紙様式３）

ＰＬ：進路指導主任
ＳＬ：学年・学科

目標を定め、向
上心を持って勉
学に励む鶴工生
を育成する。

１）就職試験一次内定率90％
以上
　○基礎学力テストのＣランク
     以上65％以上
２）授業力の向上
　○授業が理解できた生徒
     ８５％以上
　○授業に意欲的に活動して
      いる生徒９０％以上
　○授業改善への取組が有
      効であったと感じる教員
      が８５％以上
３）毎日課題の提出率１００％

１）個々に合った進路指導を行う
　①基礎学力テストの効果的な活用
　②面接試験への対応
　③進路情報の発信

１）基礎学力テストを２回実施する
２）スキルアップ講座および進路ガイダンスを６回ずつ実施する
３）進路だよりを６回以上発行する

３）基礎学力の向上を図る
　①教科・学科で一工夫
　②普通科と工業科の連携の強化

１）毎日課題の充実
２）各教科・学科代表による会議を月１回開催する

１）授業力向上対策委員会、研究主任会、教科学科会議を月１回実施する
２）①互見授業期間を各学期ごとに設け（３回）、期間内に１回以上参観する
　　②研究授業を各教科・学科で年間１回以上実施する
　　③校内授業研究会を１１月に実施する
３）研修会を３回程度実施する
４）授業アンケート調査を２回以上実施し、生徒の変容を確認する

様々な活動に積
極的に取り組む
鶴工生を育成す
る

１）大分県大会以上の部活動
   大会での優勝が10以上
２）全校表彰延べ250名以上
３）資格・検定試験の合格者を
   延べ1250名以上
４）定期健康診断及び二次検
   診の100％実施と早期治療
   につながる勧奨を行う。
５）学校内環境整備への意
   識向上と美化コンクール
   において、全清掃区域で
   70点以上を目指す。

１）挨拶・礼儀の徹底と規範意識の高揚を図
る

１）元気良い挨拶の励行を行う
　　【職員による生徒昇降口での挨拶運動】
２）式典、集会でのネクタイ着用を義務付けや規定靴下の徹底。
　　【朝礼や集会、授業開始時の確認】

２）自転車運転の安全指導とマナーアップの促
進する
　・スピードの出し過ぎ、並進、一旦停止、斜め横
断、傘差し運転、乗車時の携帯電話やヘットホン
の厳禁の徹底

１）登下校指導教員一人あたり５回以上実施する
２）学期に１回程度の車体検査を行い、自転車の維持管理を徹底する

３）不登校や発達障がい等、個に応じた生徒
支援を行う

１）生徒理解のためのクレペリン検査やシグマ調査を実施し結果を活用する。
２）生徒支援を目的とした関係者での会議を早期に実施し、さらに、必要に応じて
授業担当者会議を実施する。

１）一人一活動の実践(全校生徒が部活動、
生徒会活動、社会体育、ボランティア活動を
行う。)

１）部活動加入率90%以上を継続する
２）指導者を複数配置し指導者が相談しあえる体制をつくり、活動を活発化させる。
それを元に、運動部3種目、工業部・文化部で7種目以上で県レベルの優勝、最優
秀を目指す
３）リーダー研修会や週に一度の生徒会役員会議を通して、文化祭など今までの
活動以外で生徒が学校を活性化する企画を２つ以上考え、実行する
４）ボランティア活動に積極的に取り組んでいけるように生徒会が主体となって企
画していく

相手を思いやるこ
とができる誠実な
鶴工生を育成す
る

活動できる体を作るため、定期健康診断の
適切な実施により疾病の早期発見、早期治
療を行う

１）挨拶･礼儀が徹底でき、生
   活習慣が確立された結果、
   各学年で皆勤が60％以上
２）自転車交通事故ゼロを目
   指し、登下校指導を年間
   延べ100回実施する
３）個人面談の実施率１００％

１）疾病の早期治療につなげるため保健だよりで３回（５月・６月・７月）呼びかけを
行い、保健委員による呼びかけを全校集会で２回（５月・６月）、学年集会で３回（５
月・６月・７月）行う
２）危機管理マニュアルを見直し、改訂する

２）取得させたい資格・検定試験の合格率の
向上を図る。

１）技能検定・基礎製図検定の合格率８５％以上
２）機械製図検定の合格率６０％以上

３）課題研究の活性化を図る。

部活動でも考えさせることが大切
で、考えることが出来る選手が大
成すると思う。本校の各部活動も
そういうチームになるように導いて
もらいたい。

部活動生は元気のよい挨拶がさ
れているようだが、その他の生徒
が自然に挨拶出来るように保護者
も協力するので取り組んでもらい
たい。

自転車マナー向上への取組は実
施している様だが、事故や苦情が
多い。今後は接触事故ゼロを目指
して欲しい。必要ならばＰＴＡも協
力する。
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3

