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令和 2（2020）年 3 月 

金城大学附属西南幼稚園 

園長 水上 和子 

 

令和元年度 金城大学附属西南幼稚園 学校評価報告書 

 

はじめに 

 幼稚園は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行ない、その結果に基づき学

校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなけ

ればならない（学校教育法、学校教育法施行規則）。 

 

 幼稚園における学校評価は、以下の 3 つを目的として実施するものとされている（文部

科学省『幼稚園における学校評価ガイドライン[平成 23 年改訂]』）。 

①各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達

成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継

続的な改善を図ること。 

②各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説

明により、適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等から理解と参画を得て、

学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること。 

③各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措

置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること。 

 

 評価の形態には、以下の 3 つがある。 

①自己評価：各学校の教育活動などの状況について自ら行う評価（法令上、実施および公表

の義務がある） 

②学校関係者評価：保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、

自己評価の結果について行う評価（法令上、実施および公表の努力義務がある） 

③第三者評価：学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、自己評価や学校

関係者評価の実施状況を踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について専門的視

点から行う評価（法令上の義務付けはない） 

 

 今年度、本園では「自己評価」および「学校関係者評価」を実施した。本報告書はこの 2

つの評価結果と今後の改善方策を取りまとめたものである。 
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実施概要 

●自己評価 

 今年度の自己評価は、重点目標として「あそびが充実し、学びが深まる教育」の実践を掲

げ、到達目標は「好きなあそびを見つけ、「安心」「熱中」のもと、あそびを展開する」とし

た。評価視点として「身近な自然との関わりの中での育ち」を掲げ、評価項目は「あそびの

中で十分に体を動かす楽しさを味わう」、「教師や友達と一緒にあそびを進めて行く楽しさ

を味わう」、「身近な自然や動植物に触れて生活し、その大きさ・美しさ・不思議さなどに気

づく」、「身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊さに気づき、いたわったり、大切に

したりする」、「身近な自然現象に興味をもって関わり、自分なりに比べたり、関連付けたり

しながら、考え・工夫して遊ぶ」、「好きなあそびを十分楽しみ、のびのびと表現する楽しさ

を味わう」6 項目とした。評価指標としては「努力指標」、「成果指標」、「保護者満足度指標」

の 3 指標を設定し、自己評価活動を行った。 

 評価の流れは、毎月の月案（ひと月の教育計画）、毎週の週案（１週間の教育計画）を作

成し、これらの結果の振り返りを通して自己評価を繰り返し、12 月には全員参加で振り返

りを行い、またその内容について専門家から助言と指導を頂いた。さらに 2 月には各クラ

ス担任が「自己評価表」および「自己評価シート」を作成し、保護者を対象として実施した

アンケート調査の結果も踏まえて自己評価結果を取りまとめた。 終的には、令和 2 年 2 月

15 日に保護者に対して結果の報告会を実施した。 

 

●学校関係者評価 

 評価員として、ＰＴＡ会長を含む保護者の方 4 人、隣接する松陽小学校の教頭、本園の前

園長の合計６人に依頼した。評価員の方には、まず令和 2 年 2 月 15 日の保護者対象の自己

評価結果報告会に出席いただいた。その後、学校関係者評価委員会を開催し、自己評価結果

や園の取組に対する意見をいただいた。評価員には評価票への記載を依頼し、後日、返信が

あった。 

 

結果 

●自己評価結果 

①全体的な自己評価 

・教育目標：一人ひとりの個性をのばしながら、人間形成の基礎を養い、自主的にあそべる

子どもを目指す 

・重点目標：あそびが充実し、学びが深まる教育 

・評価視点：身近な自然との関わりの中での育ち 
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・評価項目： 

＊あそびの中で十分に体を動かす楽しさを味わう 

  ＊教師や友達と一緒にあそびを進めて行く楽しさを味わう 

  ＊身近な自然や動植物に触れて生活し、その大きさ・美しさ・不思議さなどに気づく 

  ＊身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊さに気づき、いたわったり、大切に 

   したりする 

  ＊身近な自然現象に興味をもって関わり、自分なりに比べたり、関連付けたりしなが 

   ら、考え・工夫して遊ぶ 

  ＊好きなあそびを十分楽しみ、のびのびと表現する楽しさを味わう 

 

