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自己評価部門
重点目標
年度報告
平成３１年３月１６日

鶴見大学附属中学校・高等学校

はじめに

一昨年度より総持学園では、創立１００周年構想として「Ｖｉｓｉｏｎ１００」の計画が進められ
ている。本校では、「学びの心で世界を変える。」を教育目標宣言とし、平成２７年度より「クレイ
ン 翼 プロジェクト １００」を計画実行している。その目標達成のために、「人間力」・「基礎学力」
をベースとして、「挑戦する力」・「探究する力」・「共に生きる力」の５つの力の育成に取り組む
ことを決めている。そして、目指すべき将来像を「建学の精神を基盤に、グローバル化した未来を生
きる力を育て、社会から高く評価され、保護者から深く信頼される卓越した中学校・高等学校」とし、
１００周年を見据えて、以下のような施策を実践することとしている。
⑴

ホームページのさらなる充実や、公立中学校への情報提供、受験に向けた塾との関係強化といっ
た募集活動を再構築するなど、「中高校として個性の発信」

⑵

さらなる生徒の学力向上、当面はＧ-ＭＡＲＣＨに１００名以上の合格実績を目指し、さらに、
ＩＢの目指す教育にも学びつつ、国内の大学のみならず、海外の大学への進学をサポートするこ
とも考えた「保護者に信頼される教育の実践」

⑶

保護者に信頼される丁寧な教育を展開するため、健全で働き甲斐のある職場づくりを目指した
「総持学園の一員として生きがいの持てる職場環境の整備」

⑷

目標を掲げた計画的な学校経営を実行する上で、永続的に学校を継続させる基礎的条件として
「安定した基盤をもつ法人の経営」

本「学校評価自己評価部門重点目標年度報告」の巻末には、資料として、「学校組織図」、「職員名表」、
「生徒在籍数表」、「部活動加入者人数表」、「授業・部活動・教科教室型校舎・進路に関する生徒のアンケ
ート結果」、「授業参観における保護者のアンケート結果」（１・２学期）、「卒業生の主な合格先」を掲載
してあるので、それらを参考にしていただきたい。
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平成３０年度 目標
⑴

長期目標（大目標）
自立の精神と心豊かな知性を育み国際社会に貢献できる人間を育てる。
教育目標宣言：「学びの心で世界を変える。」
方針：生徒に自分の「好き」をみつけさせ、夢や目標を芽吹かせ、未来
に花開かせる。

⑵ 分野及び中期目標（中目標）
１．中高校としての個性の発信
⑴ 社会や保護者に向けての情報を提供する。
⑵ 中学校・受験業界との関係を強化する。
⑶ 同窓会との連携を強化する。
⑷ 地域との連携を強化する。
⑸ 高大連携を強化する。
⑹自校史学習の拠点を整備する。
２．保護者に信頼される教育の実践
⑴学力の育成と向上：知的好奇心を伸ばし、自ら学ぶ力を身に付ける。
⑵人間形成の実践：禅の精神に基づいて、豊かな心を育む。
⑶国際教育の展開：国際舞台で活躍できるコミュニケーション能力を伸
ばす。
⑷生徒の就学支援を充実させる。
⑸施設設備環境の整備をはかる。
３．総持学園の一員としての生きがいの持てる職場環境
⑴魅力ある職場づくりにつとめる。
⑵コミュニケーションがよい、職場づくりをする。
４．安定した経営基盤を持つ法人
⑴ 安定した経営基盤づくりを進める。
⑵ 目標を掲げた計画的な学校経営をする。
⑶ガバナンスを強化する。
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⑶ 平成３０年度重点目標
① ステージの重点目標
重点目標

自立の精神をもった、人間性豊かな生徒を育てる。

② 教科の重点目標
重点目標

教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。

③ 各部署の重点目標
生徒指導部
重点目標

ルールやマナーを守らせ、よりよい学校生活を送れるよう指導・支援する。

学習進路指導部
重点目標

教科エリア型校舎の特長を生かし、「学びから入る進路指導」を実践する。

入試広報部
重点目標

中学入試・高校入試ともに募集定員を確保する。

教務部
重点目標

教科エリア型校舎の新機能を最大限に活用し、教育の更なる充実をはかる。

事務室
重点目標

幅広い職種の業務に迅速且つ正確な対応に努める。

管理部門
重点目標

施策の体系を計画的に実施するために、関係部署と連携を図りながら確実に実行で
きるよう務める。

⑷ 評価の基準
評価
評価の内容
５
十分な達成度である。
４
ある程度満足のいく達成度である。
３
概ねの達成度である。
２
不満の残る達成度である。
１
ほとんど達成されていない。

- 4 -

(5) 結果
① 各ステージの重点目標
１st ステージ
１）結果
重点目標
評価項目①
評価項目②
評価項目③
評価項目④

自立の精神をもった、人間性豊かな生徒を育てる。
Gyro 手帳を積極的に活用し、基本的生活・学習習慣を定着させる。
ステージ目標を大切にしながら、自主自立した行動ができるようにする。
相互理解と他者の価値観を共有し、充実したコミュニケーションをはかる。
課外活動や集団行動に積極的に取り組み、夢をもって前向きに取り組む。

評価
３．５
４
３
３
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の １学年部は、小学校や地域性の違いによって価値観や生活習慣に差が生じやすかった
総括
が、学年の努力によって各クラスの個性が生かされるようになってきた。２学年部は
ステージ行事や日々の学習を通じて各生徒にふさわしい助言ができた。
評価項目① 入学時より、Gyro 手帳の活用に関しては徹底して指導と確認をしてきているので、上
手に活用して学校生活を過ごし、学習計画ができていると思われる。手帳の活用と、
記入については二極化してきている傾向があり、課題である。
評価項目② ステージ目標は生徒は素直に受け止め、機会があるたびに確認するようにしている。
はつらつと楽しそうに過ごす一方で、「気配り」に関してはまだ課題が多い。自分で
考えて行動することはそれぞれの学習活動や学年で体験することによって育まれると
考える。
評価項目③ ちょっとした行き違いやコミュニケーションスキルの差によって常に小競り合いが多
い日常が、そうした関係の中で一つ一つの出来事を経験としてきており、成長がうか
がえる。学校生活をのびのび過ごし、楽しそうにしている生徒が多い。
評価項目④ 部活加入率は高く、それぞれの放課後を充実して過ごしているが、勉強との両立は課
題といえる。中学入試合格後の安心による反動が見られる傾向もあるので、キャリア
教育もじっくりと実践していきたい。

