
重点目標

達成状況・評価結果 成果や課題、今後の方針　等 評価

＜目標値＞
・学びたいむ実施年間20回以上
・亀中スタＤａｙ実施年間15回以上
・朝読、朝学の取組状況生徒自己評価90%
　87.3%(28年)、90.4%(29年)、89.7%(30年)
・生徒・保護者の授業理解に対する自己評価80%
　生　徒　84.7%(28年)、83.6%(29年)、86.0%(30年)
　保護者　66.0%(28年)、68.3%(29年)、69.0%(30年)

【１】自ら学習に取り組む生徒を育てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校自己評価：Ｂ

令和元年度　亀山中学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅰ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
(1)学力保障の取組を進める。

・学びたいむ実施回数　２６回（12月末現在）
　参加生徒数延べ ５９２人 1年192人、2年201人、3年199人）
・亀中スタＤａｙ実施回数　１１回（12月末現在）
　参加生徒数延べ ２４２人　(1年73人、2年127人、3年42人)

・朝読、朝学の取り組み状況生徒自己評価
←生  徒【全体89.2%、1年92.1%、2年95.8%　3年80.7%】
・授業理解に対する自己評価
←生  徒【全体88.5%、1年85.8%、2年92.3%　3年88.0%】
←保護者【全体70.8%、1年68.4%、2年71.8%、3年72.3%】

・学びたいむが生徒にも浸透してきて参加者数が増えている。来
年度も継続して取り組んでいくとともに、テスト期間前後での連
続した設定も継続させる。

・亀中スタＤａｙは来年度も継続、毎週水曜日を部活動を行わな
い日に設定し、その日を学力補充日に当てて全教師が指導に当た
る。

・朝の取り組みに学年間での差が見られる。その日の生活がス
ムーズに学習へと入っていけるよう継続的に指導していく。

＜行動計画＞
(2)読書習慣の形成を図る。

・国語科、特別支援学級等で図書館を利用した学習ができてお
り、図書館ＡＤの訪問による学習支援回数もおよそ月1回開催。
・生徒の年間読書冊数（１２月末）　７，３０７冊
　5,279冊(28年)、6,692冊(29年)、8,400冊(30年)
・一人当たり年間冊数（１２月末）　１３．１冊
　8.5冊(28年)、11.2冊(29年)、15.0冊(30年)

・図書館利用や図書貸出冊数は昨年より減少したが、近年では多
い数字となっており、年間では目標値をクリアできるものと思わ
れる。昨年から図書館来館者数は計上しなくなっているが、日常
的に図書館に訪れる生徒は多く、学校司書を中心として図書館環
境は整備されている。

・例年読書時間は３年生時に減少する傾向にある。受験に向けた
学習時間の増加によると考えられる。そのため望ましい読書習慣
を１，２年時に定着させていく。

＜目標値＞
・生徒の年間読書冊数（１２月末）6,800冊以上
・生徒一人当たり年間１５冊以上
・朝読書の実施

＜行動計画＞
(3)家庭での学習習慣の定着を図る。

・全国学力調査より
「家で自分で計画を立てて勉強していますか」
　　52.6%（本校）　52.6%（三重県）　50.4%（全国）

・アンケート「家庭で毎日勉強していますか」
＜生　徒＞　69.7%(29年)、67.8%(30年)、71.0%(R元年)
＜保護者＞　54.2%(29年)、57.8%(30年)、61.5%(R元年)

・学習の手引きは毎年見直しを行い、指導の強化を図る。

・家庭学習の習慣化に向けた取り組みが、わずかずつ結果になっ
てきている。来年度も「スタＤａｙノート」の継続した取り組み
を中心に引き続き学習習慣の確立に努めていく。

＜目標値＞
・学習の手引きの見直しと活用
・スタＤａｙノートを活用した全学年統一の取り組み
・生徒、保護者アンケートでの家庭学習実施率60％以上

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

＜行動計画＞
(4)主体的に学ぶ授業を創造する。
　・学力向上推進計画に基づく具体的な取組の推進

「授業の理解度」生徒【88.5%】
     84.7 %(28年)、83.6%(29年)、86.0%(30年)
「授業への集中度」生徒【93.8%】
     91.5%(28年)、92.2%(29年)、93.2%(30年)
「学力が身についている」生徒【85.3%】保護者【68.7%】
　　生  徒　79.3%(28年)、80.8%(29年)、82.2%(30年)
　　保護者　61.8%(28年)、62.7%(29年)、64.6%(30年)