3
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ＰＬ：機械科主任

健康診断は完全実施しているが、
再検査や要治療となった生徒は高
校の間に治療してもらいたい。ま
た治療を行ったか確認したり、強
制的に行かせる制度も考えた方が
よいと思う。

１）毎月計画通り保健だよりを発行し、健康に対する意識付けを行った。
 学年集会で保健委員より疾病（虫歯）の早期治療を呼びかけたが、治療
を終えた生徒の割合が１１％程度と低い。１年生を対象に眼科講話、２年
生を対象に歯科講話、３年生を対象に薬物乱用防止講話を実施した。歯
科講話は初めての試みでした。除草作業や美化コンクールを実施し、校
内環境整備に努めた。
２）危機管理マニュアルは６月と８月に改訂した。

・今後も保健だよりの発行や保健講話を通して生徒に健康管理の大切さを呼
びかけていきたい。
・歯科保健講話を１１月に実施したが,今後は講話の実施時期や生徒の実態
に即した内容の検討をしたい。
・除草作業や美化コンクールを今後も実施し、校内環境整備への意識付けを
さらに高めていきたい。

１）昇降口指導は年間週番指導の中に入れ毎日立ち挨拶運動でき
た。
・生徒は元気の良い挨拶ができた。
２）ネクタイ着用靴下の徹底が出来ほぼ違反者がなく徹底できた。

・引き続き来年度も昇降口指導を実施し、挨拶のできる学校づくりを目
指す。また教員だけで無く生徒会活動も充実させ生徒同士も挨拶でき
る計画を特活とタイアップし立てていく。
・頭髪服装の規定の統一化が出来た。今後は日常から全職員で指導し
て、規定を徹底していく。

１）年間登下校指導を予定通り実施でき一人10回出来た。
２）１，２学期は期間を定め全クラスで点検を行った。また、生徒指導部で
整備していない生徒の自転車点検を整備するまで実施した。
・自転車事故は年間を通じて多く特に低学年ほど多かった。交通講話、交
通指導など行ってきたが出会い頭の交差点事故が多かった。

・LHR活動で交通事故をテーマに生徒に考える時間設定を設ける。
・生徒会活動の役員に交通委員会を立ち上げ活発に活動する。

１）1学期の4月に検査を実施し、その結果を教育相談だより第1号で分析
報告して生徒に還元した。
２）生徒支援に向けて授業担当者会議を今年度13回実施した。その際に
外部機関との提携も必要に応じて実施した。担任・養護教諭・学年主任・
学科主任・教育相談主任・主幹教諭・管理職の情報共有を図り、生徒支
援することができた。
・特別支援に関する内規を策定することができ、それに基づいて各教科担
当の協力を仰ぎながら卒業認定をすることができた。

・今後は連携の一本化を図り、担任→教育相談主任→主幹教諭→管
理職を軸に必要な部署に情報提供をしていく。
・カウンセラーの配置を行政にお願いしている。来年度に配置できれば
より手厚く生徒支援をしていけると思う。
・合理的配慮の内規の策定。

・部活動は高校生の豊かな人間性や社会性の育成にも貢献できる教
育的意義が非常に高い活動であるため部活加入率を維持していきた
い。
・工業部に偏っていたが、運動部の県大会での上位進出など運動部も
確実に力をつけている。工業部はロボット競技、若年者（技能五輪）な
ど、組織的指導で昨年以上の成果を出していきたい。
・分掌会議等で今後の方策や運動部の内規の見直しの検討を行いた
い。
・ボランティア活動についてはＪＲＣ同好会等と連携をし進めて行きた
い。

１）部活動入部率は８８.６％である。
２）団体優勝なし。個人優勝は運動部九州大会１名・県大会延べ１５名、
工業部・文化部延べ５名。運動部では陸上部の九州新人大会での優勝、
野球部の九州大会出場、サッカー部の選手権県大会の36年振りの決勝
への進出や弓道・ボクシング部など輝かしい成果を上げることが出来た。
文化部では吹奏楽部の県コンクールでの金賞並びに九州大会出場。工
業部の競技ロボットの全国大会出場やものづくりコンテストで５部門九州
大会出場。
３）外トイレの整備、高校サッカー決勝戦の全校応援などを行った。
４）ボランティア活動については、２回（夏季休業中に体育館横のトイレ清
掃や聾学校の文化祭での交流会に生徒会役員を中心に参加）が出来た。

総合評価
次年度への展望等

学校教育目標を達成するために、生徒も教職員も取り組みを進めた。就職一次試験の合格率の向上、進路決定率１００％、全校表彰延べ２５０名以上、資格・検定試験の合格者延べ１２５０名取得等目標を達成できた一方、授業力向上に向けた取組や自転車事故
防止は結果が出ずに不十分であった。次年度の一番の課題は、生徒に「思考力・判断力・表現力」が身につく授業を行うための教職員の能力アップであり、学校組織をあげて取り組む必要がある。また、課題研究の充実、教育相談体制の充実、ＳＮＳの適正な利用
の推進、外・内への積極的なＰＲ活動等も行い、「社会とつながる鶴崎工業」を目指す。

