
　

１　幼稚園の教育目標　・・・・・・・　　　　明 る く　素 直 な子　

２　本年度の重点目標　・・・夢中になって遊ぶ子　　

（Ｎｏ．１）
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３．保育者としての
能力や良識・適正 2.4

個々に合った対応を考え、
上手くいった時には知らせ、
共有しあっている。

①　より高度な専門知識
や技能を身につけようと
研修研鑽している

本や新聞を読んで情報を得
ているが、講演会等にも参
加していたい。

２．保育の在り方・子
どもへの対応

①朝の登園時には特に
視診を大切にし、子ども
の体調が悪くないか確か
める

朝だけでなく、保育中の
ちょっとした変化や異変にも
気付けるよう努力している。

3.3

・「子どもの気持ちに共感しながら一緒に遊ん
でいる」の項目、子ども達の遊びに加わり、遊
びの一員者となるように心掛ける。教育の原
点である。子どもは遊びの中で自分を出し、思
いを表現する。子ども理解面でもとても大切な
事である。
・生き生きとして活動している園児の姿から保
育者の日常の指導の積み重ねが見られる。
・「子ども」とは？…　常に自分へ問いかけをし
て自分なりの答えを導き出してください。
・子どものケガや体調について先生が気になっ
た時にはこまめに連絡をくれるなど保護者との
連携を大事にしてくれていると感じる。遊びの
時間は楽しく明るく、注意や指導は必要な厳し
さで接してくれていると感じる。しかし、一部で
そう感じられない対応があったと聞くこともある
ので残念。園長、副園長と子どもの関わりを保
護者が目にする機会が少ない。

②見えないところで活動
している子どもについて
も、その活動の様子を予
測できる

全体を見回す目を養い、目
が行き届くようにしたい。

③子どもの気持ちに共感
しながら、一緒によく遊ん
でいる

子ども達の遊びに加わりな
がら、教師も遊びの一員者
になるよう心掛けている。

④教職員全員が、全園
児について、ある程度理
解しているよう様々な工
夫をしている

④指導計画は教育要
領・教育課程・子どもの
実態などをベースに考え
作成している

５領域を大切にしながら、学
年で実態をもとに保育してい
る。

⑤幼児の発達や生活を
見通して環境構成をして
いる

ブロック研修の公開園になり
改めて確認し、柱を立てて
取り組んだ。

⑥保育を見せ合い検討・
反省・評価を加え子ども
の生活と自分の保育に
繋げている

園内研修で自己反省や問
題提起をし、お互いの刺激
の場となっている。

意　　見

１．保育の計画性

①園の教育理念・教育
方針を理解している

理解しているつもりだがまだ
勉強が必要である。

3

・五領域を指導計画に取り入れる事、体験を通
して子どもを育てることは素晴らしい方針であ
る。また、カリキュラム・指導計画がしっかりし
ていることは活動をしていくうえでの指針とな
る。そのベースに立って職員全員が教育目標・
重点目標の意図するもの、思いを共通理解す
ることにより組織としての意味ある教育になっ
ていくと考える。
・教育目標や重点目標を通して育てたい力を
明確にして具体的に指導に取り組んでいる点
が高く評価できる。
・日々の指導に追われがちだとは思います
が、保育士としての資質は忘れずに養ってくだ
さい。
・学年毎発達段階に応じた具体的な目標があ
り、その達成に向けて子どもへ声かけや励まし
などしている姿が見られている。⑥の評価が低
めになっている計画立案→実施→評価のサイ
クルを個人で行うだけでなく、他の教員と共に
行うことで視野が広がり自身の保育を見直す
きっかけにもなると思う。

②幼稚園教育要領を理
解していると思う

勉強不足である。読み返し
ていきたい。

③園の教育課程を元に
保育の計画を立てている

カリキュラム・指導計画がしっかりして
いる為、揺るぎなく日々の保育をして
いる。

平成28年度　こばと幼稚園 教育活動等に対する学校評価書
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・思いやりのある子
・進んで運動や遊びに取り組む
・自分で考え、のびのび表現できる子

