
評価項目 本年度の活動（具体的な手立て）と指標 達成状況および成果と課題 （学校関係者評価） 今後の改善点
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令和３年度　すずか幼稚園・第2すずかきしおか幼稚園　学校関係者評価書

①③セルフチェックは軌道修正には効果的だ
と思います。
②入園前は園の雰囲気等を知るためにHPを
閲覧したが、入園後はHPを閲覧することが少
なくなった。そのため、HPが更新されているこ
とも知らなかった。
②どのように効果を検証するのか検討を重ね
て頂きたい。
②グランドデザインの公表は、これから幼稚
園を探す親にとっては、たくさんの幼稚園の
HPを見たりするので、すずか幼稚園を選ぶ１
つの材料になって良いと思う。
②保護者の反響を知りたいので、ぜひ行って
いただきたい。
②グランドデザインは、教育活動の向上だけ
でなく園児募集にも影響があると思います。
よって、自己評価をする際にも関連づけられ
ると良いと思いました。
③行動チェック表があると、客観的にも自分を
見ることに繋がるのでいいと思います。
③行動計画、方針を立てることは非常に素晴
らしいことだと思います。自ら目標を立て行動
に移すことで、個人、園全体のモチベーション
も上がると感じます。
④より多くの保護者の意識調査は非常に重要
です。ただ質問すればよいということでなく、
費用や手間を無駄にしないためにも、調査結
果をうまく活用できるよう実施する必要がある
と考えます。
④保護者アンケートも回収の方法（古封筒に
厳封して管理職のみが見られるなど）を検討
してもらいたいと思います。
④保護者アンケートについては、外からの意
見を取り込むことで、中には厳しい意見もある
かと思われるが、実施していただきたいと思
う。
他の幼稚園との比較も必要であると考える。
個人評価の具体的な手だて、次年度の課題
の内容が、具体的になり考えが深まっている
ように思えました。

教育目標の確立
および周知

①園運営の基本方針として「幼稚園運営計画」
を策定することにより園運営の基本方針を示す
とともに、基本方針に則した「年度の行動計画」
を作成し全職員の取り組む方向のベクトルを揃
える。（年度当初）
②教育目標や教育方針などの関連性を示した
グランドデザインや園内の研修計画などをホー
ムページで公表することにより、保護者に本園
の取り組みを知ってもらい、職員への意識付け
とする。（年度当初）
③教育目標に即した本年度の重点目標を「行
動計画」と位置づけ、各教員が毎月末に「行動
計画チェック表」に自己チェックすることにより目
標の徹底を図る。（通年）
④学校評価の充実度を高めるため、保護者ア
ンケートの実施に向けて取り組む。

①③「年度の行動計画」の中の「教育活動に関す
る行動計画」をチェック表として毎月教員に自己評
価させた。自分で毎月チェックすることにより、取り
組む方向のベクトルを気にするようになってきてい
ると感じる。
②グランドデザインや研修計画などをホームペー
ジで公表したが、保護者がどのように感じているか
の検証までには至っていない。
④保護者アンケートの原案の作成はできたので、
次年度には取り組みたいと考えている。

・「年度の行動計画」と「行動計画チェック表」
は、各教員に年度内に園として重点的に取り
組む内容を知らせ共有させる点で効果があっ
たと考え、今後も継続していきたい。
・「行動計画」は、これまでは管理職が作成提
示しているが、今後は教員からの意見を積極
的に取り入れ、ボトムアップを図りたい。
・「グランドデザイン」の活用について、HPでの
公表だけでなく他の方法での活用や公表を考
えていきたい。
・教師の資質向上、教育内容の向上に向け
て、「保護者アンケート」の実施に取り組みた
い。