・「授業の理解度」｢授業への集中度」「学力が身についてい
る」のいずれの問いに対しても生徒の回答は向上しており、一定
の評価ができるが、保護者、教職員の回答では、生徒ほど高くは
なっていない。継続した取り組みを行っていく。

・「主体的、対話的で深い学び」について校内研修のテーマとし
ても取り上げて取り組みを開始している。しかしながら授業にお
けるグループ活動、学び合いの活動は、まだまだ改善の余地があ
り、次年度も継続した取り組み課題としなければならない。

＜目標値＞
・「授業の理解度」生徒【85%】
・「授業への集中度」生徒【90%】
・「学力が身についている」生徒【80%】



重点目標

達成状況 成果や課題、今後の方針　等 評価

Ａ

Ａ

・視点生徒の設定とレポート交流　年間２回実施。
・ＱＵ活用研修会の実施。
・いじめアンケート調査と結果に基づく対応。

←生徒【全体94.6%、1年93.7%、2年97.4%、3年93.2%】

←生徒【全体81.6%、1年77.3%、2年80.8%、3年86.4%】

←生徒【全体93.2%、1年90.7%、2年94.2%、3年94.9%】

←生徒【全体90.6%、1年88.2%、2年88.9%、3年94.3%】

・仲間づくりを土台とした学級づくり、学年、学校行事づくりに
取り組んできているが、「学びを通した生徒間の絆づくり」を新
たな課題とし、授業改善とともに強化したい取り組みである。

・視点生徒を設定した学級づくりレポートの研修会を２回実施
し、レポートの内容構成、手立ての検証方法などを学んだ。学級
開きの研修を2月に開催するので、次年度に向けてより実践的な
活動を行っていく。またそのために小学校との連携を大切にし
て、魅力ある学校へとつなげていく。

・「先生に気軽に相談できる」「先生はいじめのない学級づくり
につとめている」｢先生は生徒のことをよく理解している」それ
ぞれのアンケート結果は高い数字となっているが、一人ひとりを
大切にするという観点からすれば、否定的な回答をした生徒に目
を向け、手立てを講ずることができるよう、継続した指導に取り
組んでいく。

＜目標値＞
・視点生徒を設定した学級づくりレポート交流年間２回
・ＱＵ、生活アンケート、学校評価アンケートの活用
　◇アンケート数値目標
「学校生活が楽しい」生徒【95%以上】
　93.0%(28年)、94.6%(29年）、94.1%(30年）
「先生に気軽に相談できる」生徒【70%以上】
　77.7%(28年)、79.0%(29年)、85.4%(30年）
「先生はいじめのない学級づくりにつとめている」
生徒【85%以上】
　85.5%（28年)、91.2%(29年)、95.5%(30年）
｢先生は生徒のことをよく理解している」生徒【75%】
　82.8%（28年)、86.4%(29年)、90.2%(30年）

＜行動計画＞
(2)生き方を学ぶ教育を推進する。

〇１年　・ケータイ安全教室（2月）・交通安全教室（7月）
　　　　・薬物乱用防止教室（6月）・環境学習講演会（11月）
　　　　・歯科講演会（9月）
○２年　・マナー講座（5月）・救急救命講座（6月）
　　　　・性に関する学習（11月）
○３年　・沖縄平和講話（5月）
○全学年・人権学習講演会(11月）青木幸枝氏講演会
　　　　・いのちの日講演会（1月）林みち子氏講演会
　　　　・三送会（2月）　林家菊丸氏講演会（人権落語）

・外部から講師を招いた講演会や授業は各学年の実情に合わせて
効果的に実施することができた。また「人権の日」「道徳の日」
の取り組みも定着してきており、生き方を考えるきっかけにも
なってきている。

・「いのちの日」「人権学習講演会」をはじめとして今後も生徒
の生き方、考え方を深められるような講演会や学習を継続してい
く。

＜目標値＞
・性、進路、共生等生き方を学ぶ講演会の実施
・「いのちの日」講演会の実施

＜行動計画＞
(3)「仲間づくり」を土台とした学級経営を推進する。

【２】人権感覚豊かで、命を大切にする生徒を育てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校自己評価：Ａ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