２）教職員の授業力向上を図る
　①授業力向上対策委員会、研究主任会、
教科学科会議の開催
　②互見授業、研究授業の開催
　③研究会の開催
　④授業アンケートの実施

１）2級建築施工管理技術検定試験は5名合格の33.3％
２）計算技術検定3級は全員合格（１００％）
　  パソコン利用技術検定2級は30名合格の76.9％

・2級建築施工管理技術検定は、週に一度のペースで模擬テストを実施した
が、生徒の意識の差によって結果に開きが生じた。次年度は、いかに意欲を
喚起するかが問題である。意欲が高まるような声かけや指導を工夫していき
たい。2年生は全員不合格であり、かなりの学習時間の確保が必要である。
・1年生が計算技術検定3級、2年生がパソコン利用検定2級を受験した。両者
の意識の違いがハッキリとでた結果であった。施工管理と同様に意識づけの
指導が必要である。

１）乙種第４類を卒業時クラス全員取得達成
２）１年次１回目の乙種第４類の合格率６０％以上
３）甲種合格者を２名以上

ＰＬ：化学工学科主任 3

１）乙種第４類未取得者 ３Ｃ：１名、２Ｃ：４名、１Ｃ：４名。
２）１年次１回目の合格者26名／40名受験（合格率65％）
３）甲種合格者２名／５名受験
・パソコン利用技術検定３級（2C）28名合格(39名受験)、２級15名合格(39名受験)、
計算技術検定３級（1C）35名合格(38名受験)

・２月に福岡(２Ｃ：２名、１Ｃ：１名)、６月の大分で合格目指す。
・目標の60％は到達できた。
・目標の２名は到達できた。
・来年度は、全員合格を目標に計画的に指導を実施する。

１）技能検定は3/5の職種で85％を超えた。
　基礎製図検定の合格率は85％であった。
２）機械製図検定の合格率は81.5％であった。

・技能検定は補習時間も長くそれに耐えうる生徒に絞って受験させない
といけない。
・機械製図検定は65％以上の合格率に上げて目指す。

１）電気工事二種の合格率８０％以上、一種の合格率９０％以上
２）電験三種の科目合格者輩出

ＰＬ：電気科主任 3

１）第二種電気工事士の取得者（学科・技能の両方）　　57.1％
　  第一種電気工事士試験合格は学科、実技両方で最終合格者は90％
２）第三種電気主任技術者は受験者なし。
・電気部の活動に対してはそれぞれの担当で根気強く対応し、よい結果が
出た。

・第二種電工は受験制度も変更され、生徒も多様化し、今後は希望者受験も
視野に入れて対応を考えていかなければならない。
・第一種電気工事士は希望者のみであるが、今後は継続の検討をしなければ
ならない。
・電験は選択科目の中で二年次より取りかかる必要があると考えている。
・ものづくりコンテストを筆頭に各分野で顕著な成績を残すことができたが、今
後の指導については、いかに効率よく実施していくかが課題である。

ＰＬ：特活主任
ＳＬ：学年・学科

１）毎日課題は計画通り実施。
２）会議は学期に一度に止まる。
・入学時から理数教科への苦手意識を持つ生徒に、普通科・専門科の両
面からアプローチすることで、生徒に課題と向き合う機会を多く作った。

・教科の指導で単元毎にアンケート（リフレクションシート）などをとり、生徒に
自分の課題を意識させると同時に、教科担当者が今の生徒の抱える課題を
知り、次の対策を練る必要がある。その方法としての普通科と専門科の連携
を検討していくなどの課題がある。

3

１）授業力向上対策委員会8回、研究主任会2回、教科学科会議2回実施。
・授業改善に向けての校内組織である「授業力向上委員会」は、本年度か
ら各教科学科に研究主任を設けて、風通しのよい組織としたが、もっと意
見の出やすい組織としなければならない。
２）①互見授業実施率1学期50％、2学期84％、3学期100％。②研究授業
は、10名が実施。③校内授業研究会を11月に実施。
・ALやICTを活用した授業等に取り組むケースが増加している。
３）研修会は７月と１１月に２回実施した。
４）授業アンケートは７月と１２月に２回実施。

・各教科学科から研究主任を設けたが、メンバー全員が揃って会議を行うこと
が難しいなどもう少し機能する体制としなければならない。
・向上委員会は８回実施できたが、なかなか全員がそろうことができなかっ
た。きちっと集まれる時間の設定が必要である。
・3学期には、各科の課題研究発表会を参観することにしたので互見授業参
加率が１００％となった。実際に授業を見ることで、その大切さや意義を体感で
きたと思う。
・校内研究授業では、授業改善に繋がると思われる。
・次年度には、一人一工夫に取り組み、AL型授業の深化と工業教育の目指

ＰＬ：保健主任
ＳＬ：学年・生徒指導


