
⼼情 意欲 態度 の育成
A ほぼ達成   （8割以上） 出席者
B 概ね達成   （6割以上） 幼稚園関係者   5名
C 改善の余地あり（4割以上） 幼稚園職員    3名
D 問題がある  （4割未満）

番号 評価項⽬ 現状と課題 具体的内容 評価項⽬の達成状況 達成度 次年度への課題 学校関係者評価実施⽇（令和2年3⽉5⽇）
◎教育⽅針・教育⽬標の具体化 ⼼の⼒、学ぶ⼒、体の⼒の基本が個々に育ちに⾒合っている。
①⼼を育てる（根っこを育てる） ⽇常の挨拶、⽴ち振る舞い等が⾒についたと思う。
 教育と体験の重視 ⼩学校へ⾏ったら、下級⽣になり、上下関係をお話ししていただきたい。
②思いやり、意欲、態度の育成 ⼊園後、挨拶の習慣が⾝に付き嬉しく思う。
③指導計画の実践 先⽣の声掛けの指導で、⾃分から気づく⼦どもに育ってきた。

積み重ねにより、家でも椅⼦に座り、⾃ら本を読み学習するようになった。
⼼の根っこを育てる視点を職員が意識して保育する。 意欲も出てきてメロディオンの練習をし、⾳感が⾝についてきた。

学年⽬標を明確にしていく。 プールの回数を増やしてほしい。（⽔温・気温の問題がある）
時間をかけての指導で、なぜいけないのか、他者への思いが育ってきた。

④具体的⽣活習慣の⾃⽴ 先⽣⽅の挨拶を⾒て、先⽣⽅の声掛けで挨拶が丁寧にできるようになった。
スポーツなど個⼈差を⼤切にした指導の⼤変さが理解できた。

園全体の⽅針として⾏う。
⑤⼈権教育の徹底と重視
⑥園内研修の充実

◎園児の健康・安全の徹底 感染症の予防を徹底していく 個⼈差を踏まえ、指導を徹底していく。 先⽣⽅の⽬が⾏き届く⼈数なので安全⾯では、安⼼して預けられた。
①健康・安全教育の重視 危険と思われるときには先⽣⽅が煩雑に声掛けしている姿を何度も⾒かけた。
②施設・設備等の安全重視 感染防⽌ための保護者協⼒を⾏う。

前例のない感染症対応等、園からの指導のもと、家庭でも協⼒していきたい。
感染症の園の発⽣状況をHP等で発信していただき家庭でも対策していきたい。

砂場・堰堤の⽇常点検の実施
猫の糞対応に苦慮している

◎幼稚園⾏事の⼯夫 ⼦ども達の育ちに良い影響を与えている。
 と⼦どもの育ち クラス毎のつながりと⼩さいクラスと接する事で⼦どもの成⻑に繋がったと思う。

季節に合った貴重な体験ができた。（芋ほり・餅つき）

◎家庭・地域との連携 保護者の協⼒と理解が得られた。 園便りの⽬標、キラキラルーム、学級便りで⼦どもの様⼦を知ることが多い。
①⼩学校との連携 ⼩学校の交流体験に参加している.。 園での様⼦やケガなど連絡していただきありがたい。
②保護者⾏事・保護者参観の⼯夫 バス通園者には⾯談を増やしてほしい。

園だより等が改善され配布物がわかりやすい。
⼦どもの不安解消に繋がる連携が求められる。 申し込み等は早めに知らせて欲しい。
保護者の⾏事協⼒は職員の指導と協⼒が求められる。 保護者役員を平等性を考えて欲しい。

遠⾜の場所を毎年変えてほしい。（マンネリ）

◎⼦育て⽀援の充実 年⻑組を中⼼にリトミックの継続を⾏う。
（親⼦プレイ教室） 園⻑コーナーで、紙芝居、ロゴ画を継続的に⾏った。
①未就園児保育による保護者⽀援 担当職員の設置と系統的計画の流れを作成する。
②預かり保育の充実 本園の特⾊を⽣かした内容を深める。

費⽤の問題を考慮し⼯夫が求められる。
8時からの預かり保育対応 低年齢児の⻑時間保育の対応⼯夫が必要である
緊急時の受け⼊れを⾏ってきた 学年差に注意し、園児の経験の共通化を図る。

