
(別紙様式３）

総合評価
次年度への展望等

　『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。

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。
また、希望進路が達成できるように３
年間を通した指導を行ってもらいた
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。
毎日課題の指導も含め、今後の継続
的な全職員によるとりくみを通して、更
なる改善が図れるものと期待する。

・夏季補習・放課後補習の定着により、施工管理試験は全国でもトップクラスの合格率、
高校2年生での合格は全国初となる結果を残せた。今後は受験者を増やすためのキャリ
ア教育を向上させていきたい。
・普通科系資格試験においては普通科との連携が整い、受験者３５％で目標に到達し
た。合格率を上げる取り組みが必要である。
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今後の改善策重点的取組・取組指標の実践
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「授業力向上委員会」を中心に授業改善計画を立案し、全職員で取り組んだ。
○教員の授業改善に取り組む姿勢は高く、授業改善が有効であったと回答した教員
が８２％であった。しかし、各学科・教科で温度差がある。
◯授業力向上に関する研修会を３回実施した。
◯１１月２５日（金）に校内授業研究会を開催し、研究授業の実施と事後検討会、アク
ティブラーニング入門講座を実施した。
◯４学科４教科１０回研究授業を実施した。
◯互見授業を学期毎に実施した。参観率は徐々に高くなった。
◯生徒アンケート（授業理解・学習意欲）２回実施。結果は理解８３％、意欲９０％と高
かった。
◯国・数・英の毎日課題を実施し、数・英は約１０割、 国は９割強の提出率であった。
◯基礎学力向上に向け、部活動前での学習会を試験的に実施。

◯次年度は、各教科・学科ごとに研究主任を置き、授業改善を進める。
（月１回会議日を設定する。）
○学校評価と連動した授業改善を進める。
○各教科・学科において、授業を通して身に付けさせたい力を明確にす
る。
○授業力向上に必要な研修会を実施する。
○PＤＣＡサイクルを意識した研究授業を実施し、事後検討会を充実する。
◯互見授業の参観を通して、自分の授業に生かせることを実践する。
◯授業アンケー ト結果を検証・改善する効果的なPDCAサイクルを活用
する。
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技能検定（機械保全　合格率17/17＝100％）
基礎製図検定（70/81＝87.5％）
機械製図検定（49/78＝62.8％）の結果で、基礎製図検定が目標の2.5％足りなかっ
た。

技能検定（機械保全）や機械製図検定は目標に到達できる目処はあるが、基礎製図検
定は夏季休業後の9月に試験があるので、立体図を理解できない苦手な生徒について、
1学期の早い段階から把握し、休業前指導、夏季休業課題による反復練習、検定試験が
近い2学期になってからの放課後ピンポイント指導などの対応を行う。

・第二種電気工事士の1年生取得者（学科・技能の両方）　　60％
・第一種電気工事士試験合格は学科90％、実技90％で最終合格者は81％
・第三種電気主任技術者は受験人数が少なく、2名が科目合格したのみ。
・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。

・第二種電工は生徒が多様化し、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今後も継続の予定。
・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この3年間は各分野で顕著な成績を残すことができたが、
ここでもう一度原点に立ち返り、資格取得指導や授業科目での対応に重きを置いて指導
していく時期にきている。

・２級建築施工管理技術者(３１名受験２６名合格：合格率８１％)
・普通科系資格試験への取り組みの向上
　　　　　　（建築科１１７名中４１名受験・３５％）

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。さらに高
度な資格についてもチャレンジしても
らいたいと思う。

・乙４類未取得者は２Cが７名、１Cが１０名である。
・１年次１回目の合格者は２３名／３９名受験で、合格率が５９％であった。
・甲種は通年で９名受験し、４名が合格した。
・乙種全類取得者は、３Cが１８名で２Ｃが４名、計２２名であった。

ＰＬ：進路指導主
任
ＳＬ：学年・学科

実施時期　　　平成　２９年　３月

平成  ２８　年度学校評価（　年間評価　）

○基礎学力向上の取り組みの一つである基礎学力テストの1回目は、目標と
し　　ている評価ｃランク以上が、1年生で５６．３％、2年生で６９．２％であっ
た。2回目に向けて真剣に取り組ませる。
○個人面接の充実や面接力の向上を目的として、スキルアップ講座を6回、外
部機関との連携でグループ討議を６回実施する。
○保護者・生徒への進路情報の発信として、進路だよりを６回発行する。
○就職希望者は、全員が決定し、進学希望者が一人受験中である。

