
(別紙様式３）

・定期的な学習習慣を身
につけ学力の定着を図
る。 ＰＬ：教務主任

ＳＬ：指導教諭
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①定期的な家庭学習ができている生徒の割合は４
０％に届かず、全校生徒の約２／３が家庭での学習
不足。
②授業は全校生徒の約８３％が理解できている。目
標の８０％をクリアすることができた。

①家庭学習の日常化に向けた取り組みが必
要である。「高校生学びの基礎診断」に関連
した取り組みを、各学年主任とともに検討し
たい。
②更なる授業改善を推進し、生徒の授業へ
の積極的参加を促す。

・主体的で対話的で深い
学びを互見授業を充実さ
せ、教職員の授業力向上
を図る。

ＰＬ：指導教諭
ＳＬ：教務主任
　　　教科主任
　　　学科主任
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①授業力向上委員会が、月に1回の実施ができな
かった。結果的に、「学び合いの機会」は６６．８％で
目標達成することができなかった。
②研究授業は、全教科で１回以上実施することがで
きた。

①本年度実施した、課題研究全体発表会を
さらに充実させ、学校全体の意識改革を図
る。
②授業改善に向け、より具体的なテーマを設
定し、積極的に取り組む体制をつくる。互見
授業を継続実施する。

・進路情報を適切に提供
し、就職力・進学力を向上
させる。

ＰＬ：進路指導
主任

ＳＬ：３学年主任
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①基礎力診断テストの取り組みが奏功し、県内高校
の中でも上位となった。
②進路だよりの発行や、進路指導主任講話の実施
により、各学年への進路意識が向上した。達成指標
の「面談」は９０．４％「情報整備」は９５．９％ですべ
てクリアできた。

一次内定率の90%の達成はもちろん、進路決
定までのプロセスに重点を置き、進路のミス
マッチおよび職業観や人生観を磨き上げる
取り組みを進めていく。そのためにも「保護
者向け」の進路説明会の開催などに取り組
みたい。

・挨拶・礼儀の徹底と規範
意識の高揚を図る。 ＰＬ：生徒指導

主任

ＳＬ：各学年主
任
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①服装・頭髪については再検査にて学年主導で指
導部まであがってくる生徒はいなかった。
②携帯電話の利用については校内利用の違反者
が多く生徒も含め対策を考えた。
※達成指標「あいさつ」は９５．３％、「校則」９７．
７％と目標を達成できた。

携帯電話の校内使用規定を３学期２月より
変更して２か月限定で全員回収を行ってい
る。ＰＴＡの協力で保険加入も行った。。今後
の推移を見守り、引き続き使用規定の検討
を行いたい。

・交通法規を遵守させ、自
転車の安全指導とマナー
アップを推進する。

ＰＬ：生徒指導
主任

ＳＬ：庶務主任
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①登下校指導は年間を通じて計画通りに実施でき
た。
②地域住民からの自転車マナーの苦情電話が多く
自転車事故件数は２学期、３学期少なくなった。

①登下校職員配置・生徒会の自主的活動も
考える。
②職員室ボードを利用し割り当てを徹底す
る。また日誌を活用し終盤活動を充実させ
る。

・不登校生や合理的配慮
が必要な生徒等、個に応
じた生徒支援を行う。

ＰＬ：教育相談
主任

ＳＬ：人権教育
主任・各学年主
任
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①困りを抱えた生徒に関して授業担当者会議や生
徒支援委員会などで情報共有し組織的な対応がで
きた。
②１学期に全校で個人面接期間を設定し、２学期以
降は学年で必要に応じて設定することができた。

①放課後の時間確保が難しい。情報共有は
できるだけ資料回覧にとどめ、会議の精選を
行う。
②個人面接期間をできるだけ短縮し、授業
確保に努める。その分、夏季休暇を活用して
家庭訪問で補う。

・部活動、生徒会活動、ボ
ランティア活動等で一人
一活動を充実させる。

ＰＬ：特別活動
主任

ＳＬ：各学年主
任
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①個人種目では３０を超える優勝、最優秀賞に輝い
たが、団体での優勝が無かった。
②学校行事や部活動への積極的参加の割合が８
８．８％にとどまり、目標値の９５％を達成できなかっ
た。行事の更なる充実が必要である。