２ndステージ
１）結果
評価
重点目標 自立の精神をもった、人間性豊かな生徒を育てる。
４．０
評価項目① 常に自己を見つめ、自分と向き合い自己理解を深める。
５
評価項目② 何事にも目標を掲げ、計画を立て、それを強い熱意で実行する自立心を持つ。
４
評価項目③ 身の回りの整理整頓は頭の整理整頓、時間の余裕は心の余裕とし実践する。
３
評価項目④ 常に素直な気持ちで、人の話をしっかり目で聴き、自己の成長に繋げる。
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の ステージ目標『自己理解と自立心』の実践のために、日々の黙念を大切にし、自己をし
総括
っかり見つめ、常に目標・計画・熱意をもって行動をさせてきた。自己のあるべき姿を
知ることによって、他者への配慮・思いやりの心も持てるようになった。目標を意識す
ることによって、計画や熱意について、ステージ担当者・ステージ生徒とのコミュニケ
ーションも良好に行うことができた。
評価項目① 「自己理解」の基本的な姿勢は、常に自分と向き合い、本来の自分をしっかり見つめる
ことである。そのための時間として、日々の黙念を大切にさせてきた。朝の黙念は今日
一日の自分をイメージし一日の計画を立てさせ、帰りの黙念は一日を振り返り明日に繋
げさせる黙念である。生徒は黙念の時間を大切に考えてくれていた。
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評価項目② ステージ全体で、それぞれの時期での自分の長期・中期・短期目標を考えさせた。
①目標を掲げ、②計画を立て、③熱意をもって実行することの大切さを事あることに話
してきた。そのことの重要性は理解しているようだが、③熱意をもって実行に移せてい
ない生徒もまだまだいるようであった。
評価項目③ 身の回りの整理整頓は頭の整理整頓、時間の余裕は心の余裕であると言い続けた。
全体的に実行しようとする意識は高いように思う。
しかし、一部の生徒ではあるが、ＨＢの美化や時間厳守への意識が低い者がいた。
評価項目④ 全体の前に伝達者が立ったら話を止めて一斉に注目をし、「人の話は目で聴く」ことに
徹底させた。これは３学年部・オーストラリア語学研修旅行、４学年部・広島関西体験
研修旅行に役立つこととして、常に話をしてきた。素直な気持ちで人の話を聴くことが、
自分のプラスになること、自分の成長につながることを言い続けた。

３rd ステージ
１）結果
評価
３．８
重点目標 自立の精神をもった、人間性豊かな生徒を育てる。
４
評価項目① 学習意欲の向上を図り、基礎学力を定着させるとともに探求する力を養い、個
に応じた進路実現をサポートする。
４
評価項目② 学校行事、部活動等において上級生としてのリーダーシップを発揮させ、グロ
ーバル化していく未来を生きる力を育てる。
３
評価項目③ 時間厳守、挨拶、ＨＢの整理整頓等、基本的な生活習慣を確立させ、社会で自
立して活動していくために必要な資質を身につけさせる。
４
評価項目④ 集団生活の中で規律ある態度を養い、誠実で思いやりのある人間性を育てる。

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 大きく変化していくこれからの社会を主体的にたくましく生き抜くために、豊かな心
総括
で自ら学び、考え、判断し問題を解決していく力を身に付けられるよう様々なガイダン
スを通して、学年スタッフが一丸となって指導してきた。
評価項目① ５学年部では将来の進路実現に向けて、日々の授業の大切さを再認識させ、授業に真剣
に取り組む姿勢を身につけさせた。２学期には、現役大学生による進路ガイダンスを実
施し、大学入試の難化現状と課題について１人１人が理解した。
６学年部では、大学入試の難化に伴い、ＡＯ、推薦入試方式を利用する生徒が多く、そ
の対応として他学年の先生の協力も得て、ある程度の結果を出すことができた。一般受
験では生徒一人一人の受験プランに対し、適切な情報の収集・分析に努め、また学年全
員で共有した。
評価項目② 学校行事・部活動を通して、チームワークの大切さ・共通の目的に向かうことの大切さ
・学年に応じて求められる役割を果たす対応力などが身についた。
評価項目③ 学年部スタッフの工夫と積極的な関わりで、時間厳守、挨拶、ＨＢの整理整頓等、当た
り前のことを当たり前のように行う基本的な生活習慣が身につけさせようとしたが、一
部の生徒でＨＢの美化や時間厳守への意識が低い者がいた。
評価項目④ 特活・ＨＲ等において、ルールを守り、互いに認め合い、人の嫌がることをしない、相
手の立場になって物事を考える「思いやりの心」を育てようとし、多くの生徒が人とし
て成長できた。
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② 各教科の重点目標
国語科
１）結果
重点目標
評価項目①
評価項目②
評価項目③

教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
適切な課題と適時な小テストを利用して、知識の定着をはかる。
教科エリア型校舎の特性を生かし、専門性の高い授業を確立させる。
ICT教育の共有を推進し、授業展開の効率化をはかる。

評価
４．０
４
４
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 中学･高校ともに、週末ごとに課題を課し、自学自習の習慣の確立、自律の精神の涵養
総括
を図った。また、生徒の学力に相応したテキストを課した。提出状況が悪い生徒に対し
ては各教員が地道に指導し、提出を促した。
評価項目① 中学、高校それぞれに本校の生徒の進度を考慮したオリジナル教材の「のぞみ」（中学
全員）、「パワーアップテキスト」（高校1・２年生）を配布し、それを定期的にチェ
ックすることで家庭学習を定着させる一助とした。また、中学では漢字、高校では、漢
字、単語、文法の小テストを適宜実施し、基礎力の定着を図った。
評価項目② メディアセンターには各種辞書に加え、国語便覧を多数用意し、授業中や自学自習に利
用できるようにした。また、プロジェクターを積極的に利用したり、アクティブラーニ
ングを取り入れた授業が確実に増加してきている。
評価項目③ 授業におけるプリント教材やプロジェクター教材を共有することで、授業はもちろん、
教科業務においても効率化を図ることができた。