より早い時期から生徒各々の進路意識を高めるため、個人面談の強化や
進路ガイダンスをさらに充実したもしていく。3月の最終週に実施予定の面
接力テスト・個人面談・2年生対象の県内企業による進路ガイダンス等を
通じて、進路意識を向上させたい。基礎学力向上や自己表現力の向上に
向けたは、日頃の意識や取り組みが大切となってくるので、生徒一人一
人に対して、より丁寧な個人指導を行う必要がある。生徒に自己理解を深
めさせ、適切な進路選択へとつなげていきたい。その判断データとして、
一般職業適性検査の効果的利用方法等について、ガイダンスを実施した
い。

各種検定試験はトレース技能検定は合格率９７．５％で目標を達成できたが、
レタリング技能検定はやや下回った。又優良賞は目標に達しなかった。

各種検定試験対策として、得意で無い生徒の個別指導の強化及び得意
な生徒もさらに指導したい。

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
27年度は、「主体的な学びを促す授業」を目的とした授業改善のスタートの年とした。アクティブラーニングの手法を取り入れるため、研修などを実施し、知識の共有化を図った。研究授業も16回実施するなど、学校全体で取り組む体制、相互理解を進めた。今後も生徒の基礎学力向上に向けての
取組を計画実施していく。伊勢・志摩サミットのロゴマーク採用、ものづくりコンテスト全国大会電子回路組立部門での２年連続優勝、野球部の２度にわたる県優勝、13年ぶり全国大会に出場した駅伝部など、文武両道にわたって多くの生徒の活躍が目立った。
　今年度は授業力向上の取組を推し進め、咋年度同様に３年生全員の進路決定を目指す。また、生徒指導では、自転車事故の未然防止の指導と、ネットトラブル防止の指導に力を入れ、教職員との連携を強化しながら、生徒にとって安全・安心な学校づくりを実行する。

　・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。
　・相手を思いやることができる、誠実な鶴工生を育成する。
　・さまざま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。

　・普通科教員と専門学科教員が連携し、ともに協力し合い生徒が成長している工業高校
　・生徒、教職員が誠実で、ともに高めあう学校
　・社会とつながっている学校

重点目標 達成(成果)指標

・乙４類未取得者のうち、１０名が２月に福岡で受験する。残った未取得者
および新入生に対して、６月の大分での試験で全員合格を目指して計画
的に粘り強く指導する。
・甲種受験希望者に対して、補習を実施する。

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

ＰＬ：機械科主任

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
　○資格・検定試験の
合格者を延べ1000名
以上
　
２）授業力の向上
　○研究授業を各教
科・学科1回以上実施
　○互見授業を3回以
上実施

１）進路カルテの効果的な活用と個人面
接の充実
２）スキルアップ講座＝面接力の向上取
組の強化
３）進路ガイダンスの充実に取り組む

１）基礎学力の向上に向けた取り組み
　　【基礎学力テストではＣランク以上６５％】
２）個人面談の充実
　　【進路カルテ等の効果的な利用・スキルアップ講座を６回実施】
３）進路情報の保護者への発信【進路だよりの発行：６回以上】
４）外部機関と連携したグループワーク・討議の模擬練習（５回実施）

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）トレース技能検定・レタリング技能検定の優良賞等の受賞者を１０名以上

１）基礎学力の向上を図る
　○教科・学科で一工夫
　○普通科と工業科の連携の強化
２）授業力向上委員会によるＡＬ浸透

１）校内授業研究会を１１月に実施
２）各学期ごとに互見授業週間を設ける。設けた期間は全職員が互見授業に参画
する
３）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
４）各教科・学科で年間１回以上研究授業を実施
５）課題は期限内に必ず提出させる習慣をつけさせる
６）指導法等の研修や職員の共通理解を深め、校内の取り組みを活性化させるた
め、月２回程度教科・学科会議を開催する

１）技能検定・基礎製図検定で合格率９０％以上
２）機械製図検定で合格率６０％以上

１）電気工事二種８０％、一種９０％
２）電験三種の科目合格者輩出

１）２級建築施工管理試験の５０％以上の合格
２）普通科系資格試験に各学年２割以上チャレンジさせる

１）５年連続、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類の合格率を６０％以上
３）甲種合格者を５名以上

取得させたい資格・検定試験の合格率
の向上を図る。

ＰＬ：産業デザイン
科主任

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：教科・学科・
     主幹教諭

ＰＬ：電気科主任

ＰＬ：建築科主任

ＰＬ：化学工学科
主任

3

3

さまざまな活動に積
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）ボランティア活動1
人1回以上参加
４）学校での事故防止
や健康維持を図るた
めマニュアルを作成し
周知する