Ｂ

令和元年度　亀山中学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅱ

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
(1)人権教育を推進する。

・人権教育推進委員会　定例化により週1回開催
・各学年別に人権学習計画を検討し、人権教育推進委員会にお
いて系統性を検討
・亀山中学校校区人権ネットワーク協議会において、人権教育
における小中連携と９か年計画の検討
・「人権の日」「道徳の日」（ともに月１回）の取り組みが定
着し、生徒の人権意識や話し合い活動の力となり始めている。

・アンケート｢人権学習や講演会に真剣に取り組んだか」
　　生徒　90.5％　保護者　83.8％　職員　95.7％

・２月の亀中校区人権ネットワーク協議会で、人権教育９か年カ
リキュラムを具現化できるよう取り組んでいる。次年度はこのカ
リキュラムのもと小中の連携をより一層推進していく。

・人権講演会、命の日講演会などにおいて、生徒の前向きな学習
姿勢が見られた。道徳の本格実施に伴い、人権学習との関連を意
識しながら取り組むことができた。

・校内の活動のほか、ヒューマンフェスタや亀高フレンドリーク
ラブ発表会、いじめ防止サミット、生徒会研修会などの行事、ま
た多くの作文応募などで幅広く活躍する生徒の姿があった。

＜目標値＞
・人権教育推進委員会を週１回開催
・出会い学習、人権フォーラムの開催
◇アンケート数値目標
｢人権学習や講演会に真剣に取り組んだか」【85%以上】
   生  徒  88.2%(28年)、94.6%(29年)、93.7%(30年)
   保護者  80.1%(28年)、83.7%(29年)、83.3%(30年)



重点目標

達成状況 成果や課題、今後の方針　等 評価

【３】自ら考え、主体的に取り組む生徒を育てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校自己評価：Ａ

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
(1)生徒支援体制の充実を図る。

＜目標値＞
・生徒指導委員会、特別支援教育推進委員会を週1回開
催
・生徒アンケート、教育相談の実施と指導への活用
　生活アンケート、教育相談を年間３回実施
｢先生は生徒のことをよく理解」生徒【75%】
　82.8%（28年)、86.4%(29年)、90.2%(30年)

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

Ａ

Ａ

・生徒指導委員会、特別支援教育推進委員会を週1回定例化して
開催し、情報共有と対応について検討。
・生徒指導委員会、特別支援教育推進委員会に取り上げられた
生徒情報は担当から各学年部に伝えるとともに、職員会議でも
情報の共有化を図った。

・生徒アンケート、教育相談をそれぞれ各学期に1回実施(3回）

←生徒【全体90.6%、1年88.2%、2年88.9%、3年94.3%】

・生徒指導委員会、特別支援教育推進委員会を中心に情報の共有
を図り、その対応を検討してきた。外部機関との連携を含めて、
スムーズなつなぎを図れるよう取り組みを継続する。生徒指導案
件の複雑化は今後もより顕著になっていくことが予想される。
個々の教職員の指導力向上とチーム力がかかせない。

・生活アンケート、いじめアンケート、教育相談等による生徒の
状況把握と指導方法の検討は欠かせない内容となっており、２年
度も継続していく。ただし実施するだけでなく、そこから得られ
た情報を共有し、一人ひとりの生徒をより丁寧にみていくことが
できるよう職員研修等も重ねていき、実践へとつなげられるよう
にする。

Ｂ

令和元年度　亀山中学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅲ

＜行動計画＞
(2)生徒会が企画運営する活動を支援する。

・体育祭、文化祭をはじめ学校行事に際して、企画立案、運営
と生徒会を中心とした自治的活動を行うことができた。
・全校による生徒集会の運営などでは、全校生徒が集合整列を
完了した状態で整然とチャイム、開式を待つ状態が続いてお
り、全校生徒及び生徒会本部の意識の高さが感じられる。

・ケータイ預けるDAYの取り組み
　　　　12月末までに　27回実施　平均 64.3%

←生徒【全体91.9%、1年89.9%、2年97.4%、3年89.2%】

←生徒【全体91.1%、1年90.9%、2年92.4%、3年90.3%】

・生徒会本部を中心とした学校、学級のリーダーとなる生徒の果
たしてきた役割は非常に大きく、頼もしくもある。生徒集会の様
子を不変的なものにしていけるよう、指導を継続していく。

・ケータイ預けるDAYの取り組みとともに、１年生は３学期に
ケータイ安全教室を計画している。また２学期終業式には亀山警
察生活安全課長による講話を行い、生徒会活動との連携を図るこ
とができた。

