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令和４（２０２２）年３月 

金城大学附属西南幼稚園 

園長 水上 和子 

 

令和３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、実施及び 

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、実施及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」及び「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 

 （１）教育の質・教育・保護者理解について 

  教育理念として「あそびが充実し、学びが深まる教育」、また、令和３年度の重 

 点目標として「身近な人との関わりの中での育ち～言葉の伝え合い・豊かな感性と 

 表現～」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いく楽しさを味わう」、「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」、「教 

師や友達と心通わせる中で、豊かな言葉や表現を身に付け、経験したことや考え 

たことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合 

いを楽しむ」、「心動かす出来事などに触れ、感性を働かせる中で、感じたことや考 

えたことを、自分で表現したり友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現す 

る喜びを味わう」の５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いた

だいた。さらに、２月には各クラス担任が「自己評価表」及び「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。 

 （２）環境・衛生管理について 

     今年度新たに評価項目を新設し、評価の対象とする取組内容を「マスク着用」、

「体温測定」、「消毒」、「水質、照度、空気検査」、「安全点検」、「プール衛生点検」

の６項目とした。また、評価指標は計画どおり実施できたかどうかとし、自己評価

を行った。 

 

例年、保護者に対しては報告会を実施しているが、新型コロナウイルス感染防止のため

報告会は中止とし、保護者代表としてＰТＡ会長と母親代表に書面にて報告した。 

また、報告書については、幼稚園にて閲覧できることを保護者全員に通知した。 

 

 

● 学校関係者評価 

   評価員は、ＰＴＡ会長を含む保護者２人、隣接する松陽小学校の校長、金城大学短期 

大学部教員の合計４人に依頼した。新型コロナウイルス感染症対策のため、評価員には 

書面にて自己評価結果を報告するとともに、評価表への記載を依頼した。 
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＜結果＞ 

● 自己評価結果 

① 教育の質・教育・保護者理解についての自己評価 

○ 教育方針：あそびの中に学びがある。 

○ 教育目標：一人ひとりの個性を伸ばしながら、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。 

○ 教育理念：あそびが充実し、学びが深まる教育。 

○ 令和３年度の重点目標：身近な人との関わりの中での育ち 

～言葉の伝え合い・豊かな感性と表現～ 

○ 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いく楽しさを味わう 

          ＊ 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 

          ＊ 教師や友達と心通わせる中で、豊かな言葉や表現を身に付け、経

験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意し

て聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむ 

＊ 心動かす出来事などに触れ、感性を働かせる中で、感じたことや 

考えたことを自分で表現したり友達同士で表現する過程を楽しん

だりし、表現する喜びを味わう 

  

評価指標 実現状況の達成度判断基準 自己評価

（※） 

【努力指標】 

 教師との信頼関係のもと、安心して園

生活を送る中で、経験したことや心が動

いたことを教師や友達に伝えたくなる

ような生活や、あそびが充実した環境を

整える。 

子どもが何を感じ、何に気づき、どん

な連想をしているのか、子どもの表現か

らそれに至るまでの過程を読み取る「子

ども理解」を深める。 

 

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 

↓ 

 受け止め、認められる経験を積み重ね

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 
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「伝えたい」、「知りたい」という気持ち

や通じ合う喜びや心地よさを感じる。 

自分達の力で形になっていく経験か

ら、心の育ちを深め、言葉や表現の豊か

さが深まる。 

        ↓ 

 言葉による伝え合い、豊かな感性 

【保護者満足度指標】 

 園生活を通じて、わが子の「皆の中の

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 

Ｂ評価：４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。 

 

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 教師との１対１の言葉のやり取り

から、友達の存在に気づいたり、友

達の思いを知り、友達を受け入れ気

にかけようとする姿が見られるよ

うになった。 

新入園児の園生活の安定に重点を

置いたことで、在園児の「したい」

という気持ちに十分に応えられて

いないという課題が見えてきた。一

人ひとりに向き合った丁寧な言葉

がけと共に、子どもたちと楽しい気

持ちを言葉で共有することで、あそ

びを通した子ども同士の関わりが

広がるように援助していきたい。 

３歳児 園児の表現方法については、大きな

個人差があり、園児同士で上手く気

持ちを伝えきれずにいたが、皆が一

緒に楽しめる環境作りを大切にし

た。そうすることで、相手に一生懸

命伝える姿が見られるようになり、

教師と一緒にやりたいことを実現

するという経験をすることで、あそ

びの意欲が深まっていった。 

自分の思いをなかなか上手く表現

できない園児に対して、寄り添い、

耳を傾け、思いを受け止め、教師と

園児が信頼関係を築き、なんでも伝

えたいという存在となれるよう、丁

寧に関わり、心が豊かになる教育、

保育活動を目指していきたい。 

４歳児 年中になり、しっかりしなければい

けないという気持ちを園児同士で

指摘し合うこともあったので、意識

し過ぎず、気持ちにゆとりを持たせ

るよう気をつけた。進級当初は、自

少人数クラスなので、友達や教師に

言葉で伝えやすく、また、教師も子

どもたちの姿や園児同士のやりと

りを把握しやすい環境ではあるが、

思いや考えが一方的に偏りやすく
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分の話は聞いて欲しいが、相手の話