社会科（地理・歴史／公民）
１）結果
評価
重点目標 教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
４．３
中学校においては地理・歴史・公民の学習を通じて、基礎的な知識や技術の
評価項目①
５
定着をはかるとともに社会的事象への関心を喚起する。
高校においては、地理歴史科ならびに公民科の各科目の授業を通して、社会
的関心を高めるとともに、難関大学の入試において合格点をとれる学力を習
得させる。
評価項目② アクティブラーニングを通じ、自ら考え、課題を発見する能力を獲得する。
４
評価項目③ ICT 教育の推進を引き続きはかると共に、教科研究の充実と情報の共有化、
４
積極的な情報発信をはかる。

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 生徒用タブレットの活用、新しいプロジェクタの効果的な利用を図り、各教員が視聴
総括
覚に訴える方式を取り入れつつ授業に取り組んでいる。
また、教科エリア型校舎の特長を生かし、社会科メディアでは、社会科部と連携して社会科見
学の報告や生徒の課題レポートを掲示したり、各教室では、生徒の興味を喚起する資料を準備
するなど、多方面から生徒の学力向上に向けた取り組みができた。
評価項目① 各教員が各種研修会に出向き、研鑽をつむなど、授業力の向上に努めている。また、
社会科では、全教員がプロジェクターの活用を通じて、生徒へ学習内容の事物・人物
・できごとなどを視覚的に印象付け、授業への強い関心を引き出すことができた。
評価項目② 各科目や単元に応じて、グループで課題に取り組ませたり、協働的な学習を行ったり
することができた。ロイロノート等を活用することで、グループ発表も速やかに行う
など生徒の自発的な学習態度を養うことができた。また、「総合的な学習の時間」（「論
文に親しむ」）においても、アクティブラーニングを展開することができた。一方、
２単位科目など授業進度との関係で、アクティブラーニングのグループワークを行う
時数の確保に苦慮することもあった。
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評価項目③ 社会科では各教員が積極的に教材研究に励み、また、各科目ごとに授業をリードする
教員を定め、授業で用いるパワーポイント教材を共有したり、共通の小テストを行っ
たりするなど、各クラスで教材等の共有をすることができたため、質の高い授業を展
開できた。教科メディアを使っての「企画展」も充実させていきたい。

数学科
１）結果
重点目標
評価項目①
評価項目②
評価項目③

教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
スパイラル学習により、知識を定着させ、表現力をつける。
課題や小テストを利用して、知識の定着をはかる。
クラスやコースの違いを踏まえた授業を展開する。

評価
３．３
３
４
３

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 中学においては、週末ごとに宿題を実施して自学自習の習慣を身につけ、自由課題用の
総括
問題集を与えて、自主的に学習することにより自立の精神を養った。
高校においては、教科書準拠の問題集以外に、課題プリントを与えたり、参考書を紹介
して、自主自立の精神を養った。
評価項目① 中学では、業者テストの事前準備として課題冊子を与え、同じ単元の問題を繰り返して
解けるようにした。また、自分自身で答え合わせをして正誤を付けさせ、間違えた問題
は反復してやり直すように指導した。
高校では、教科書準拠の問題集を利用し、反復学習を心がけた。
評価項目② 中学では、毎週末や長期休暇前に課題を与え、計算力や数学的基礎知識を身につけさせ
た。課題の未提出者が多く、それらの生徒に対しては、居残り指導を実施し、平常点に
反映させたが、顕著な成果は見られなかった。
高校では、課題を与えたり、小テストを実施して、基礎力定着を図った。
評価項目③ 中学では学年ごとに生徒のクラス移動があるため、進学クラスと難関進学クラスの授業
進度は同じにしたが、扱う問題に難易度の差をつけて指導した。特にアドバンスクラス
では、プリント学習を増やし、応用力を養った。高校では、演習問題の量や質でコース
にあった指導を行ったが、コースごとの評定の付け方に課題を残した。

理科
１）結果
評価
重点目標 教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
３．３
評価項目① 教科エリア型校舎の特性を生かし、専門性の高い授業の確立をはかる。
３
評価項目② 教材・器具・理科消耗品の充実をはかり、観察・実験が滞りなく実施できるよ
３
うはたらきかける。
評価項目③ 公的機関や大学・研究所・企業との連携をはかり、出張授業等の特別授業を実
４
施する。

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 昼休みや放課後には多くの生徒が教科研究室や教科メディアセンターに訪れ、生徒と教
総括
員の「理科」を通したコミュニケーションの場となっている。教科メディアセンターと
しての役割を十分に果たしている。
評価項目① 各教員が工夫して専門性の高い授業を実践している他、教員間の連携を図り、教科とし
ての取り組みができた。課題は、実験室を授業教室として使用しているため、稼働率が
高く、実験前の時間の実験準備や後片づけに支障をきたしていることがある点である。
2代前の教科主任より繰り返し発信している事柄である
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評価項目② 昨年度とほぼ同じ内容を記載する。物品購入に時間がかかることが課題である。少額消
耗品であっても、業者との連絡・見積書の作成依頼・校内での書類の通過・納入までの
一連の過程にかなり時間がかかり、フットワークが重くなっている。２代前の教科主任
から主張していた通り、少額消耗品は教科の裁量で即購入できる仕組みをお願いした
い。
評価項目③ 神奈川県のサイエンスプログラムへの動員と東京都市大学・東京電機大学出張授業を実
施した。参加生徒からの満足度は高いものの、参加生徒以外の興味・関心度は低く、大
学にはお願いして来て頂いているにも関わらず集客に大変苦労した。つまり本校の生徒
のニーズはとても低いということである。次年度は縮小を視野に入れている。

英語科
１）結果
重点目標 教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
評価項目① 英語コミュニケーション能力・姿勢を習得させるため、４技能を意識した授
業の確立をはかる。
評価項目② 課題や小テストを利用して、知識の定着をはかる。
評価項目③ ICT教育を充実させるため、教材、資料、情報の共有化をはかる。