評価指標 実現状況の達成度判断基準 自己評価

（※） 

【努力指標】 

 幼児の心に寄り添い、その幼児の良さ

を認め、一人ひとりを生かした集団形成

をしながら人とかかわる力をつけてい

く 

 園内外の自然環境を把握し積極的に

取り入れ、幼児が好奇心や探求心をもっ

て見たり触れたりするなど、幼児の体験

を豊かにする環境をつくり出す 

Ａ：十分達成されている 

Ｂ：達成されている 

Ｃ：あまり達成されていない 

Ｄ：取り組みが不十分である 

Ａ 

Ａ評価：4 人 

【成果指標】 

 好きなことを見つけ「安心」「熱中」の

もとあそびを展開する 

↓ 

 身近な自然と触れ合う体験を積み重

ねながら、自然への気づきや動植物に対

する親しみを深める 

         ↓ 

 自然への関わり・生命尊重 

Ａ：ほとんどできている 

Ｂ：できている 

Ｃ：あまりできていない 

Ｄ：できていない 

Ｂ 

Ａ評価：2 人 

Ｂ評価：2 人 

【保護者満足度指標】 

 園生活を通じて、わが子のみんなの中

の一人として成長を感じ、満足している 

Ａ：十分満足している 

Ｂ：満足している 

Ｃ：やや不満である 

Ｄ：不満である 

Ｂ 

Ａ評価：1 人 

Ｂ評価：3 人 

（※）自己評価の結果は、各クラス担任（4 人）の評価から総合的に判定した。 
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②各クラス担任等による取組状況・自己評価 

クラス等 取組状況・自己評価等 課題・改善策等 

満 3 歳児 ・野菜を育て食べる経験が、友だち

への思いやりを育むきっかけとな

り、トラブルがあっても教師の声掛

けで気持ちを切り替え、謝ることが

できることが増えてきた。 

・２人という少人数クラス運営の難

しさを感じ、異年齢とのつながりを

大切にした。 

・今後より大きな集団生活に入って

も積極的に様々なことに興味を示

し、仲間や教師と関わりを深めて、

自己を発揮できるよう援助する。 

3 歳児 ・虫取りを通して１学期は教師に頼

ることが多かったが、２学期にはお

互い協力できるようになり、友だち

との関係が広がってきた。 

・環境の作り方で子どもの遊びの盛

り上がり方が全く異なるため、子ど

もの興味、関心を持続させ、どのよ

うに発展させるかが今後の課題。 

4 歳児 ・子どもが生き物に興味を持つまで

待ち、どのように接したら良いか

を、自分で考えられるように見守る

ようにした。 

・大人の言葉かけで子どもの心が動

くので、慎重に言葉をえらびたい。 

5 歳児 ・子どもが生き物に対して興味を持

ち、観察し、疑問を持って考えたり、

知りたいと思えるような保育を心

掛けた。 

・じっくり時間をかけて深めさせた

い思いがあったが、継続した時間を

取ることが難しかったことが課題。 

総括 ・身近な自然との関わりの中での育

ちを支援していく中で、子どもの経

験の成果ではなく経験のプロセス

を知り、子どもが選んだ環境を援助

することの重要性を感じた。 

・園児たちの豊かな感性が育ち、「主

体的で深い学び」への意欲が高まる

よう、さらに努力を重ねる。 
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③保護者アンケート結果（令和 2 年 1 月 31 日実施） 

Ｑ１ 本園の教育は、幼児の心に寄り添い、幼児の良さを認め、一人ひとりを生かした教育

ができていると感じますか？（回答者 31 人） 

  「あてはまる」  81％（25 人） 

  「だいたいあてはまる」 19％（ 6 人） 

  「あまりあてはまらない」  0％（ 0 人） 

  「あてはまらない」   0％（ 0 人） 

 

Ｑ２ 身近な自然事象や動植物などに好奇心や探究心を持って関わり、気づいたことや考

えたことを、自分なりに言葉などで表現する姿が見られますか？（回答者 31 人） 

  「あてはまる」  58％（18 人） 

 「だいたいあてはまる」 39％（12 人） 

 「あまりあてはまらない」  3％（ 1 人） 

 「あてはまらない」   0％（ 0 人） 

 

Ｑ３ お子様の姿や会話から以前に比べ身近な自然や動植物に対して興味・関心を持つよ

うになったと感じますか？（回答者 31 人） 

  「あてはまる」  74％（23 人） 

 「だいたいあてはまる」 23％（ 7 人） 

 「あまりあてはまらない」  3％（ 1 人） 

 「あてはまらない」   0％（ 0 人） 

 