会計・庶務学級事務を適切に⾏う。 学園の指導で適切に⾏われている。 職員と事務で連携を図り実践していく。

情報関係 園便りにその⽉の集⾦の詳細を載せてほしい。
（公⽂書・HP活⽤・保護者間）

ライン等の注意
プライバシーの保護 駐⾞場がないので写真はネット販売してほしい。

⾏事でよかったのは夏祭りの年⻑の踊り、美術展の体育館展⽰、⾳楽会のハンドベル等は⼯
夫されていた。

園児の安全を優先した研修を実践して
いる。

チームティーチング⽅式を取り⼊れ⼦ども同⼠の⾔動を丁
寧に⾒ていく。
園児の事故対応、保護者対応など、当⾯の課題を研修で深
めていく。

健康で安全に通園できることが⼤事。⼦供たちのためにいろいろな配慮や指導をいただき安
⼼して通園でき感謝している。

運動会では体の⼒、美術展では幼児期の独特な感性を⾃由に描いた絵、発表会では舞台でた
くましく姿⾏事ごとに⼦どもの成⻑を感じることができた。⾏事経験は⼦供たちの⾃信につ
ながり、これからの成⻑が楽しみ。
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安全⾯の個別指導は丁寧⾏い、必要に応じ援助をに⽇常的
に⾏う。

新潟合宿は⼀⽣の思い出となった。先⽣⽅の準備やご苦労に感謝。親元を離れた⼀泊の体験
は⼦供の⾃信を持ち、⼼の成⻑が⾒られた。
今できること、頑張ること、親が協⼒できること、挨拶、返事、⾝の回りの始末は家でも積
極的にかかわっていきたい。

お知らせは、お便りにすべてのせてほしいという意⾒と⽂章がたくさんあると⾒ないという
意⾒があった。

視聴覚教材の⼯夫で⾒学者等に教育内容を有効に伝達して
いく。

保育者の学年別、個別的かかわり⽅を⼤切にし、丁寧に指
導していく。

職員同⼠の気づきや⼩さなことでも丁
寧に扱い即改善していく。

インフルエンザ、ノロウイルス、蔓延
を防ぐために保護者の協⼒を得られて
いる。
警察、消防の指導を受け、定期的に実
践してきた。
事故防⽌の徹底を随時指導し、職員の
意識の⾼揚を務めていく。

⼿洗い、うがい等の基本的指導を徹底
してきた。

避難訓練、地震訓練、誘拐防⽌指導を
関係機関の協⼒で実施。

インフルエンザ等の蔓延を防ぐためために保護者の協⼒を
徹底する。

園⾏事に伴う模擬店の在り⽅として、美術店等⾏事の⽬的に合わせ、沿わないものは⾒直し
てよいのでは

⾏事の⽬的を押さえ、学年ごとに、⼦どもに体験させたい
こと、育てたい。

通園バスの安全指導、徒歩通園者の通園路等の安全指導を
⾏う。

継続で実施し、⼦供の特性を理解しながら、危険な場合を
想定し実施していく。

安全指導は各学級で⽇常的に指導し、、⾏動の仕⽅を守ら
せていく。

A

感染症の管理が徹底していて感染症の蔓延防⽌に効果が出ていて流⾏を防いでいる。その
為、安⼼して幼稚園に通わせることができる。

星野学園幼稚園令和元年  幼稚園評価シート

3・4・5歳児の活動や内容のつながりをさらに充実させて
いく。
園⽬標の評価を園便り、HPで公開（⼦どもの育ち）の写真
等で具体的に⽰す。
ヨコミネの教育の計画指導と⼦どもの個⼈差を丁寧に捉え
ていく。

A

評価の視点を⼦どもに育ってほしいこと、育ってきたこと
の共通理解を深めていく。

 ⽬指す幼稚園像

 本年度の重点⽬標
家庭・地域との連携を図り、教育活動の理解と協⼒を得る。

元気で明るい⼦ ⼼の優しい⼦ 創造⼒の豊かな⼦ 意欲的に取り組む⼦
国、県、市、学園の⽅針を基に地域、保護者のニーズに対応した幼稚園教育を進めて⾏く。
体験活動の重視と⽣きる⼒の基礎指導を発達に応じて指導を深める。