評価
４．０
４
４
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 授業内ではほとんどの教員がタブレットを使用している。新テストの概要も明らかにな
総括
り、そのことを意識しながら、生徒たちが関心を持ち、実践できる授業になるように、
教科として取り組んでいく。
評価項目① ICT教育と４技能（読む、書く､話す､聞く）を取り入れる工夫をした。生徒たちには英
語に慣れさせ、実践的な英語力を身につけることができるように指導した。本校は私学
であり受験を意識して授業を展開した。徐々にではあるが成果が出てきている。
評価項目② 中学では各教員が日頃より､授業内においてかなりの頻度で小テストを取り入れてい
る。また、火曜日のＨＲ単語テストも定着してきた。今後、より活性化するように教科
全体で取り組んでいく。
評価項目③ 教員同士のフォルダを互いに有効に活用するようになってきた。資料や情報の共有は昨
年よりもかなり向上している。しかし、教科内でより利用しやすい環境を整えることが
必要であり、今後も周知徹底を図っていく。

保健体育科
１）結果
重点目標
評価項目①
評価項目②
評価項目③

教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
課題や小テストを利用して、知識･技能の定着をはかる。
健康や安全を考え、正しい判断の下、行動の選択ができるようにする。
集団的活動や身体表現を通して、コミュニケーション能力を育成する。

評価
４．３
４
４
５

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 集団的活動を通し、協調性・積極性を養い、自己の目標を持ち熱心に取り組む姿勢がど
総括
の学年でも見られた。体育委員やグループリーダーが、クラスや仲間を率先して活動さ
せ、授業の活性化に繋がっている。
体育のダンスの授業でタブレットを使用し、インターネットからの動画の視聴や、ビデ
オカメラで撮影し、動きを確認するなどをして授業を進めたが、今後他の種目でも活用
していきたい。
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評価項目① 体育では、反復練習の中でチーム同士教え合うなどのグループ学習を通して、また、保
健では、プリント課題や小テストの実施、定期テストの振り返り授業などで知識や技能
の定着をはかった。
評価項目② 保健の授業において、身体のつくりや健康問題・応急処置などを学んでいる。けがや事
故が起こらないような行動をとることはもちろんのこと、緊急の場合の対応ができるよ
うにすることも心がけた。
評価項目③ 体育実技の練習やゲームの進行、ダンスの作品作りなど、グループ学習によって意欲が
高まり、自主性や積極性が増されている。体育祭では、その成果が出ていたように思え
る。

芸術科
１）結果
重点目標

教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
評価項目① ICT教育の充実をはかりながら教科エリア型校舎の特性を生かし、専門性の高
い授業を確立させる。
評価項目② 芸術文化についての理解を深め、表現力と技術力の向上をはかると共に豊かな
情操を養う。
評価項目③ 音楽、美術、書道の３教科が連携し、芸術文化に親しみやすい環境をつくりな
がら、芸術文化に対する感性を育てる。

評価
４．０
４
４
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 芸術メディアには常に生徒の制作した作品を展示し、生徒の芸術教科への意欲を高める
総括
ことができた。様々な新しいアプローチで芸術文化への興味や関心を高め、生徒が主体
的・能動的に学習することができたと感じる。
評価項目① 高校生の美術では、タブレットを使って生徒が主体となって作家についての調べ学習を
し、作品の魅力について自分の考えを発表する授業を行った。
芸術メディアでは、常に生徒の制作した作品を展示し、教科エリアを充実させた。
評価項目② 美術では、長期休みを利用して美術館に足を運ぶ生徒が増え、生徒が自発的に学ぶ姿勢
がみられた。
中学２年生の音楽の授業では、初めて実際の「箏」に触れて「さくら」を練習し実技試
験を行った。和楽器に親しむことができ、生徒の意欲関心の高まりを感じることができ
た。
評価項目③ 高校生の芸術選択では、選択音楽生によるアンサンブル発表会が行われ、そのプログラ
ムを選択書道生が制作し、挿絵と黒板アートを選択美術生が担当した。演奏は選択美術
生・選択書道生に聴いてもらい、３教科で協力して演奏会を作り上げ、それぞれの芸術
に親しむことができた。
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家庭科
１）結果
重点目標
評価項目①
評価項目②
評価項目③

評価
教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
４．３
課題や小テストを利用して、知識の定着をはかる。
４
メディアセンターや展示コーナー及び教科教室の充実をはかる。
５
実習を通して、達成感を味わえる指導をし、創意工夫能力や生活力をつける。
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 意欲的に楽しく授業に臨んでいる姿勢を感じられたことは、自律の精神が育つ上におい
総括
て役立っていると思われる。調理実習などは男女混合班のためお互いが教えあいながら
仲良く協力して作業を進め、作業の遅い生徒への気遣いが生徒間で上手にできるように
なった。
評価項目① 課題については、高校生はほぼ100％の提出。中学生は登校していない生徒が若干名い
るため100％とはいかなかった。繰り返し教えることに力を入れ、小テストをすること
で疑問や結果を理解、把握することができた。
評価項目② 中学生・高校生両方の授業での製作した作品を展示した。また、特活自由研究での１st
ステージ・２ndステージの生徒の優秀作品を展示するなど、充実させることができた。
余り布によるクリスマスツリーなど年２回の大幅入れ替えも行った。
評価項目③ 高校生は実習で学んだことを基に、家庭で創意工夫して実践する生徒が多くなった。中
学生は創意工夫まで到達しなくとも、自分の歴史を振り返り、家族が深い愛情で支えて
くれていることが理解でき、手伝いや親子のコミュニケーションが増えてきた。