①生徒会の生活委員会を活性化させ、朝の
あいさつ運動の取り組みを一層強化させる。
②多くの各種ボランティア活動に部活動を通
して参加している。しっかりとアピールできる
方策を検討する。

・各学科・教科ごとに取得
させたい資格・検定を提
示し、合格率の向上を図
る。

ＰＬ：各学科主
任

ＳＬ：各学年主
任
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1学期は、時間的にゆとりがあり合格率向上に向け
て計画的な指導をすることができたが、2学期は、行
事等が多く、思うような指導ができなかった。学科に
差はあるが、全体的に1学期は目標を達成できた
が、2学期はできなかった。また、3年生の合格率が
低いという傾向もあった。JM顕彰者数も前年度に比
べ減少した。

　本当に必要な資格を精選し、計画的に補習
時間を確保し、意欲を高め家庭学習を促した
い。
　学科によって差があるが、部活動との両立
を考え3年間を見通した指導計画も重要であ
る。また、指導方法等のスキルアップも目指
したい。

・５Ｓ活動（清掃・整備）を
推進するとともに、危険予
知や自己管理能力を向
上させる。

ＰＬ：保健主任
　　　各学科主
任

ＳＬ：生徒指導
主任
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①虫歯の治療率は52％と昨年より向上した。10部
の保健だよりを発行、講話も計画通り実施し、健康
への意識付けに繋がった。②美化コンクールを実施
し、清掃への意識付けに繋がった。実習時に大きな
怪我もなくよかった。

①歯科講話の実施と勧奨の時期を見直し、
歯科保健に関する取組を今後も更なる治療
率の向上に繋げたい。
②美化コンクールの時期を早めることで、環
境整備に対する早めの意識向上に繋げた
い。

・生徒授業アンケートの以下の項目で肯定的回答(３・４)の割合
  ①定期的な学習習慣が身につきましたか。
　　　60%以上
　②授業内容を理解できましたか。
　　　80%以上
　③生徒同士で学び合う機会が与えられていましたか。
　　　75％以上
　④テスト結果(作品の出来映え)に満足していますか。
　　　60％以上

・就職試験一次内定率90%以上

・保護者アンケートで以下の項目で肯定的回答(３・４)の割合
　①先生は、進路目標達成に向けた指導や面談をよく行っている
　　　90％以上
　②学校は、進路に関する情報が豊富に整備されている
　　　90％以上

・生徒生活アンケートの以下の項目で肯定的回答(３・４)の割合
　①学校内外であいさつをしている。
　　　　 95%以上
　②校則は必ず守っている。
　　　　 95%以上

・自転車交通事故件数・指導警告件数ともに前年比50%減

・中途退学者を前年比50%減

・皆勤・精勤率 60%以上

・保護者アンケートの以下の項目で肯定的回答(３・４)の割合
　　先生は、子どもの悩みや相談に親身になって応じてくれる。
　　　　90％以上

・各種活動で県大会以上の優勝（団体、個人）が10以上
・部活動入部率90%以上

・ボランティア活動への参加者数を昨年比50%増

・生徒生活アンケートの以下の項目で肯定的回答(３・４)の割合
　　部活動やものづくり、学校行事等に積極的に取り組んだ。
　　　95%以上

・各学科ともジュニアマイスター顕彰者数を前年比10%増

・資格・検定試験の合格者増
　　1年生：2.5個/人以上
　　2年生：2.0個/人以上
　　3年生：1.0個/人以上

・実習時の救急搬送される重大事故ゼロ

・定期健康診断及び二次検診の100%実施

3

3

3

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。

大分県のものづくり産業を担う人材・社会に定着できる人材を育成する

重点目標 達成(成果)指標

・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
・様々な活動に積極的に取り組む鶴工生を育成する

取組指標

前年度評価結果の概要

①保健だより（学期に5回）、保健講話（年2回）
を通して、健康管理に関する自己管理能力を
養成する。
②毎回、実習前に安全点検をおこない、実習
後は５Ｓ活動を推進する。

