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 １ 

令和元年度 江東区立有明西学園 自己評価表 

校長名 本多健一朗   

 目標に向けた取組についての自己評価  
 
  

重点領域１ 有明西学園の特色ある教育の確立【次の一歩、さらに前へ】 

項目 努力指標（教師側） 達成度 成果指標（こども側） 達成度 評語 

１ 

自らの所属する「研究プロジェクト
（英語Ｐ、ＩＣＴＰ、つなぐＰ、オ
リンピック・パラリンピックＰ）」
における、自らの取組に対する肯定
的評価を９０％にする。＜85％＞ 

94％ 

保護者アンケートで、「有明西学園の
特色ある教育」についての肯定的評
価を９０％にする。＜８９％＞ 

99％ Ａ 
２ 

有明西学園の特色ある教育につい
て、有明西学園通信で、年間１０回
以上情報発信する。 

100％ 
超 

３ 
有明西学園の特色ある教育につい
て、有明西学園ホームページで、年
間３０回以上情報発信する。 

100％ 
超 

４ 
学校支援地域本部を立ち上げ、児
童・生徒の活動の支援を２部会で年
間２０回以上実施する。 

200％ 
超 

保護者アンケート「学校支援地域本
部」についての肯定的評価を８０％
以上にする。＜８９％＞ 

111％ Ａ 

＜結果についての分析と改善策＞ 

有明西学園の特色について、保護者から高い評価をいただけている。特に、スマイル・プロジェクト

は 96.1％、オリンピック・パラリンピック教育は 97.4％という結果になっている。英語教育について

は（75.2％）、さらなる充実を図り、児童生徒の資質・能力の向上を図っていく。また、次年度から学

校支援地域本部は、地域学校協働本部となるが、さらに効果的な活動を行っていく。 

 
 
 

重点領域２ 「優しい人」の育成 ～有明の優しい風になる～ 

項目 努力指標（教師側） 達成度 成果指標（こども側） 達成度 評語 

１ 
児童・生徒が主体的に取り組むスマ
イル・プロジェクトの活動を年間１
０回以上実施する。 

100％
超 

児童・生徒アンケートで、「スマイ
ル・プロジェクトについて」の肯定
的評価を９０％以上にする。＜82%＞ 

91.1
％ 

Ａ 

２ 
ランチルーム給食を年間６５回以
上実施し、異年齢での交流の機会の
充実を図る。＜42 回＞ 

64.6
％ 

児童・生徒アンケート「ランチルー
ム給食」についての肯定的評価を８
５％以上にする。＜83.7％＞ 

98.4
％ 

Ａ 

３ 

ふれあい月間（６・１１・２月）に
児童会・生徒会を中心とした、いじ
め対策等に関する活動、あいさつ運
動等を年間３回以上実施する。 

100％ 保護者アンケート「学校は、いじめ
対策について、しっかりと取り組ん
でいる」の肯定的評価を８５％以上
にする。＜８０％＞ 

94％ Ａ 

学校のいじめ防止に関する取組に
ついて、ホームページで年間６回以
上発信する。＜４回＞ 

66.7
％ 

４ 

道徳の授業では、内容項目の「親
切・思いやり(前期課程)、思いや
り・感謝(後期課程)」と「生命の尊
さ、自然愛護」に重点をおいた指導
をすべての学級で行う。（１００％）
＜88.3％＞ 

88.3
％ 

児童・生徒アンケート「道徳の授業
を通して、『思いやりの気持ちをもち
親切にすること』『生命や自然を大切
にすること』について考えを深め、
実践できた」の肯定的評価を８５％
以上にする。＜91.2％＞ 

107.3
％ 

Ａ 
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 ２ 

 

児童・生徒アンケート「教育目標『優
しい人』についての自己評価」の肯
定的評価を９０％以上にする。 
＜90.9％＞ 

101％ Ａ 

＜結果についての分析と改善策＞ 

 スマイル・プロジェクトは児童・生徒、保護者にも浸透し、定着してきており、高い評価とはなって

いるが、成果指標の目標値には届いていない。より児童が主体的に取り組み、楽しさやその良さについ

て実感できるような工夫が必要である。いじめについては、ＳＮＳの取扱を含め、いじめ撲滅宣言等の

取組を行うことができたが、児童・生徒の主体的かつ継続的な取組としてさらに充実させるとともに、

積極的な情報発信を行っていく必要がある。 
 ランチルーム給食は、スタートが遅くなったこともあり、目標回数の実施ができなかったが、次年度
は時程や組み合わせ等を工夫して実施回数だけでなく、質的にも向上を図っていく。 

 
 
 

重点領域３ 「学び深める人」の育成 ～有明から輝く人になる～ 

項目 努力指標（教師側） 達成度 成果指標（こども側） 達成度 評語 

１ 

有西授業スタイルに基づく授業を
すべての授業で実施（①～④の内、
１つ以上を実施）する。 
（１００％） 

100％ 

保護者アンケートで、「有西授業スタ
イルに基づく授業」についての肯定
的評価を８５％以上にする。 
＜８２％＞ 

96％ Ａ 

２ 

前期課程の英語専科（３～６年）、
後期課程の３名の英語科教員によ
る指導を効果的に行い、公開提案授
業を３回以上実施し、９年間を見据
えた英語教育のさらなる充実を図
る。 