情報科
１）結果
評価
重点目標 教科エリア型校舎の特長を発展させ、自律の精神を養う。
４．３
評価項目① 課題や小テストを利用して、知識の定着をはかる。
４
評価項目② 情報モラル・セキュリティなどの重要性を理解させ、ICT教育の充実をはかる。 ５
評価項目③ 資格取得やスキルアップをはかる。
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の もともと情報はＣＡＩ室でのコンピュータを使用した実習授業が主であるため、特に教
総括
科エリア型校舎だから充実したということはない。簡単なプログラミングや、インター
ネット使用上の情報モラルやセキュリティ・サイバー犯罪の怖さの理解その意識の向上
・定着に努めることができた。
評価項目① 毎時間始めに約10分間のtyping 練習などを行った後、課題（Microsoft Office や HTML
・Java Script など使用）を提出し、ＰＣ操作を踏まえた調べ学習によるレポート・
Ｗｅｂページの作成などの成果物が得られるようになった。
評価項目② 各自のＩＤとパスワードの自己管理、セキュリティの重要性を理解させることができ
た。アプリケーションソフトやアナログな手法も用い、情報の収集・判断・取捨選択・
発信による問題解決、プレゼンテーションを行い、伝えることの難しさや的確な相互評
価ができるようになった。
評価項目③ 受講生が約30名ずつだったため、個人指導にかける時間がかかったが、情報処理技能検
定は約60％が２級を合格し、ほぼ全員が３級以上の資格を取得することができた。また、
Ｐ検も準２級取得生徒が数名、ほぼ全員が３級以上を習得することができた。
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③ 各部署の重点目標
生徒指導部
１）結果
重点目標
評価項目①
評価項目②
評価項目③
評価項目④
評価項目⑤
評価項目⑥

評価
ルールやマナーを守らせ、よりよい学校生活を送れるよう指導・支援する。
４．２
「いじめ防止基本方針」に基づいて、いじめ防止教育を強力に展開する。
４
校内外においてきちんとした制服の着こなしをさせる。
４
携帯電話の学校内外でのルールを守らせる。
４
インターネットにおいて適切かつ安全な利用ができるように指導・支援する。
４
生徒会や委員会の自発的・自主的活動を支援する。
５
校内の清掃や整美を徹底させる。
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の ルールを守ることの大切さを、普段から道徳やＨＲなどを通じて話しているが、生徒た
総括
ちは校則などよく守ってくれている。携帯電話の使用や登下校時の歩き方のマナーなど
近隣から注意を受けることもあり、今後、より一層のマナー教育を充実させたい。
評価項目① 定期的に「いじめ防止対策会議」を開き、学校全体の“いじめ防止”に努めてきた。
“いじめ”と認識される事案は例年数件発生するが、今年度も初期の段階で縦・横の連
絡を密にして対応したため、重大事項に発展することには至らなかった。
評価項目② 道徳等で“校内外でのきちんとした身だしなみ”について生徒たちに理解を求めた。
定期的に風紀指導も実施したが、大部分の生徒たちはよく守っていた。最近、女子が
ハイソックスを下げて履くのが流行で、校外風紀でキップ指導を受けた生徒が目立っ
た。
評価項目③ 歩きスマホによる事故も多発しているため、生徒たちにその危険性について話をすると
共に、今年度よりキップ指導の対象とし、校外指導も行った。携帯電話の校内の使用に
ついては、大部分の生徒はよくルールを守っているが、懲戒指導を受けた生徒もいた。
評価項目④ ＬＩＮＥ等で友人の悪口を書き込み、生徒指導を受けた生徒もいたが、下級生ほどそ
の危険性など理解できず、軽率に使用してしまうようであった。１st・２ndステージに
は専門業者を呼び、正しい利用の仕方を講演していただいた。
評価項目⑤ 学校行事では生徒たちが中心となって活動する場面が増えた。体育祭では、準備や放送
など生徒が中心となって働いた。また、光華祭では入場門の製作や後夜祭に至るまで生
徒会の生徒たちが精力的に活動してくれた。
評価項目⑥ 生徒たちは毎日の清掃をしっかり行っている。学期末や学校説明会前の定期的な大掃除
でも、生徒たちは一生懸命、掃除をしてくれた。

学習進路指導部
１）結果
重点目標 教科エリア型校舎の特長を生かし、「学びから入る進路指導」を実践する。
評価項目①
学習指導要領や中教審答申等の主旨を踏まえ、２１世紀型教育推進委員会
とも連携して、思考力・判断力・表現力を育てる施策を計画立案、実施する。
特に、アクティブ・ラーニングについては、２１世紀型教育推進委員会をは
じめ、特活ＬＨＲ科やその他の各教科、教務部と連携して、体系的な整備を
推進する。
評価項目②
生徒の進路意識を調査、把握して、生徒一人ひとりが進路意識を高めるよ
う、教育相談や三者面談の機能のいっそうの充実を図る。補習・補講体制の
充実、向上を図り、きめ細やかな学習指導・進路指導を行う。
評価項目③
各学年（ステージ）の段階に応じた学習進路指導計画を立案し、進路意識
の啓発を目指す行事・諸活動を通じて、生徒一人ひとりが自己を高める進路
目標をもち、積極的な行動をするよう働きかける。
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評価
４．４
５

５

４

評価項目④

評価項目⑤

評価項目⑥

評価項目⑦

Ｇｙｒｏファイル・手帳の活用について、ｅ－ポートフォリオ導入に向け
た研究と併せて、学年・学級経営と連携して生徒の自学自習の学習習慣の定
着を図る。
大学受験を視野に入れた学習態度を涵養するとともに、学校内外での体験
的活動を支援していく為に、教務部や各教科、教育課程検討委員会等の関係
各部署、及び外部の教育機関・企業等と連携して、キャリア教育や学習支援
プログラム（特別講座、進路ガイダンス、ｅポートフォリオ 等）や教員対
象の研修会のいっそう充実を図る。
大学進学以外の進路希望分野（看護・医療技術系学校進学希望者、その他
の分野の専門学校進学希望者、及び就職希望者）について、適切な情報を提
供する機会を設ける。また、海外大学への進学指導について、２１世紀型教
育推進委員会と連携しながら情報提供を行う。
生徒一人ひとりの学習目標・進路目標を達成するために、教科指導力・進
路指導力の向上を図る施策をよりいっそう充実させる。校内では、模試分析
会その他の研修機会も生かし、各教科・各ステージ・各学年部、校内各部署
との連携を図る。また、鶴見大学やその他の大学等と連携し、出張講義など
の学びの機会拡充を図る。
保護者に近年の入試動向を理解していただく機会を設けるとともに、協働
して生徒を支援する体制を構築する。