挨拶・礼儀の徹底と規範意識の高揚

１）元気良い挨拶の励行を行う
　　【生徒・職員アンケートでの自己評価９０％以上】
２）式典、集会でのネクタイ着用を義務付けや靴下ワンポイントの徹底を行うため
に、基準を明確にし、徹底させる
　　【生徒・職員アンケートでの自己評価８０％以上】

自転車運転の安全指導とマナーアップ
の促進

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

不登校や発達障がい等、個に応じた生
徒支援

１）生徒理解のためのクレペリン検査やＳＴＥＰ調査を実施し結果を活用する
２）生徒支援を目的とした授業担当者会議を実施する。特に１年生は、２学期中頃ま
でに生徒理解を目的として実施する
３）合理的配慮に関するマニュアルを作成する

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

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

ＰＬ：特活主任
ＳＬ：学年・学科

ＰＬ：保健主任
ＳＬ：学年・生徒指
導

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
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今後も社会人になって困らないよう
に、生徒自身の健康について興味関
心を深め、頑健な心身を創るように意
識させる指導を行ってもらいたい。

○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。
○１年生を対象に眼科講話、３年生を対象に薬物乱用防止講話を実施した。
○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。
○年度当初に危機管理マニュアルの改訂を行った。

○保健だよりは今後も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。
○虫歯を有する生徒の治療を終えた割合が１５％程度と低いので、保健
だよりや今後虫歯の講話を計画し生徒の意識を高めたい。
○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。

・教職員で分担し毎日の昇降口での挨拶運動が実践できた。挨拶指導は無
論、生徒の実態把握ができた。
・ネクタイの式典、集会での着用は定着してきた。靴下の規則違反も授業開始
時の確認によって、かなり少なくなった。

元気の良い挨拶は、出来ていないように感じるが、全体的に挨拶は出来
ている。しかし、女子生徒の挨拶が少ない。

・登下校指導の成果で最小限に収まっているが、いまだに苦情はなくならない
し、事故も起きている。
・車体検査は１，２学期に１回ずつおこなった。違反者についても、徹底的に再
検査をおこなった。

・登下校指導とは別に、交通指導としての指導場所を増やすべきか。
・車体検査は、学期に１回ずつとしてきたが、年度初め（４月）に実施する
ので、３学期は、なくてもいいようだ。

・クレペリン検査、STEP検査を実施し、個人面接等を通じて生徒理解に努め
た。
・生徒の情報共有を目的とした授業担当者会議を６クラス延べ17名の生徒を
対象に実施した。
・合理的配慮に関するマニュアルを作成した。

今後も全生徒に検査を実施し生徒理解に努める。
・学年・指導・保健・教育相談部がより連携し生徒の状況把握に努め、必
要に応じて授業担当者会議等を実施し情報をできるだけ早期に共有す
る。

○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、個人ではあるがボクシング・柔道・弓道と全国
大会へ出場する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。
○分掌会議で部顧問のアンケート結果についての今後の方策や運動部
の内規の見直しの検討を行いたい。
〇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。

○部活動の加入率は91.1％（５月末）と非常に高い。
〇ものづくりコンテスト全国大会の「電子回路組立」部門で３年連続最優秀、
柔道女子で九州新人大会の個人戦で優勝することが出来た。また部活動の
負担軽減のためのアンケートを実施し現状の把握とこれからの考察や部活動
に関する内規の見直しを進めている。
〇文化祭で110周年プロジェクトとして全校生徒によるモザイクアートを制作す
ることが出来た。
〇ボランティア活動については各部活動で行っているが、生徒会が中心の活
動としては聾学校の運動会のボランティアに参加した。

生徒支援に高い意識を持ち、早期の
対応を一段と進めてもらいたい。

工業部だけでなく野球部や駅伝部の
活躍も楽しむことができました。部活
動の活躍は最も大切で地域へのPRに
もなるので今後も活躍を期待します。
地域はお年寄りも多いので部活動の
奉仕活動には感謝しています。これか
らも地域のために貢献してもらえると
ありがたい。

○校内では元気のよい挨拶がされて
いるようだが、校外では挨拶に関して
は、もうひとつの出来と思われる。どこ
でもしっかり出来るように指導してもら
いたい。

正門下坂道の自転車マナーが向上し
ているようであるが、事故・苦情が多
い様である。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。