中期目標

総合評価
次年度への展望等

　「社会とつながる鶴崎工業」のキャッチフレーズのもと、職員・生徒が一体となって教育活動を進めることができた。就職試験での一次内定率の上昇（昨年度９３．０％→今年度９４．８％）や生徒生活アンケートでの「ルールを守って学校生活をしている」
９７．７％、「あいさつや言葉づかいがきちんとできる」９５．３％など、一定の評価ができる部分もあるが、授業改善への取り組み（職員）、自転車マナーの向上（生徒）など次年度に課題を持ち越すものもある。具体的な対策を、組織的活計画的に取り組
む必要がある。このような中で、基礎力診断テストの結果が県内専門高校の中でも上位に位置することができたことは今後の職員・生徒ともに励みになり、さらなる学力向上も期待できる。次年度から始まる「高校生基礎学力テスト」に向けて積極的に取
り組み、成果につなげ、本年度に引き続き「保護者満足度１００％」を継続させたい。

平成３０年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

②　相手を思いやることができる誠実な
鶴工生を育成する

学校名　　大分県立鶴崎工業高等学校

③　様々な活動に積極的に取り組む鶴
工生を育成する

分析・考察

１）　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。

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

学校教育目標 重点目標

・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
・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
・地域や家庭との絆を大切にし、社会へとつながる学校

①生徒指導主任が２ヶ月に１回程度、全校集
会で挨拶・礼儀の指導と携帯電話の利用につ
いて注意喚起する。
②生徒指導部と生徒会が連携し、SNS利用に
ついての講演会を実施し、自主規制について
も検討する。

①生徒会（交通委員）を活用し、学期に１回、
校門での登校指導(マナーアップ)を実施する。
②全職員で毎月取り組んでいる登下校指導
（校外）を学期に１回、PTAと連携して実施す
る。

①月に１回、教育相談部に相談された内容を
各学年で共有できる場を設ける。
②学期に１回、個人面接週間を設定し、生徒
の悩みや相談に応じる機会を設ける。

①特別活動部が中心となり、生徒会役員会議
（毎週）を通して、生徒が学校を活性化する企
画を２つ以上考え、実行する。

①各資格・検定等の担当者が、試験前の適切
な時期から、合格率向上に向けて計画的な指
導に取り組む。
  (各資格・検定の特異性、難易度、習熟度、理
解度に合わせて、適切な時期に、適切な期
間、計画的に実施する。)

①担当者は、毎日課題の内容を充実させ、提
出状況を見える化する。
②授業改善を推進し、各単元に１回以上対話
的な学び(アクティブラーニング)取り入れる。

①教科学科会議(月１回)と連動した授業力向
上対策委員会を月１回開催する。
②研究授業を全教科・学科で実施（年間１回以
上）し、互見授業期間を学期毎に設ける。

①基礎力診断テストを実施（１、２学年 年間２
回）し、結果に応じた対策を具体化する。
②進路だよりを月１回以上発行し、進路指導主
任講話を各学期１回以上実施する。

・家庭学習を日常化するため
に、課題を課すことで学習習慣
を身につけさせてほしい。

・企業側は、必要な資格は入社
後に取らせる。その時に集中
力を持って取り組めるかが問
題。短時間でも集中して学習す
る習慣を身に着けておいてほし
い。

・学校では学べない部分は社
会資源（外部機関）に頼るのも
一つの方法である。デュアルシ
ステムの導入など検討すべき
ではないか。社会（企業）で働く
ことで学ぶことも多い。

・以前と比べて生徒の生活指
導面ではずいぶんと良くなり、
頑張っている。ただ、少し元気
がないような気がする。

・昔の生徒は、補導されること
も多かったが生きる力、社会性
があった。今の生徒は、その辺
が足りないのではないか。

・高校はキャリア教育の最終学
校である。大学でのキャリア教
育は自分自身で学ばなくては
ならない。工業高校の社会に
出るための教育は有意義であ
る。

・運動部の活躍を利用するなど
して、学校活性化に頑張ってほ
しい。

・体育の授業を見たが、元気よ
く大きな声で掛け声をかけなが
ら準備体操をしている姿に感心
した。このような積み重ねが、
元気のよい鶴崎工業高校につ
ながっていると感じた。

・働き方改革の導入により、部
活動の練習時間が短くなって
いるのではないか。短時間でも
効果的かつ効率的な練習方法
に取り組んでほしい。　　外部
指導者を活用する方策もある。