５

４

４

４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の
一年間の取り組みを通じて、「学びから入る進路指導」を実践することができた。
総括
常に、教育政策の新動向を踏まえて、学習指導、進路指導の充実を図ってきた。将来
計画委員会と連携し、新学習指導要領や教育政策の動向を踏まえて、昨年度取りまと
めた中期事業計画工程表（教育改革対応「工程表」）に基づいて、教員研修委員会を
始めとした校内各部署との連携や内外の研修会を通じて、進路指導力・学習指導力の
向上を図ることができた。
評価項目①
施策の体系「工程表」・教育改革対応「工程表」が整備されたことにより、中・長
期的な展望をもって、各教科の授業実践を支援することができた。
２１世紀型教育推進委員会などの関係各部署との連携により、思考力・判断力・表
現力、主体性・多様性・協働性を育てる施策や主体的・対話的で深い学びを実現する
アクティブ・ラーニングについて、教職員の理解と実践が着実に前進している。
評価項目②
チーム学校による学習指導力、進路指導力の向上に努めている。具体的には、教育
相談支援員・学習支援員・ＩＣＴ支援員といったスタッフとの連携も順調で、「チー
ム鶴見大学附属」として教科指導力、進路指導力のいっそうの向上を図ることができ
た。タブレットＰＣの活用により、引き続き６学年部（高３）の受験指導を始めとし
て、ＩＣＴ活用によるきめ細やかな進路相談ができた。
評価項目③
各教科・各学年部との協働により、校内模試を滞りなく進行するとともに、年間指
導計画に基づいた見通し・振り返り学習活動や発展的な学習指導の拡充を図ることが
できた。また、Gyro 手帳（能率手帳スコラベーシック・スコラライト）による学習習
慣定着への働きかけを強化するとともに、ｅ－ポートフォリオ導入に向けた実践とし
て、４学年部の学年・学級経営と連携して、ポートフォリオノートを採択し、生徒の
見通し・振り返り活動のいっそうの充実を図ることができた。
評価項目④
文部科学省による大学入試における定員管理厳格化によって、大学入試を巡る環境
が大きく変化しているなか、引き続き、大学受験を視野に入れたガイダンス、予備校
・塾との連携など、これまでのさまざまな取り組みを実践した。大学受験を視野に入
れた発展的な学習を目的とした特別講座では、ほぼ前年並みの延べ約 900 名が受講し
たが、引き続き、教科との連携を深めていきたい。
評価項目⑤
三松幼稚園・總持寺保育園体験学習・鶴見大学図書館司書体験学習・鶴見大学歯学
部附属病院見学会、及び外部機関での看護体験学習や神奈川県私立学校インターンシ
ップ等を通じて、専門職従事者に求められる資質や素養を育む働きかけを行うことが
できた。また、引き続き、関係各部署や外部の企業・団体と連携して、「グローバル
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教育セミナー」を開催するなど、海外大学への進学指導を含むグローバル教育を進展
させることができた。
評価項目⑥
前年度に引き続き、１st・２nd ステージでは、Gyro ファイルなどによる学習習慣
の定着に向けた活動、指名制補習、３rd ステージでは難関大受験指導、教養講座等の
取り組みで、成果を上げることができた。学期末補講・特別補講・指名制補習などの
制度構築が進展したが、なお、日々の補習・補講に取り組みやすい環境作りに向けて
課題を残している。高大連携では、今年度は新たに臨床検査技師に関心のある生徒を
対象として、鶴見大学歯学部・同附属病院見学会を実施し、進路指導の充実を図るこ
とができた。
評価項目⑦
生徒・保護者対象または保護者対象の進路ガイダンスを実施、Ｇｙｒｏ(進路通信)
の発行や情報誌の提供などを通じて、保護者との情報共有を図ることができた。

入試広報部
１）結果
重点目標
評価項目①
評価項目②
評価項目③
評価項目④
評価項目⑤
評価項目⑥

中学入試・高校入試ともに募集定員を確保する。
将来の６カ年一貫化を見すえ、中学募集の強化をはかる。
ホームページの充実。
募集特に学習塾訪問活動の充実、強化をはかる。
校内外で開催される諸入試イベントの充実、強化をはかる。
情報の有効な発信をはかる。
他の関係部署との充分な連携をはかる。

評価
４．０
４
４
４
４
４
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 中・高入試ともに、校内外の説明会、校内開催模試等では一定数の動員をはかること
総括
ができたが、実受験者はともに減少。高校は何とか入学定員を確保することができたが、
中学は減少した。中・高ともに受験者の入学先として選ばれるためには、学校全体とし
て何らかの改革が必要と思われる。
評価項目① ２学期の説明会では各回ごとにテーマを決め、現在進行中の教育活動のねらいと取り組
みについては、ある程度評価されたと思われるが、大学入試改革以降に向けた指針と取
り組みについて他校に比べて目新しいものはなく、インパクトに欠けていた。
評価項目② 本校で行われた行事等の最新情報は常に更新することができた。、的確かつタイムリー
な情報発信ができた。
評価項目③ 担当メンバーが新たに２名入れ替わったが、塾への働きかけは継続できた。ただし、他
校務との兼ね合いや時間割の制約により、塾訪問に時間を割くことが困難な状況も多々
あった。
評価項目④ 配役人数等、可能な範囲での中ではあるが、特に体験学習やブース対応、説明会におけ
るテーマ設定、画像資料の作成等を中心に、諸イベントの充実と強化をはかり、一定の
評価と成果をおさめることができた。
評価項目⑤ 中学校回りを入試相談を合わせて計３回実施、ポスター、学校案内等の基本資料以外に
も、各中学校卒業生で本校に在籍している生徒の近況を報告、各中学校との情報交換を
継続したことにより、募集上の変更点等を迅速に伝えることができた。
評価項目⑥ 校内外の諸イベントの開催、募集活動、入試業務全般において、教務・事務をはじめと
する関連部署とはほぼ円滑な連携をはかることができた。
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教務部
１）結果
評価
重点目標 教科エリア型校舎の新機能を最大限に活用し、教育の更なる充実をはかる。 ４．０
評価項目① (統括)関係各部署と連携しながら、常に全体を意識して業務を行う。
４
評価項目② (運営)年間計画および各行事等を、各部署との調整を図りながら円滑に運営
４
する。
評価項目③ (文書)定期テスト・各種模試を円滑に実施する。鉄道の遅延などの非常時に
４
適切に対応できるよう各部署と連携をはかる。
評価項目④ (統計)学校内の情報を丁寧に処理し、その把握に努め、各部署との連携をは
４
かる。
評価項目⑤ (情報管理)昨年度から環境などが変更した内容などがあるので、ミスの無い
４
ように全体で協力しながら取り組む。また、高校 3 年生の調査書をはじめ、
一般の教員への連絡もれが無いようにする。
評価項目⑥ (体験研修交流事業) 海外学生との交流機会の拡大。ターム留学制度実施に向
４
けての諸準備。海外研修旅行緊急事態対応マニュアルの作成。
評価項目⑦ (修徳)建学の精神をふまえ、日々の黙念を大切にし、しっかり常に自己を見
４
つめ、他者への感謝と思いやりを忘れず、何事にも目標・計画・熱意をもっ
て、一生懸命に取り組む。
評価項目⑧ (文化事業) ＡＬ実施時の基礎資料としての蔵書活用、また展開場所としての
４
利用を拡大していく。

