
令和３年度（2021年度） 幼稚園評価報告書 

園名 宝塚市立 小浜 幼稚園 園長名 北 聡子 

１ 幼稚園教育目標                                     

たくましく生き抜く幼児の育成 

２ 重点目標                                       

○ 自ら考え、最後までやり遂げる子ども ○ 友達と伝え合い、共に育つ子ども ○ 地域のよさを感じ、地域を愛する子ども             
３ 幼稚園自己評価結果（Ａ：優れている Ｂ：良い Ｃ：おおむね良好 Ｄ：要改善） 

領域 評価の観点及び評価項目 
達成 

状況 
幼稚園の取組状況・改善の方策 

 
４ 評価項目ごとの幼稚園関係者評価 

園 

運 

営 

開かれた 

幼稚園 

づくり 

新型コロナウイルス

感染症対策をしなが

ら、保護者が参加でき

る内容を工夫し、幼稚

園教育への理解を図

る。 

家庭や地域への情報

発信を行う。 

評議員会等を開き、

幼児の姿や行事を通し

て意見を求め、園運営

に生かす。 

Ｂ 

 新型コロナウイルス感染症対策として
園庭での参観を行ったり、時間を短くし

内容を工夫したりするなど、状況に応じ

て、柔軟に実施することができた。 

また、参観日が実施できない時は、学

級だより、ホームページ、ＤＶＤ撮影等

の様々な方法で幼児の様子を伝え、園生

活を知っていただくことができた。 

コロナ禍ではあったが、評議員と連絡

を取り合いながら、幼稚園の状況を伝え

たり、今後の園経営についてご助言をい

ただいたりしながら意見交換を行うこと

ができた。 

 

終息が感じられないコロナ禍である

が、感染対策を講じ、状況に応じて取

組されていることは評価できる。 

ホームページを毎日発信すること

で、保護者が幼児の様子をタイムリー

に見ることができ、楽しみにしている

様子が伺える。降園前に学級の様子を

伝える「ほっとタイム」が、まん延防

止等重点措置の期間中自粛されていた

が、人数を考慮するなど、できる方法

を模索することを希望する。 

今後も保護者や地域に幼稚園の状況

や取組を発信することが課題である。 

子育て支援 

の推進 

新型コロナウイルス

感染症対策を行いなが

ら、未就園児の親子同

士で遊ぶ機会を設け、

地域の子育て支援をす

る。 

定期的に子育て相談

や子育てアドバイスを

実施し、保護者支援を

する。 

Ｂ  新型コロナウイルス感染状況に応じて 

未就園児対象のラッコ教室や園庭開放を 

実施することができた。  ラッコ教室については、参加年齢が幅 

広いため、発達に即した内容を工夫した 

り、外部講師を招いて楽しいひとときを 

もつことができた。  入園・進級当初の相談希望が多く、専 

門の先生に相談することで安心感をもつ 

ことができたようである。園生活に慣れ 

ると相談人数が減少したので、今後啓発 

の仕方を考えることが必要である。 

 

未就園児対象の園庭開放に参加し

たときは、楽しく過ごすことができ

たようであった。 

子育て相談の内容として、在園児

以外のきょうだい関係のことや育児

の悩みなども相談できることを、新

学期当初に知らせてはどうか。また、

啓発の手紙に参加した保護者のコメ

ントを入れるなど、身近に感じられ

る工夫があればいいのではないかと

感じた。 

危機管理 

体制の整備 

実情に応じた危機管

理マニュアルを作成

し、定期的に訓練を実

施する。 

安全対策委員会の中

で、連携強化を図る。 
Ａ 

 幼稚園の実態に照らし合わせ、危機管
理マニュアルを見直し、計画を実施した。

多様な想定を考え、幼児も職員も真剣に

訓練に取り組むことができた。  安全対策委員会に参加し、地域の危険
個所を地域と共有することができた。今

後も幼稚園での防犯に対する取組を啓発

していくよう努める。 

 

 訓練することが必要であり、大切な 

ことなので、今後も継続して取り組む 

ことが大事である。何かあったときに 

は隣接している小学校と連携が取れる 

体制を続けてほしい。  園内にも危険な虫などの掲示がある 

が、今後も幼児に教えたり知らせたり 

しながら、身を守る方法を伝えてほし 

い。 

 

教職員の 

資質向上 

教職員で学び合う機

会をもつと共に、保育

点検を行い、環境構成

や援助について学ぶ。 

Ａ 昨年度の研究からの学びを継続し、保

育カンファレンスを行ってきた。自分の

言葉で保育を語ることを大切にしながら

教師の援助や環境構成について学び合う

ことができた。 

教職員の希望を取り入れた園内研修を

実施したことで、自発的に学ぶ意欲をも

ち、保育に生かす姿が見られた。 

今後も指導を受け入れるようとする姿

勢をもち、教職員が協力しながら幼児を

育てていくよう努める。 

 