・生徒会が中心となる体育祭、文化祭の企画、運営を今後も継続
していく。全校ムカデの実施に向けて生徒会、教職員、保護者の
それぞれで検討し、より安全性の高い形で実施することができ
た。今後も生徒主体の活動を推進していく。

＜目標値＞
・携帯、スマホの使用時間の制限運動。
　　ケ－タイ預けるDAYの取組　生徒【70%】
◇アンケート数値目標
「校内美化に取り組んでいる」生徒【85%】
  88.8%(28年)、92.3%(29年)、93.2%(30年)
「生徒会活動、委員会活動は充実している」生徒
【90%】
  89.7%(28年)、91.6%(29年)、93.2%(30年)

＜行動計画＞
(3)全校合唱の取組を進める。

・文化祭のほか入学式、卒業式などの学校行事で全校合唱の取
り組みを継続してきた。

・文化祭では、合唱コンクールに向けた活動を通して学級づく
りに取り組んだ。

・入学式、卒業証書授与式、文化祭などの学校行事の中で、全校
合唱の取り組みを継続させている。学校の伝統となっている取り
組みを今後も大切にしていく。

・各学級での合唱コンクールに向けた活動が、学級づくりに大き
く寄与している。次年度の取り組みでも継続させていく。

＜目標値＞
・各学級での合唱コンクールに向けた話し合いと練習。
・生徒集会で行う文化祭に向けた全校歌練習。



重点目標

達成状況 成果や課題、今後の方針　等 評価

【４】生徒が参画する地域、保護者との結びつきを強くする取組を進める。　　　　　　　　　　　学校自己評価：Ｂ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

令和元年度　亀山中学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅳ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
(1)地域行事、ボランティア活動の参加を促す。

・福祉委員会による福祉施設訪問・ボランティア活動
　8/19～8/23 福祉委員会主催による市内福祉施設訪問活動
  参加生徒数23名　協力：亀山市社会福祉協議会
　安全の里、亀寿苑、野村きぼう苑、亀山DSC、花しょうぶ苑、
　つくしの家、愛の里
・10/21 赤い羽根共同募金活動　参加生徒12名
・その他　各まち協等が主催する夏祭り等への参加生徒多数

←生  徒【全体52.9%、1年44.9%、2年67.5%　3年48.6%】

←生  徒【全体74.6%、1年73.3%、2年76.9%　3年74.0%】
←保護者【全体71.5%、1年69.3%、2年74.9%、3年70.8%】
　※全国学調より　三重県56.8%   全国50.6%

･夏季休業中の一日福祉体験以外にも、地域行事にスタッフとし
て参加したり、地区の清掃活動に参加したり、部活動の発表の場
として参加するなど幅広く活躍する場があり、地域とともに活動
する生徒が増えている。人権サークルの活動も活発でこうした活
動をさらに拡大していきたい。

・ボランティア活動、地域行事への参加ともに教職員は80%以上
の手ごたえを感じているが、生徒、保護者においては、肯定的意
見が少なくなっている。ボランティア活動や地域行事等への参加
が定着してきていることは感じられるが、全体的な傾向というよ
り、意識の高い生徒が活動を継続しているのではないだろうか。
学校内での広報活動を広げ、より一層の参加を推進していく。
（三重県、全国との比較ではかなり高い）

＜目標値＞
・地域行事、福祉活動、ボランティア活動への参加。

◇アンケート数値目標
「福祉活動､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加」生徒【50%】
　55.6%（28年)、55.4%（29年)、55.7%(30年)
「積極的に地域行事に参加」生徒・保護者【75%】
　生　徒　78.0%(28年)、79.3%(29年)、78.6%(30年)
　保護者　66.4%(28年)、69.3%(29年)、71.2%(30年)

＜行動計画＞
(2)学校だよりやＨＰでの学校情報の発信に努める。

・学校だよりは１２月末現在で９号発行し、部活動での活躍や
行事の様子をはじめ、学力調査の分析など学校の様子を発信し
てきた。

・学校ホームページは、頻度は多くないものの行事のたびに更
新を重ね、情報発信することができた。また学校自己評価につ
いても初めて掲載した。

←生　徒【全体92.4%、1年88.3%、2年96.2%　3年93.3%】
←保護者【全体85.9%、1年84.9%、2年84.3%、3年88.3%】

・15の地区協議会からなる亀山中学校みんなで育てる教育推進協
議会が学校、保護者、地域住民の三者が協力して、生徒の成長を
支援する組織として立ち上がり、20年近くになる。また時代の流
れとして学校運営協議会設立の声もきかれている。いずれにせよ
「地域に開かれた学校づくり」のために、今後も地域、保護者と
の連携をさらに推進していく。