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 部署ごとに連絡を密に取り、概ね支障なく円滑に教務関係の業務を遂行できたと思われ
総括
るが、改善が必要と思われる箇所も見受けられた。次年度は更に一層の工夫と業務の見
直しを行い、教科エリア型校舎の特徴を全面に生かした教育の充実を図っていく。
評価項目① 各部署や教職員の意見を参考にしながら、概ね支障なく業務内容を円滑に遂行できたと
思われる。内規の点検・見直し作業も最終段階に入った。また指導要録・補助簿・個人
写真利用法などについても次年度に向けて準備が整いつつある。次年度当初も、部署毎
に業務の確認と連絡体制の徹底をしていく必要が認められる。
評価項目② 各行事を滞りなく実施することができた。しかし改善点や検討すべき事項もいくつかあ
るため、見直し含めて、確認・検討をしていきたい。また、各行事において、生徒が各
任務を主体的にかつスムーズに遂行できるよう、さらにその幅を広げて行きたい。
評価項目③ 今年度は定期試験時間割ご要望が多く、様々な方面の期待に応えることに苦慮した。今
後も、臨機応変にかつ柔軟に対応する姿勢が求められる。
評価項目④ 各種学校調査に関しては事務の方々や部員の協力もあり、滞りなくできた。入試作業は
高校入試、中学入試共に採点結果が遅れるトラブルがあった。特に中学入試は合格発表
時間５分前にデータが作成できるなど、大きいトラブルもあった。今後は他の部署と連
絡を密にとって、業務をスムーズに遂行していきたい。
評価項目⑤ 部員全体で各種処理作業に当たることができた。今年度も新規部員が増えたが、去年度
の資料等が役に立ち、大きな問題もなく作業を進めることができた。来年度は各種デー
タのチェックなどを今年以上に行っていきたい。
評価項目⑥ ホームステイを含む海外学校との交流を今年は２回おこなった。第１回のターム留学を
実施し、内容をまとめてHPに掲載した。海外研修旅行の緊急対応マニュアルを作成し、
夏期教員研修会で講演会を実施した。
評価項目⑦ 黙念で始まり黙念で終わる本校の学校生活において、日常生活ではなかなか設けること
の出来ない厳粛・静寂な朝礼の時間を、自己理解の時間として大切に過ごしていた。黙
念で心を落ち着け、読経・聖歌では集中力を高め、前向きな姿勢で授業に向かうことが
出来ていた。
評価項目⑧ 特に講堂ホールは，設備の老朽化で安定した照明業務が困難になっている。その中でも
工夫と協力で乗り切ることができた。来年度以降の芸術鑑賞会は大幅に簡略化しなけれ
ばならない。機関誌は、載せてほしくない生徒への対応に苦慮する中、丁寧な対応を心
がけて発行を続けた。
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事務室
１）結果
評価
重点目標 幅広い職種の業務に迅速且つ正確な対応に努める。
３．９
評価項目① あらゆる範囲・部門・方面からの情報を常に収集できるよう気にかけ手立て
４
を打っておく。
評価項目② 事務職内にとどまらず、校内の各部署と常に連絡・伝達が行き渡っているよ
４
う連携を強化する。
評価項目③ 特定の担当職員にだけ任せるのではなく、部屋の中或いは事務部門内で気に
５
かけフォローできるよう皆で協力しあう。
評価項目④ 大きな校務や校外提出業務に限らず、２重３重のチェック体制でミスのない
３
よう努める。
評価項目⑤ 引き続き、大学経理との業務整理を行い生産性向上に努める
３
評価項目⑥ 飽和状態になっている閲覧室書棚の更新に努める。
４
書庫の整理に努める。
評価項目⑦ 施策の体系工程表に基き、自校史資料の保存に努める。卒業アルバムのデジ
４
タル化を行う。恒久的な鶴の林の保存方法を研究する。

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 事務業務という漠然とした広範囲な管轄により、突発的に発生する業務が一番多い。少
総括
ない職員で協力し合い、その都度、即座に対応し依頼者がストレスないようほぼ希望通
りの対処に心がけた。校内にとどまらず大学法人からの依頼も年々増えてきており、優
先順位を考慮しながら最大限努めた。
評価項目① 行事や入試において、また法人の各部署から、特に今年度は施設の大きな工事が入った
為、管財課からの説明会・下見対応の問い合わせメールが頻繁にあり、管理職に報告し
ながらよく対処できた。
評価項目② 外線電話を経理室でも受けられるよう費用かけずシステムを構築した。外部電話を受け
る事により経理職員も現状を把握できるようになった。
評価項目③ 事務室内にとどまらず、内容によって、または人事体制によって経理職員・図書職員に
も、違う業務であってもフォローを依頼した。
評価項目④ 入学手続者数の報告において一部チェックミスによる誤りが発生してしまった。郵便物
発送や通常の業務においては、部署内で声を掛け合い進める事が出来た。
評価項目⑤ 大学経理との業務整理が様々な要因で進まなかった。来年度も引き続き目標として業務
整理を進めていく。
評価項目⑥ 百科事典等古いデータの書籍については未更新。それ以外については順次更新中。
評価項目⑦ 卒業アルバム６冊 DVD 化。
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管理部門
１）結果
重点目標
評価項目①
評価項目②