学年ごとの育ちと指導の⼯夫を共通理
解し体験を積み重ねる計画にしてい
く。

教育⽅針を保護者に、学級懇談会、園
便りで知らせ、理解と協⼒を得てい
る。

指導計画に基づいた指導がほぼ出来
た。

保育者の意識の持ち⽅で変容が⾒られ
る。

週⽇案による評価・計画と⾏事評価な
ど全職員で話し、共通理解のもと進め
ている。

教育⽬標を具体化し学級経営に⽣かし
ている。

教育⽬標を学年ごとに具体化し学年の
育ちを丁寧に⾒てきた。

ヨコミネ⽅式の教育の実践で意欲や⾃
信が育ってきている。

幼稚園⾏事や参観を通して、⼦供の育
ちを伝えてきた。
年齢、個⼈差を考慮した指導実践を⾏
い、学年の育ちが⾒られた。

全⼈教育の理念を重視した⼼の教育

年中組を中⼼にリトミックが好評で親
⼦で楽しめた。 園⻑コーナーを作り、紙芝居、ロゴ画

を継続的に⾏った。

在園児との交流で、在園児が⼩さい⼦
のお世話をすることで優しさや思いや
りの⼼が育ってきた。

三歳児と交流を持ち、ヨコミネの⽂字
遊びやお遊戯などを楽しめた。

教務会計を職員が⾏うことが求められ
る。

園児の怪我、急病等の情報を保護者と
蜜に連絡できるようにする。

保護者徴収の使途や会計報告の改善を
図る。

保護者の多様なニーズに対応してき
た。（⻑時間保育・緊急時の受⼊）

在園児と未就園児との交流は異年齢の
良い体験となった。

在園児との交流を進め、園の特⾊を⽣
かしたプレー教室を実施できた。

6

個⼈情報の使途を⽂書で必ず書き、扱
いの共通理解を徹底する。

HPには保護者に了解を得て積極的に⼦
供の育ちを発信している。
園便り等発信側と読む側の関⼼度にズ
レも⾒られる。

学園監査を毎⽉受け、正確に処理され
ている。

親⼦プレイ教室を利⽤し、在園児との触れ合いが楽しく⼊園後も楽しく園⽣活を送ることが
できた。⼊園前に園の様⼦がわかり親も安⼼して通わせることができた。

⼦どもの体験の場お増やし、特に年
中・年⻑の共通体験が必要である。

⼦どもの体験を重視した内容の⼯夫改
善がされた。

⾏動体験を通し、年中、年少児からは
憧れの気持ちが育った。

⾏動を具体的に⼦供の視点で改善する
ことで、⼦どもの意欲や育ちが確かめ
られた。

運動会、発表会、⾳楽会など⼦どもの
興味を⼤切にした内容の改善を図っ
た。

休⽇参観を重視し、保護者の利便性を
重視してきた。

保護者のニーズに答えられるに内容の
改善を図ってきた。

⾏事中⼼の参観が多い。保護者参加の
⾏事等も求められる。
地域⾏事に参加している。（団地敬⽼
会、⽼⼈施設訪問）
⼩学校の授業参観・給⾷参観が求めら
れる。

園便り、学級便りの読みやすい、わかりやすい⼯夫が求め
られる。
⽂字を読まない、多忙で⼀⽉単位の計画を把握できない保
護者が多くなつている。

バス通園が主流で保護者とのコミュニ
ケーションが不⾜している。

定員枠を超えた場合は職員増で対応し
てきた。

4

5

三歳の新⼊園児の⻑時間保育への配慮
が必要である。※午睡等

休⽇⾏事等、振替休⽇の利⽤者が増加
している。

施設・設備⾯での点検や事故防⽌に⼗
分配慮している。

⼦どもたちの主体的な取り組みや異年
齢のかかわりが育ってきた。

家庭訪問、⾯談、連絡ノート、電話連
絡等で保護者との連携を深めた。
⾏事役員・職員のコミュニケーション
が図れた。

⾊々な場⾯想定と⽇常訓練を⾏い問題
点等を改善していく。
視聴覚教材活⽤による⽇常指導で命の
⼤切さを知らせていく。
室内、テラスなどを⾛ってはいけない
指導を徹底してきた。

1

2

3

⽇常の中で相⼿が傷つく⾔動を⾒逃さ
ない指導に努めている。
必要に応じ短時間の中でも、職員の意
欲を⾼め合う研修を進めている。

名前の呼び⽅や⽤語等その都度改善を
図った。

学年単位、個別的な指導の継続性が必
要である。

挨拶、⾝の回りの始末、姿勢、靴を整
えるなど⽇常の⽣活習慣を発達の応じ
て指導してきた。
⽇々の実践から職員の共通理解を⾏っ
てきた。

職員が共通理解を持ち、⼩さなことを
繰り返し丁寧に指導していく。

安全に対する訓練は⽇々の指導と関係
機関の協⼒を得て⾏い⾝に着けてい
く。

職員の協⼒と共通理解が⼤切なので⼦
供の楽しみや興味を中⼼に、⼦供を育
てる視点で⾏事を進めていく。
⾏事の⽬的を押さえ年ごとに⼦どもに
体験体験させたいこと、育てたいこと
を丁寧に指導していく。


