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平成 31（2019）年 3月

金城大学附属西南幼稚園

園長 加藤 博

平成 30 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。



2

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「好きなことを見つけ、「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。最終的には、平成 30年

2月 16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校長、金城大

学短期大学部幼児教育学科の教員、本園の前園長の合計 7人に依頼した。評価員の方には、

まず平成 30 年 2 月 16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、全員から返信があった。
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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

・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

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：3人

Ｂ評価：1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：2人

Ｂ評価：2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 ・水あそびをきっかけに、小さな集

団として仲間あそびにも興味を持

つようになった。

・互いにぶつかり合う場面を通じ

て、自分の思いを表現し伝えること

ができるよう援助する。

・異年齢児との関わりを増やし、人

間関係を深める。

3歳児 ・ミニトマトの栽培を通じて、驚い

たり感動したことを友達や教員に

伝え、また共感を得ることで、さら

に自然や生命に対する親しみや畏

敬の念を持つようになった。

・一人ひとりを援助しつつ、クラス

全体の目標を明確に定める。

4歳児 ・園庭にいる様々な生き物を捕まえ

て楽しみ、よく観察し、図鑑などで

調べ、自然との触れ合いを楽しみ、

興味を深めた。

・生き物を大切にする気持ちが育っ

ていくよう援助を続ける。

5歳児 ・毎日のお天気調べを通じて、空模

様だけでなく肌の感覚や、動植物の

様子にも興味を広げ、五感を通じた

自然への関わりを深めた。

・子供同士のやり取りを意識した活

動を今後とも続ける。

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、知識を与え

たり何かを教えることよりも、園児

たちと一緒に体験し、共感すること

の重要性を実感した。

・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（平成 30年 12月 14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 40人）

「あてはまる」 93％（37人）

「だいたいあてはまる」 7％（ 3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 40人）

「あてはまる」 75％（30人）

「だいたいあてはまる」 23％（ 9人）

「あまりあてはまらない」 2％（ 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 40人）

「あてはまる」 75％（30人）

「だいたいあてはまる」 25％（10人）

「あまりあてはまらない」 3％（ 0人）

「あてはまらない」 0％（ 0人）

Ｑ４ 園生活で自己を発揮し、自信を持って行動できるようになってきていますか？（回

答者 40人）

「あてはまる」 73％（29人）

「だいたいあてはまる」 27％（11人）

「あまりあてはまらない」 0％（ 0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」についても、保護者の方々にもおおむね感じていただけた。「自己を発揮し、自信を

持って行動する」という観点については、意識した援助をさらに続けたい。
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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。

Ａ：6人

Ｂ：1人

・一人ひとりをしっかりと見ていただいている。

・少人数教育の良さをアピールしてはどうか。

・少人数教育のデメリットを補う取り組みも必要。

・肯定的な発言をして行動を促す姿勢は手本になっている。

・一人ひとりに接していることで、子供たちは安心し、自

信をつけている。

・愛情をもって接しており、信頼関係が築けている。

・一人ひとりが主人公になっていく姿が追求されている。

【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：6人

Ｂ：1人

・冬になると少し自然との関わりが薄れたように感じる。

・楽しみながら自然や人との関わりを学んでいて良い。

・よく工夫し、様々な体験の機会を与えている。得た体験

を、豊かに表現することも大切。

・年間を通じて計画的に実践していて成果もよく見られる。

・一人ひとりが達成感を感じている。

・家庭でも自然や動植物と触れ合う機会が増えた。責任を

もって世話ができるとさらに良い。

・教えるのではなく、気づくきっかけを作り、「内的時間」

を重視する指導は、科学する心を育てている。

【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：6人

Ｂ：1人

・園の方針や活動目標をよく理解し、子供の成長をよく感

じている。

・ネットワークがよく、信頼関係も築けている。

・家族以外の初めての集団生活の場として、人格形成の大

切な時期に、いい刺激をうけている。

・家庭では得られない体験を実践し、豊かに成長させてい

る。

・共に歩む支援に重点を置いており評価できる。

重点目標や評価項目のあり方 ・あそびを軸とした設定でいい。

・興味あるあそびを追求し、身に付ける学びを大切にして
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ほしい。

・施設や環境についての項目があってもよい。

・「身近な自然とのかかわりの中での育ち」は来期も続け

てはどうか。

学校評価の進め方 ・事前に資料の具体的な説明がもう少し欲しい。

・評価員の人数や人選について工夫の余地がある。

・意見交換の時間を設けてもいい。

評価員 7人全員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、

ほぼ 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１クラス 10名程度となって

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。今年度は「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。

最後に、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。