※評価点　4（十分に成果があった） ・ 3（成果があった） ・ 2（少し成果があった） ・ 1（成果がなかった）

評 価 対 象 評 価 項 目
自 己 評 価 学校関係者評価委員会

幼稚園としての反省と改善策
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６．研修と研究

①自分の保育の在り方
や悩みについて、他の教
師または主任と話し合う

相談しやすい環境。学年主
任が主となりまとまっている
と思う。

3.3

職員の人間関係が基本である。何でも話せ
る、相談できることが個々の職員の力を発揮し
やすくすることにつながっていく。
・自己研鑽を忘れずに努力を惜しまない。

②園の遊具や教材につ
いて様々な利用方法に
ついて研究している

前日と変わっている部分や
劣化など見落とさないように
したい。

③保育の専門知識や技
能の他に、趣味や読書・
ボランティア活動などに
関心がある

興味はある。それと結びつく
習い事もしていきたい。

５．地域の自然や社
会との関わり

①園へ見学に来た人に、
園の教育方針等を質問
されても、きちんと答える
ことができる

曖昧な返答にならないよう
に把握し、わかりやすく丁寧
な説明をしていきたい。

3.5

・これからは益々地域との連携が大切になって
くる時代である。地域に開かれた学校（園）を
目指す必要性がある。
・安心・安全に心掛けましょう。
・公園への散歩や、遠足など積極的に園外に
出て活動を行っており、自然との関わりなども
多く持てていると思う。保護者を含め広く意見
を集め（意見箱の設置など）よいものは取り入
れ改善すべき所は考えられると良い。

②子どもの教育のため
に、利用したい地域の施
設や機関について理解し
ている

新聞やニュースに目を通し、
新しい場所の発掘や、その
特徴を調べていく。

③地域開放や子育て支
援について、具体的な形
や内容を理解している

今後も「ちびっこ開放日」の
充実をはかっていきたい。

3.3

・保護者のクレーム、要望等はまずは受け入
れる姿勢で話をすることが大切である。個々の
生活により感じ方は様々である。初めから決
めつけた捉え方は不信感につながる。その上
に立って報告連絡相談をして答えることが大
切である。
・降園時の子どもへの指導や親への対応を
時々見る事がある。そこでの交通指導や親へ
の対応は適切である。
・常に冷静に対応してください。
・会話も丁寧で、電話・連絡帳などで当日～翌
日までには返事や連絡をくれ素早く対応して
頂けている。相談などの窓口がほぼ担任に
なっており、負担が大きいのではないかと思う
こともある。学校では学校カウンセラーなども
置いており担任以外の相談できる場があれば
助かる人もいるのではないかと思う。

②保護者の要望を受け
止めて実行する場合は、
教育的な意義付けをはっ
きりさせる

今後も、ねらい・目的は何か
を明確にした上で、要望等
をできるだけ聞き入れたい。

③保護者の住所・電話
番号など、個人情報の管
理については園の方針
に従う

今後も、細心の注意をはら
い、園のマニュアルに従って
適切に処理していきたい。

④保護者との会話は、正
しい日本語・敬語で語り
かけ、相手の話も落ち着
いて聞く

おかしな日本語になってい
る時もあるので気を付けた
い。

⑤保護者からのクレーム
には、まず謙虚にその話
を聞き、上司に連絡・報
告・相談をする

自分一人で考え込まずほ
う・れん・そうを大切にしてい
る。

４．保護者への対応

①個々の子どもの様子
は、直接保護者に話した
り、電話・連絡帳等を使
い伝え合っている

その日の子どもの成し遂げ
た事を伝えることで、保護者
も関心が高まってよい。

３．保育者としての
能力や良識・適正

②子どもや、保護者との
対応には、公平さをかか
せないようにする

努力はしているが、保護者
と意思疎通が出来ず、悩ん
だ時があった。

2.8

・「子どもや保護者との対応には公平さを欠か
さないようにする」の項目は大変難しい面があ
る。同じ対応をしていても、子ども・保護者の感
じ方によって違いが出てしまう。また、子どもは
一人ひとり違うため対応が違って当たり前な面
もある。大切なのは、子ども、保護者との人間
関係づくりである。
・職員の全体研修や学年研修を通して育てた
い力を具体的に踏まえて取り組んでいることが
協議の中で知ることができた。
・一歩一歩着実に実力をつけていきましょう。
組織が大きくなればなるほど人間関係が難しく
なります。それぞれの立場で親密に連絡を取
り合ってください。
・子どもの成長について常に喜んでくれている
言葉や対応はいろいろな場面で見ることがで
きる。健康管理の点では学級閉鎖が多く流行
期にマスクをしていない先生や園児も見られ
た。子どもが集団で感染する場で仕方ない部
分もあるが、感染拡大予防の対策には検討し
た方が良いのではないかと感じた。

③自らの健康に配慮し、
爪が伸びていないか等、
保育上での安全性にも
気をつけている

健康管理には、気を付けて
いるつもりだったが、体調を
崩してしまった。

④教職員全員と親しく付
き合い、片寄った人間関
係を作らない

仲の良さから、安心しすぎて
しまい、言葉遣いが悪くなっ
てしまっている。

⑤子どものささやかな成
長が理解できて、それを
喜ぶことができる

縦割りで育っていくことが多
くあるので、見守りながら成
長を感じている。

⑥幼稚園の子どものこと
だけでなく、自然や社会
の出来事にも興味があ
る

新聞やニュースに目を通し、
保育に取り入れられること
は積極的に取り入れたい。

評 価 対 象 評 価 項 目
自 己 評 価 学校関係者評価委員会

幼稚園としての反省と改善策 意　　見