を聞くことができない、やってみる

前からできない、などと消極的な姿

も見られたが、運動会などの大きな

行事を友達と取り組み、意欲や友達

に優しい声掛けなども聞かれるよ

うになった。 

もあり、自分の意志よりも友達の機

嫌を見て流される様子があらゆる

場面であったので、相手の気持ちを

考え、伝えていけるように様子をみ

ながら援助していきたい。 

５歳児 集団でのあそびが主流となり、その

あそびについての目的や期待感を

持つようになったが、その場をまと

めるということがまだできず、思い

通りにことが進まずにいた。リーダ

ーシップをとる園児もいたが、気持

ちが皆に届かずにいたので、お互い

の声掛けを提案したり、話し合う機

会を設け、友達の思いを理解するこ

とで、その後、協力する姿が見られ、

日に日に成長の姿が見られている。 

少人数ということもあり、子どもた

ちにとっては多種多様な発想や考

えに出会うことができないので、言

葉で表現することを丁寧に働きか

け、教師も一緒になって考え、学び

を深めたいと考える。 

総括 子どもたちが安心して過ごせる幼

稚園とするために、教師は気持ちを

受け止め、丁寧に関わり、言葉掛け

をすることで、安心して自分を表現

し、思いを伝えたり、他者の思い等

を知り、受け入れることができるよ

うになり、友達と遊びを膨らませ、

達成感、満足感を味わい、意欲が深

まっていった。 

少人数保育では、自分の思いが伝わ

りやすい環境になるため、思いや考

え方が偏りやすくならないよう、ま

た、相手の思いに流されやすくなら

ないよう、子どもたちと様々な気持

ちを言葉で共有し、子ども同士の関

わりが広がるよう意識して援助し、

異年齢の関りも深め、互いに育ち合

える環境を整えていきたい。 

 

 

③ 保護者アンケート結果（令和４年１月１５日実施） 

Ｑ１ 本園の教育方針「あそびの中に学びがある」。子どもたちは幼稚園でたくさん 

  あそび、学んでいると感じますか？（回答者 28 人） 

      「あてはまる」    93％（26 人） 

      「だいたいあてはまる」   7％（ 2 人） 

      「あまりあてはまらない」   0％（ 0 人） 

      「あてはまらない」    0％（ 0 人） 
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Ｑ２ 言葉による伝え合いや、豊かな感性と表現を育むためには、どちらも安心して

自分を出せる環境が必要です。幼稚園は、お子様にとって安心して自分を表現で

きると感じますか？（回答者 28 人） 

      「あてはまる」    86％（24 人） 

 「だいたいあてはまる」  14％（ 4 人） 

 「あまりあてはまらない」   0％（ 0 人） 

 「あてはまらない」    0％（ 0 人） 

 

Ｑ３ 伝えたい思いが溢れていても、その思いを言葉だけで表現することは大変難し

いです。子どもの言葉に丁寧に耳を傾け、受け止めたり、問いかけたり、応えた

りしながら、援助し、子どもが自分で伝えていくことが大切です。教師は、お子

様にとってそのような存在であると感じますか？（回答者 28 人） 

         「あてはまる」    86％（24 人） 

 「だいたいあてはまる」  14％（ 4 人） 

 「あまりあてはまらない」   0％（ 0 人） 

 「あてはまらない」    0％（ 0 人） 

 

Ｑ４ 友達同士の関係が深まると、子どもは遊びや生活の中で、心が動いた経験など

を「みんなに伝えたい」と思うようになります。入園、進級当初より友達との関

係が深まっていると感じますか？（回答者 28 人） 

「あてはまる」    86％（24 人） 

 「だいたいあてはまる」  14％（ 4 人） 

 「あまりあてはまらない」   0％（ 0 人） 

 「あてはまらない」    0％（ 0 人） 

 

Ｑ５ お子様は集団生活の中で、教師や友達と様々な経験を積み重ね、心身ともに成

長していきます。「楽しい」だけではなく、頑張って乗り越える姿や、「こういう

力を育みたい」という教師の思いや取り組みなどが園のおたよりなどから伝わ

りますか？（回答者 28 人） 

         「あてはまる」           82％（23 人） 

         「だいたいあてはまる」     11％（ 3 人） 

         「あまりあてはまらない」    7％（ 2 人） 

         「あてはまらない」     0％（ 0 人） 
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Ｑ６ コロナウイルス感染対策により、園行事や活動に様々な変更が生じています。

