
　

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 2.2

徒歩での登降園なのでいろいろな学
年の子ども達との係わり触れ合いの
機会がある。また教師同士が子どもの
エピソードを気軽に話せる環境である

①より高度な専門知識
や技能を身につけようと
研修・研鑽に励んでいる

様々な研修に参加しいろん
な事を勉強することが出来
ているのでどんどん吸収し
ていきたい

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

目を見て、朝の挨拶をし、挨
拶をすることで子どもの体調
を把握しスキンシップをとっ
ている

4.0

（１）先生がいつも明るくしっかり挨拶してくれ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
登降園の様子等、先生がとても元気よく明るく
子どもたちに接している姿が好印象。
（３）見えないところでの活動を知ること、予測
することは、大変難しいこと。日々の活動を継
続的に観て記録することが重要です。記録す
ることをこれからも続けたらよいと思います。
（４）子どもについて、体調・態度を初めとした
多くの事に気を付けて対応されている。
（５）先生も子ども同士も、全学年よくわかり
合っているので安心です。
（６）すごく褒めてくださるので、その子のレベル
にあった指導、そして集団としての行動へとつ
なげていただくことが毎日見られて、とても子ど
もの自信につながっていると思います。
（７）子供が成長してから、また座禅をしたいと
思うようになればよい。

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

視野を広くして子どものいる場所
の把握。また担任がつけないと
ころに目を向け講師として大事な
役割だと思い気を付けている

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

子どもの遊びたい遊びに寄り添
い思いを尊重することを心掛け
た。また、輪に入ることが出来な
い子は特に声を掛け一緒に行動
するようにした

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

子どもの実態・成長段階も考慮
し活動内容を計画している。他に
も季節の行事・その時期にしか
経験出来ないものを取り入れて
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

その時々の発達・実態だけ
でなく、その先を見通した環
境構成をしていきたい

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

園内研修などを行い、教師間で
互いの保育について意見を出し
合い勉強し自分の保育へ生かそ
うと努力している

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

年度当初全体で理解を深
め、時に見つめ直し保育に
活かすように心がけている

4.0

(1）教育目標・重点目標も素晴らしく、是非これ
からもこの目標で運営願います。
（２）しっかりした年間計画を立て、それに基づ
いた活動をしていてよいと思います。
（３）行事がとても充実していて素晴らしい。
（４）運動会、発表会といった大きな行事だけで
はなく、四季の伝統行事を残していただきあり
がたいです。
（５）季節の行事は家庭内で減ってきているの
で、３か年繰り返すことで覚えていくので、これ
からも大切にしていただきたい。また、目標を
持って取り組む行事が多く、鼓笛・三角積木・リ
ズム・制作活動で達成するという気持ちを感じ
させてくれる面がありありがたい。
（６）園内研修は、貴重な機会です。大変忙しい
中ですが、是非続けて欲しいと思います。
（７）選ばれるこども園を目指して頑張ってくだ
さい。

②幼稚園教育要領を理
解していると思う

５領域に沿い指導計画を立
てているので引き続き行い
たい

③園の教育課程を元に
保育の計画を立てている

年次会で教育課程を確認し、そ
れに沿った計画をしている。ま
た、園の特色は大事にしている
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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

アドバイスをもらえる環境で大変助
かっている。失敗しても次に生かそうと
いう気持ちになれる。また後輩の相談
にものる立場にもなっていきたい

3.5

（１）園全体が多忙化とは思いますが、教員の
外部研修等に十分配慮ください。
（２）　教室の子どもの作品など、とても工夫さ
れ教材研究がなされていると思います。
（３）参観で体育遊びを見せていただく機会に
は、先生の引き出しの多さに、毎回びっくりして
います。
（４）救急車適正利用のポスター掲示をお願い
するかもしれませんが、よろしくお願いします。

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

教材について試行・研究してから
活動に生かせるかどうかを考え
ている。引き続き様々な活用の
仕方を研究していく

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

趣味を充実させることはでき
ているが、それを保育に生
かせるような努力をしていき
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

今後もきちんと園の教育方
針など伝えられるようにして
いく

4.0

（１）毎日の登降園時は、地域とのふれあいの
一番のチャンスです。明るい挨拶をこれからも
続けてください。
（２）スポレクなど、とてもよい。今後も続けられ
たらと思います。
（３）地域の行事等にも積極的に参画し、よく頑
張っていると感じています。
（４）地域の行事への参加はとてもありがたい。
行事が活気づきます。

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

地域の公園には散歩によく
出掛けているが、他の施設
については今後知識を深め
るように努力したい

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

分からないことも多いので、
今後調べたり、理解に努め
たい

4.0

（１）保護者同士でも距離感が難しくなってきて
いる中、先生方の対応が大変なのはよくわ
かっています。①の評価が低いようですが、行
事や参観、面談を通して一人一人の様子は伝
えていただいています。
（２）いつも丁寧に対応されていると思います。
（３）保護者に対し、いつも丁寧に対応してくだ
さっている。何でも話せる、何でも相談できる環
境にあると思います。
（４）保護者としっかりした信頼関係の構築がで
きていると思います。
（５）保護者の声を聞く、聞けることがいつでも
できる組織的な体制が必要です。愛育会、保
護者会はよい機会です。是非、継続して欲しい
と思います。

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

意義付けを考える際、周り
の職員に相談しより意味の
ある要望の実現ができるよ
う心掛けている

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

個人情報の扱いには今後も
十分気を付けていきたい

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

保護者とは丁寧な対応をしたい
と考えているが、正しい日本語敬
語での語りかけには欠けている
と思うので気を付けたい

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

小さな事でも報告・連絡・相
談を大切にしている。クレー
ムだけでなく要望、子どもの
悩みなども同じである

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

子ども達の頑張っている姿
や成長をもっと伝えていき保
護者との係わりを大切にし
ていきたい

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

各々の家庭環境やお子さんの状況や
実態に合った対応にする必要があっ
ても公平さを欠かさぬよう心掛けてい
る

4.0

（１）地域の人たちにも先生が明るく挨拶してく
れています。その姿を見て、子どもたちも人懐
こく声をかけてくれます。
（２）子どもを理解することを重要視する姿勢が
はっきりできていて素晴らしい。
（３）烏帽子山登山など、とてもすごいと思いま
す。怪我のないようにこれからもよろしくお願い
したい。

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

引き続き自己管理に努め、
安全に配慮していく。

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

挨拶など相手の先生や周り
の先生は勿論自分自身も心
地よい環境で過ごせるよう
な人間関係を心がけている

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

引き続き、全教職員がこの
気持ちをもって、子ども達と
係わっていきたい

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

もう少し自然や社会にも目を
向け自分の視野を広げ知識
を増やしたいと思う

評 価 対 象 評 価 項 目
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