 今年度は若い教職員が増えたが、教
職員同士が育ち合っている様子が感じ

られる。  日々忙しいと思われるが、担任の学
びたいという意欲を受け止め、研修を

立案、実施していることは評価できる。  教職員がコミュニケーションを取り
ながら、助け合っている様子が感じら

れる。 

 



教 

育 

課 

程 

幼児期に 

ふさわしい

生活の展開 

個々の幼児のよさを

生かしながら、遊びを

通して年齢にふさわし

い学びが得られる保育

内容を工夫する。 

 

幼児自身が気付いた

り、学んだりできる魅

力的な環境構成や援助

を工夫する。 

Ａ コロナ禍においても幼児の育ちが保

障できるよう、教育課程を実態に合わせ

て見直してきた。定期的に保育カンファ

レンスを行い、幼児の内容を多面的に読

み取り、援助や環境の工夫に努めてき

た。 

実際に見たり感じたりする経験がで

きるよう保育内容を工夫してきた。でき

るだけ異年齢で遊ぶ機会を取り入れ、幼

児同士が自然に関わる姿を大切にして

きた。 

 

４歳児・５歳児の隔たりがなく、全

員が友達であるという意識が、子ども

の話や様子から感じられる。 

教師が異年齢の関係が築けるよう、

子どもたちに適切な言葉を掛けたり、

支えたりしている様子が伺える。 

道徳性の 

芽生えの 

育成 

自然や動植物との触

れ合いを通して、生命

の大切さに気付かせ

る。 

友達との関わりか

ら、自分の思いを伝え

たり、相手を理解した

りする力を育てる。 

Ａ  年間栽培計画を作成し、時期に応じた
栽培を行ったり、ウサギや虫などの世話

を通して命の大切さを感じたりしなが

ら、親しみをもって関わることができ

た。  トラブルがあったときは、思いをじっ
くりと聞き、自分で気持ちを切り替えよ

うとする姿を受け止め、励ますことを継

続してきた。 

 

 自然に興味がもてるよう飼育栽培に
取り組み、実際にさなぎから蝶になっ

た様子を学級で経験することができ

た。このことから生き物の羽化を間近

に感じ、大事に育てたという気持ちを

もつことができたのではないか。  友達との関わりにおいて、相手の思
いを聞いたり、自分の考えを言葉で伝

えたりすることを継続してほしい。 

課

題 

教 

育 

校種間の 

連携 

幼稚園の取組を伝え

たり、関わりが考えら

れたりするときには、

臨機応変に対応し、交

流の機会をもつ。 
Ｂ 感染対策をしながらプレ１年生事業を

実施し、幼児が就学するイメージをもつ

機会となった。また、事前打ち合わせに

おいて情報交換をしながら互いの実態を

把握することができた。小学校とは、密

を避けながらできる交流の在り方を検討

していきたい。 

 

 感染状況が落ち着いた状況をうまく
生かし、プレ１年生を実施し、１年生

への期待がもてたことは評価できる。  隣接する小学校とは今後も良好な関
係を築きながら、状況を見て連携のあ

り方を考えていくことが望まれる。 

人権教育 

人権教育年間計画を

立案すると共に、学級

の課題を随時「なかよ

しタイム」で取り上げ

て実施する。 

教師自身の人権意識

を磨き、人権尊重の姿

勢で保育にあたる。 

Ａ  「なかよしタイム」や人権参観の機会
をつくり、大切なことを伝えたり、アン

ケートを取ったりすることで保護者の意

識を探ったりすることができた。  今後も一人一人が常に人権意識をもち
ながら保育に携わり、職員研修を積み重

ねていくよう心掛ける。 

 人権教育は幼児教育の基本であり、
大切なことである。「なかよしタイム」

はとても素晴らしい取組であるので、

回数を増やしていただくとありがた

い。また、「なかよしタイムだより」も

保護者への啓発になっているため、今

後も続けてほしい。 

特別支援  

教育 

幼児の発達に即した

指導や援助を工夫す

る。 

Ｂ 個別の支援計画を見直しながら、具体

的な手立てを考え、教師間の連携を図り

ながら援助することに努めた。また、保

護者とは、送迎時や電話などで幼児の育

ちや課題を伝え、連携を取るよう心掛け

た。 

 

 個々の特性に合わせて、個別の支援
計画を作成し、手立てを考えながら対

応している様子が伺える。  今後も保護者の方への指導や援助を
お願いしたい。 

 

 

５ 幼稚園評価の実施方法についての幼稚園関係者評価 

 

 

 

 

 

６ 総合的な幼稚園関係者評価 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しながら、適切に実施している。  コロナ禍における保育への取組や行事のもち方を職員間で検討し合い、子どもたちの育ちに必要なことを考えながら取り
組んでいた。 