・今年度の学校ホームページは、大きな行事ごとに更新を重ねて
きた。学校自己評価も初めて掲載しており、いくらか昨年の反省
を生かすことができた。次年度においてもさらに積極的な更新を
心がけ、情報発信に努めていく。

＜目標値＞
・学校だよりの定期的発行と、各自治会への配布。
・ＨＰを随時更新し、タイムリーな情報発信。
◇アンケート数値目標
「学校の様子を知らせているか」生徒保護者【85%】
　生　徒　90.3%(28年)、90.7%(29年)、92.3%(30年)
　保護者　82.1%(28年)、77.9%(29年)、82.8%(30年)

＜行動計画＞
(3)授業、行事の公開と学校改善の取組を進める。

・土曜授業3回実施　①6/15　②11/16　③2/15（予定）
　※来校者数　①6/15…70名　②11/17…13名
・体育祭　 9/23　来校者数…約600名 ※2日延期
・文化祭　10/26  来校者数…約500名
・人権講演会　11/16　来校者数…13名
・命の日講演会　1/14 　来校者数…5名
・三送会講演会　2/27

・来年度については振替を伴わない土曜授業は実施しないことが
決定している。。「地域に開かれた学校づくり」の取り組みとし
て学校開放の場や方法を引き続き検討していく。

・学校行事や講演会には多数の参加があり、好評であった。次年
度も生徒や地域の実態に合った内容で取り組んでいく。

＜目標値＞
・土曜授業の公開やフリー参観を実施する。
・学校行事の積極的な公開。
・寄せられた感想や意見を検討し、学校運営に反映させ
る。



重点目標

達成状況 成果や課題、今後の方針　等 評価

Ｂ

Ｂ

【５】教職員が働きやすい職場をつくる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校自己評価：Ｂ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

令和元年度　亀山中学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅴ

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
(1)総勤務時間の縮減を図る。

・時間外勤務状況（4月～12月）52.6ｈ(R1年)
　　　　　　　　57.1h(28年)→58.9h(29年)→58.8ｈ(30年)
・有給休暇取得状況（4月～12月）13.9日(R1年)
　　　　　　　　14.0日(28年)→14.2日(29年)→14.1日(30年)
・定時退校日達成率　53.9％
・月80h以上の職員　70人（12月末現在）104人（30年度12月
末）
・衛生推進委員会（20回：12月末現在）4回（30年度12月末）

・勤務時間の縮減、適正化は校務運営の中で大きな課題といえ
る。いくらかの改善が見られたが、今後も個々の勤務状況の把握
にとどまることなく、校務改善、働き方改革に取り組んでいかな
くてはならない。

・有給休暇取得状況、定時退校日達成率はともに数字が改善され
ていないが、時間外勤務時間の減少から考えると個々の働き方の
工夫があるものと推測される。

＜目標値＞
・総勤務時間９．２％縮減（３０年度比）
・定時退校日の設定　達成率７５％
・月平均時間外労働時間を５時間（１人）縮減
・月８０時間超の時間外労働者数年間延べ人数１００人
・年間休暇取得日数を１人１日増加
・衛生推進委員会の開催（学期に１回以上）

＜行動計画＞
(2)意欲が持てる職場環境づくりに努める。

・勤務における満足度　73.3％（R元年）
　　　　　64%(27年)→57%(28年)→54%(29年)→74%(30年)

・校内研修の満足度　100％

・28年度、29年度と50％台にとどまっていた教職員満足度が、昨
年から2年連続して73％となり、目標値を上回っているが、依然
として高い数字ではない。今後も引き続き、組織的な対応、職員
一人ひとりを大切にし、支え合える職場環境を目指していく。

・校内研修満足度は100％（１月調査実施）、主体的、対話的で
深い学びの実現に向けて、次年度も継続した取り組みを続けてい
く。またその中で学び合いを通した「絆づくり」を仲間づくり、
国際理解など本校の課題と重ねながら、取り組んでいく。

＜目標値＞
・教職員満足度７０％以上
・校内研修の満足度８０％以上
・自己目標設定シート及び面談の効果的な活用