園はできる範囲の中で工夫ができていると感じますか？（回答者 28 人） 

      「あてはまる」           79％（22 人） 

      「だいたいあてはまる」        14％（ 4 人） 

      「あまりあてはまらない」    7％（ 2 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。 

 

④ 環境・衛生管理についての自己評価 

  ○ 評価指標：環境・衛生管理に関する事項について、計画とおり実施できたかどうか 

         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：取組が不十分である 

○ 自己評価：Ａ 今年度は年度当初に予定した計画を全て実施することができた。 

 

 

● 学校関係者評価結果 

評価項目 評価 

【教師の質】 

  昨年度の課題から「教師の関わり方」、「子どもを読み取る力」

を更に高める。 

１．保育内容、ケース会議、カンファレンスを丁寧に行い、教

師間の共通理解・幼児理解を深める。 

２．金城大学短期大学部「村上先生」による園内研修を定期開 

催し、教員の質の向上を図る研修テーマ  

～教育の現状、新要領の示すもの～ 

３．外部研修に参加し、教師の質の向上を図る。 

Ａ：３人 

Ｂ：１人 

【教育】 

  昨年度同様、「身近な人との関わりの中での育ち～言葉の伝え 

合い・豊かな感性と表現～」に教育テーマをおき、日々の教育に 

取り組む。 

１．個の姿やクラスの姿を読み取り、関わりや環境を整える。 

２．記録から、読み取りや幼児理解、振り返りを行い、しっか 

りと次の教育に返していく。 

３．自己評価の実施、自己評価シート作成、教育活動の成果や 

課題点を明確にすることにより、しっかりと次年度の教育 

に繋げていく。                      

Ａ：３人 

Ｂ：１人 
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【保護者理解】 

幼稚園教育の保護者理解・幼児理解・家庭教育の深まりを図る。 

１．連絡帳やクラスだよりを通して、個の姿やクラスの様子 

を細やかに伝える。 

    ① 教師の思いや願いを伝える。 

    ② 結果だけではなく、そのプロセスを伝える。 

    ③ どういった学びや成長に繋がるのか伝える。 

２．場合により、電話で伝えたり、直接話し合う場を設ける。 

３．行事を通して園での様子を見ていただく。 

４．保護者アンケート実施 

Ａ：１人 

Ｂ：３人 

【環境・衛生管理】 

１．マスク着用（園児 → スクールバスの中、職員 → 常時） 

２．体温測定（検温カード） 

３．消毒（手指、玩具、保育室） 

４．水質、照度、空気（二酸化炭素濃度）検査 

５．安全点検（遊具点検 → 破損個所取り換え） 

６．プール衛生点検 

Ａ：３人 

Ｂ：１人 

【感想と所見】 

※ 重点目標、到達目標等において個々の教師がきちんと見つめ、年間通して熱心に 

取り組んでいることがよくわかる。一貫性と組織的取組、ＰＤＣＡサイクルを意識 

して今後も努力してくださることを期待している。 

※ コロナ禍で制限も多い中、目標達成のために様々な手法を用いて取り組んでいた 

だけた。ただ、教師とじっくりお話しする機会が少なく感じたので、保護者アンケ 

ートにもあったように個人懇談があると喜ばれると思いました。 

※ 保護者アンケートのＱ５（頑張って乗り越える姿や、「こういう力を育みたい」と 

いう教師の思いや取り組みなどが園のおたよりなどから伝わりますか？）で「あま 

りあてはまらない」と回答をしている方がいました。少ないパーセントですが、大 

切な内容であるため、向上して欲しいと思いました。 

 

  

評価員４人からの評価について、４つの評価項目において、概ねＡ評価であった。 

また、「感想と所見」の記載から、園教育をより向上させるためのアドバイスもいただ

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。 
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＜おわりに＞ 

  本園は、教育理念として「あそびが充実し、学びが深まる教育」を掲げ、主に教育課程・

指導の質の向上に取り組んでいる。令和３年度は、重点目標を「身近な人との関わりの中

での育ち～言葉の伝え合い・豊かな感性と表現～」と掲げ、教育活動を進めてきた。 

令和４年度以降の２年間の重点目標は、令和３年度までの重点目標の『身近な人との 

関わりの中での育ち～言葉の伝え合い・豊かな感性と表現～』を、更に深化させ、『「少

人数保育の中で学びを深めるためには、どのような環境や経験が必要であるか。」を探

り、見つけ出し、子どもたちの育ち合いで高めていくこと。』を重点目標として設定 

した。 

  本評価においては、評価員の皆様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、新しい取組に関するヒントもいただき、今後の教育活動の展開を

考える上で参考としたい。 

 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、本評価に当たり、快くご協力をいただいた評価員の皆様及び一年を通して温か

いご支援とご協力をいただいた保護者の皆様に、心から感謝の意を表します。 

 