評価項目③
評価項目④
評価項目⑤
評価項目⑥

評価項目⑦

評価
施策の体系を計画的に実施するために、関係部署と連携を図りながら確実に ３．９
実行できるよう務める。
双輪会・同窓会・鶴見大学・本山との連携を強化する。
４
探究型教育・グローバル教育・ＩＣＴ教育の実践推進のため、２１世紀型教
４
育推進委員会の活動を支援する。
特にグーグル・スイーツの導入を進めるよう努める。
重点教科である理科教育の充実のため、学習進路指導部や教員研修委員会と
４
協力しながら支援する。
文部科学省・スポーツ庁の発信に沿うよう、健全な部活動の基盤整備を進め
４
る。
英語科や国際交流係と連携しながら、国際教育充実をはかる。また、短期留
４
学の実施に向けて、国際交流係を支援する。
就業規則・給与体系を改定する。また、研修制度の充実や「チーム学校」の
体制を整え、教員が教育指導に専念できるような学校組織づくりに向けて努
３
力する。さらに、中期的な展望の下、適切な教員採用ができるよう研究を進
める。
教務部と事務部が連携し、相互の業務の再編をはかる。
４

２）重点目標の総括および各評価目標についてのコメント
重点目標の 施策の体系を工程表に基づきながら、概ね予定通りに実施することができたが、項目
総括
によってはやや遅れているものもあるので、今後重点的に取り組んでいきたい。
評価項目① 双輪会とは、体育祭での受付業務、文化祭での双輪会ブースの担当など、年間を通じ
て委員や役員の方々に協力していただく体制を整えることができた。また、委員の方
々の意見を聞きながら文化教養講座（保護者対象講演会）を実施した。
同窓会には、生徒の部活動のために、予算に「生徒部活動助成金」を計上していただ
いている。今年度は、ソフトボール部に対して、バックネット購入の助成をいただい
た。また、文化祭では例年同様、同窓会の方々の様々な作品を展示する部屋を設けた。
大学との連携は、従来の施設見学会・施設の相互利用・中学受験生対象の歯学部体験
イベントや講師の派遣・文化財学科の体験学習などに加えて、前年に引き続き中高の
文化祭で歯学部のブースを設け、多数の来校者に体験コーナーなどに参加していただ
いた。
本山とは、引き続き「つるみ夢ひろば in 總持寺」に吹奏楽部が参加したほか、生徒
のボランティア活動の一環として、２学年（中２）・４学年（高１）が本山の清掃活
動を行うなど、御忌参拝や耐寒参禅会等の行持も含め、積極的に連携をはかることが
できた。
評価項目② ２１世紀型教育推進委員会の探究型教育・グローバル教育・ICT 教育の各研究グルー
プで、定期的に委員会を開催して諸課題を検討した。ゴールの見えない課題もあり、
試行錯誤をしているが、それぞれのグループのメンバーが率先して、工夫・実践にあ
たった。ICT 教育研究グループでは、グーグルが提供しているクラウドサービスの一
つである「グーグル・スイーツ」の学校導入に向けて検討を進めた。来年度には一部
クラスにおいて試行を始めたい。
評価項目③ 前年度に引き続いて、重点教科として理科を指定し、教員の授業指導力向上をはかる
ため、公的機関や民間企業による教員対象研修会への参加について、教員研修委員会
と連携して支援した。また、理科より提案のあった企画（東京電機大学理工学部准教
授＜応用物理学＞による出張講義「テーマ：流体～いつでもどこでもだれでも生命科
学」）を、学習進路指導部・教務部と連携して実行に向けて支援した。引き続き、理
科教育の充実、理科科目の受験指導力向上をはかるため支援していきたい。
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評価項目④ 生徒や顧問の達成感のある活動とともに、過重な負担とならないような健全な部活動
のあり方について検討し、文部科学省・スポーツ庁・文化庁の通知に基づき、部活動
の休養日や活動時間の規程を整備した。
評価項目⑤ ２１世紀型教育推進委員会のグローバル教育研究グループや英語科と協力しながら、
鶴見にある「横浜市国際学生会館」との連携事業として留学生に協力をいただいてい
る週１回の「イングリッシュラウンジ」は、概ねスムーズに運用できている。
また、国際交流では今年度は４月に、クウェートの学校と半日交流会、６月にはカリ
フォルニアのハイスクールの生徒のホームステイ受け入れを行うことができた。
さらに、今年度から始めた希望者対象のターム留学には１名が参加し、有意義な体験
ができたとのことである。次年度以降も、サポートしていきたい。
評価項目⑥ 「チーム学校」の考え方のもと、学習支援員（チューター）・教育相談支援員・部活
動コーチ・ICT 支援員を配置し、教職員の負担を軽減しつつ、本務である教育力の向
上をはかるよう努めた。
就業規則等の見直しにあたっては、新たに学校規程等作成支援員に資料の収集や文書
の作成を委託し、法人契約の社会保険労務士とも相談しながら、具体的な取り組みを
行った。来年度早々の改定には至らないが、教員の働き方改革の動向も踏まえながら、
今後もスピード感も持ちながらも、慎重に進めたい。
評価項目⑦ 段階的再編の実施を年度当初目標とし、昨年度に引き続き、今年度も論点整理に当た
った。事務部担当部署と教務部担当部署による事務系業務と教育系業務の実態把握お
よび連携可能な範囲についての話し合いにとどまった。
今年度はオーストラリア語学研修旅行の緊急連絡体制のマニュアルの作成が完成し
た。
今後も文部科学省の緊急マニュアルリストに照らし合わせ、不備がないかどうか点検
していく必要がある。
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