100％ 
超 

児童・生徒アンケート「英語がよく
分かる」の肯定的評価の平均を８
０％以上にする。＜78%＞ 

97.5
％ 

Ａ 

３ 

ＩＣＴ機器を積極的に活用し、タブ
レットＰＣの活用、プログラミング
教育についての公開提案授業・研修
を３回以上にする。 

100％ 
超 

保護者アンケート「教師は授業でＩ
ＣＴ機器を活用している」の肯定的
評価を８０％以上にする。＜８６％
＞ 

108％ Ａ 

４ 

国語、算数・数学、英語の授業にお
いて、加配教員やスタンダード強化
講師を活用する等し、個に応じた指
導の学びスタンダードの定着を数
指導の充実を図る。（１００％） 

94.1
％ 

学びスタンダード定着度調査の「国
語、算数・数学、英語」のすべての
平均正答率が、実施全学年において、
江東区の平均を（前期２ﾎﾟｲﾝﾄ、後期
４ﾎﾟｲﾝﾄ）上回る。 

61％ Ｂ 

５ 

「学び方スタンダード」について毎
月の重点目標を設定し、確実に身に
付けられるよう、効果的な指導を実
施する。（９０％）＜85％＞ 

94％ 

学びスタンダード定着度調査の「学
び方スタンダード」の家庭学習の児
童・生徒の自己評価の肯定的評価を
８５％以上にする。＜73.6%＞ 

86.6
％ 

Ａ 

６ 
すべての学級で、昼読書を確実に実
施し、児童生徒が読書に親しむ機会
の充実を図る。（１００％） 

94.5
％ 

児童・生徒アンケート「昼読書にし
っかりと取り組んでいる」の肯定的
評価を９０％以上にする。＜92.8%＞ 

103.1
％ 

Ａ 

 

児童・生徒アンケート「教育目標『学
び深める人』についての自己評価」
の肯定的評価を９０％以上にする。 
＜88.5%＞ 

98.3
％ 

Ａ 

＜結果についての分析と改善策＞ 
 昼読書の取組についての児童・生徒の評価が高かった。さらに意欲的に昼読書に取り組めるよう実施
方法等工夫していく。 
 学びスタンダード定着度調査の平均正答率は目標に達しなかった。また、家庭学習の取組についても
肯定的な回答が少なくなっている。授業改善等を進め、学びスタンダードの定着を図っていく。 
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重点領域４ 「挑戦する人」の育成 ～有明のみんなの夢になる～ 

項目 努力指標（教師側） 達成度 成果指標（こども側） 達成度 評語 

１ 

オリンピック・パラリンピックを経
験した人、目指す人、支える人たち
やアスリートの方々から「挑戦する
こと」の大切さについて学ぶ機会を
年間６回以上実施する。 

100％ 

児童・生徒アンケート「ゲストティ
ーチャーのお話や交流を通して、挑
戦することの大切さを学ぶことがで
きた」の肯定的評価を８５％以上に
する。＜89.2%＞ 

104.9
％ 

Ａ 

２ 

道徳の授業では、内容項目の「希望
と勇気、努力と強い意志(前期課
程)・克己と強い意志(後期課程)」に
重点をおいた指導をすべての学級
で行う。（１００％） 

82.8
％ 

児童・生徒アンケート「道徳の授業
を通して、『夢や目標に向けて努力す
ること』について考えを深め、実践
できた」の肯定的評価を８５％以上
にする。＜86.6%＞ 

101.9
％ 

Ａ 

３ 

パラリンピック競技ボッチャ応援
校として、全校児童・生徒がボッチ
ャを理解し、親しむ活動、障害者理
解につながる学習を年間１０回以
上実施する。 

100％ 
超 

児童・生徒アンケート「東京 2020
大会で、パラリンピック競技『ボッ
チャ』を応援に行きたいですか」の
肯定的評価を９５％以上にする。 
＜81.3%＞ 

85.6
％ 

Ｂ 

４ 

「ＫＯＴＯ☆キッズながなわチャ
レンジ」に全校で、年間４回以上取
り組む機会を設ける。また、その内
スマイル・プロジェクトを活用し、
上級生が下級生に跳び方を教える
機会を１回以上設ける。 

100％ 

各クラスが年間１回以上は、クラス
目標を達成する。＜18／21＞ 

85.7
％ 

Ｂ 

児童アンケート「『ながチャレ』を通
してクラスの助け合う力・結束力は
高まった（学年により文言は調整）」
の肯定的評価の平均を８５％以上に
する。＜84.7%＞ 

99.6
％ 

Ａ 

 

児童・生徒アンケート「教育目標『挑
戦する人』についての自己評価」の
肯定的評価を９０％以上にする。 
＜90%＞ 

100％ Ａ 

＜結果についての分析と改善策＞ 
 オリンピック・パラリンピック教育におけるアスリート等をお招きし、体験を通して学ぶ機会は、児
童・生徒にとって、とても学びが深いものになっている。次年度は、東京 2020 大会の年となるので、
児童・生徒にとって、より実感できる心のレガシーとなるような取組を行っていく。 
 ボッチャについては、様々な機会を通して取組を行ってきたが、今後は日常的にボッチャに取り組め
る場を設定したり、パラリンピックに関われるような工夫をしたりして、より取組を深めていく。 
 

 

【評語】成果指標（こども側）の達成度（実数÷指標）に応じて決定します。 
    Ａ：９０％以上、Ｂ：５０％以上９０％未満、Ｃ：５０％未満 