Ｑ４ お子様の姿や園での活動を通して、保護者自身が身近な自然や動植物に対して興味・

関心を持つようになったと感じますか？（回答者 31 人） 

  「あてはまる」  55％（17 人） 

  「だいたいあてはまる」 42％（13 人） 

  「あまりあてはまらない」  3％（ 1 人） 

  「あてはまらない」   0％（ 0 人） 

 

 保護者アンケートの結果、保護者はおおむね本園の教育成果を評価していただいている

様子がうかがえた。また、今回、評価視点として掲げた「身近な自然との関わりの中での育

ち」については、保護者に育ちをおおむね感じていただけたようであるが、更なる向上を目

指して、意識した援助を続けていきたい。 
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●学校関係者評価結果 

評価項目 評価 感想と所見 

【教師の質】 

 幼児の心に寄

り添い、その幼児

の良さを認め、一

人ひとりを生か

した集団形成を

しながら人とか

かわる力をつけ

ていく。 

 園内外の自然

環境を把握し積

極的に取り入れ、

幼児が好奇心や

探求心を持って

見たり触れたり

するなど、幼児の

体験を豊かにす

る環境をつくり

出す。 

Ａ：4 人 

 

・園児の自主性を大切にして良い方へ導いている点が評価

できる。 

・園児の疑問を拾い、興味を深めさせ、体験の質の向上につ

ながる指導をしている。 

・個人の特性を認め、理解して日々子どもに寄り添ってくれ

ていると感じた。 

・担任外の先生でもクラスを越えて子どもを見てくれてい

ると感じ安心感がある。 

・子どもの好奇心や探求心をもっと活躍させてほしい。 

・一人ひとりをよく見てくれている。 

 

 

【教育】 

 好きなことを

見つけ、「安心」

「熱中」のもとあ

そびを展開する。 

身近な自然と触

れ合う体験を積

み重ねながら、自

然への気づきや

動植物に対する

親しみを深める。 

   ↓ 

自然との関わり・

生命尊重 

 

Ａ：４人 

 

・動植物に触れる中で、生命の大切さや食への興味を育て、

責任を持って関わる教育がなされていると感じた。 

・自然や動植物にあまり積極的ではない子の様子や対応な

どについて知りたい。 

・動植物に対する親しみから大切にすることも学んでいる

ように思う。 

・家ではできない動植物の世話を園児が協力して行ってい

て、良い経験ができていると思う。 
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【保護者理解】 

 園生活を通じ

て、わが子のみん

なの中の一人と

して成長を感じ、

満足している。 

Ａ：４人 ・子どもの成長、園への感謝が伝わった。 

・園生活を通して子ども自身が安心して意見を言えている

と思う。たとえそれが通らなかったとしても、みんなのこと

を考えたり、自分自身が成長できる良い機会になると保護

者は思っていると思う。 

重点目標や評価項目のあり方 ・すばらしい目標だと思う。 

学校評価の進め方 ・色々な方からの意見が聞けて勉強になった。 

・小学校の先生からの意見を聞けてよかった。 

・配付資料に目を通す時間があまりないのが残念であった。 

 

 評価員４人から評価票を返信いただいた。結果は、3 つの評価項目すべてにおいて、A 評

価であった。また、「感想と所見」の記載や、委員会当日のご意見は、おおむね園の取組に

対して肯定的に評価していただけた。近年、園児数が減っており、一人ひとりをいかした教

育は実践できているが、集団形成という視点からはさらに取組の工夫が必要かもしれない。

園児募集に努めるとともに、少人数教育のより良いあり方について、検討を進めたい。 

 

おわりに 

 自己評価に関して、ここ数年は重点目標として「あそびが充実し、学びが深まる教育」を

掲げ、主に教育課程・指導の質の向上を目指して取り組んできた。２年間に渡り「身近な自

然との関わりの中での育ち」に視点をおき、園教育をすすめてきた。園児だけでなく、われ

われ自身も自然から学ぶことは多いと実感した。自然との関わりについては、今後とも重視

していきたい。 

 学校関係者評価では、評価員の方々から様々なご意見とエールをいただき、心強さを感じ

ることができた。また新しい取り組みに関するヒントもいただき、今後の園教育の展開を考

えるうえで参考としたい。 

 第三者評価は今回実施しなかった。今後は数年に一度、評価項目を厳選して実施したい。 

 

 後に、今回の学校評価にあたり、快くご協力をいただいた評価員の方々ならびに、一年

を通してあたたかいご支援とご協力をいただいた保護者の方々にも、心から感謝の意を表

します。ありがとうございました。 