管
理
運
営

①主任会議と現場の教諭との間にギャップが
生まれないような体制の構築が必要だと思い
ます。例えば、トップダウンだけでなくボトム
アップ(現場の声の拾い上げ)で活動などが改
善できる仕組みがあればと思います。それに
より、当事者意識が生まれ、意識の向上、主
体性につながることもあるかと思いました。
①主幹会議で園の課題や今後の方針を決め
ることは、運営していく中で必要な会議と感じ
し、その方針を教職員に伝えることで、園そし
て個人のモチベーションにも影響すると思う。
①②緊急時などは回数に関係なく臨時に開
催し、園の意向や考えを素早く伝播して頂き
たい（特に感染症予防に関して）
④意識の強弱は記述内容からも見て取れま
す。ですが殆どの方が積極的に取り組まれて
る姿も同時に確認できます。
④達成度の低い方が多いので、あまり大きな
目標を掲げず、できる目標を設定していただ
きたい。
⑤ボランティアさんのおかげで円滑に発表会
を運営することができた。役員負担の軽減の
ため、今後も役員と連携しながらボランティア
さんを要請していくといいと思う。
⑤素晴らしい取り組みだと思う。保護者の立
場としても預けっぱなしではなく、関わりを持
てるのは良い思い出になると思う。
⑤園運営の協力者を増やすことは大事なこと
です。単に労力の提供だけでなく、違った目線
からの意見や感想を得ることが期待できま
す。
⑤ボランティアが浸透することにより、裏側を
理解してもらえるのは非常にいいことだと思う
ので継続を望みます。
⑤ボランティア要請は、父母の会役員も助
かっている。参加していただいた方が、役員の
仕事を見て自分もやってみたいと思うかもし
れない。
⑥思わしくない結果は少数だと思いますし、ス
キームとしては効果的だと思います。ヒアリン
グから相互理解を深めて頂きたい。
⑥個人評価票の「⑩園の教育目標を考慮して
いるか」「⑪園務分掌や学年分掌(係)で積極
的な取組をしているか」の評価が低い。目標
に沿って活動をするようにしたい。
⑥自分を評価するだけでなく他の人の良い部
分を評価する方法も取り入れてはどうか。
先生方が子どもたちのために高い目標を持っ
て日々勉強してくださっているのがわかる。
昨年より、さらに子どもたち、保護者に関わろ
うとする先生が増えた印象を受けました。
組織化が強くなっていくことで、一丸となって
今後の運営がさらにより良い方向に進んでい
けることが一番だと思います。

・次年度は、主幹会議、主任会議への出席者
に変更があるため、これまでの良かった点を活
かし新しい視点を含めていくとともに、教育活
動に関し、第１幼と第２幼との連携を図れるよ
うに組織していきたい。
・「年度の行動計画」について、全教員から意
見を求めて次年度の行動計画を立案していき
たい。
・それぞれの教員が自分の年度の目標を明確
にするため、自己目標設定票を続けていきた
い。
・保護者によるボランティア活動を進めることに
より、園側は助かるとともに保護者にも参画意
識を持ってもらうことができると考えるため、今
後も進めていきたい。
・「個人評価」の内容を見直し、教員に理解しや
すくしていきたい。

①教育活動等の企画運営に関して、主任会議は
重要な位置を占めており、今後も同様に進めてい
きたい。
②園の課題や諸問題に関して主幹会議で企画す
るよう組織化できてきたと考える。
③新園舎の使用方法について第２幼稚園の教職
員が一丸となって考え、運営できてきている。
④自己目標設定票の記述方法は、ある程度揃っ
てきているが、まだ意識の薄い教員もおり、今後の
課題となる。
⑤学習発表会における重量物の運搬等に関する
ボランティアを要請し、協力を得ることができた。
⑥個人評価票で自分を見つめ直す機会となってい
るが、その意義について、教員に再度確認していく
必要があると考える。（意識の薄い教員もいるた
め）

①園の運営の方向性を検討する機関として、理
事長や園長を中心とした主任会議を開催する。
（１回/月）
②園運営の中核組織として主幹会議を位置づ
け、園の課題や諸問題について原案を検討す
る。
③新園舎となった第２幼稚園の教育活動が円
滑に進められるよう取り組む。
④自己目標設定票を継続するとともに、自己の
目標設定と評価について考えるよう記述方法を
統一していく。
⑤園行事等の際に保護者からのボランティアを
募り、園運営を支援していただくシステムを構築
する。
⑥教職員が個人評価票で各学期の評価を行う
ことにより、自分を見つめ直す機会とする。（３
回/年）

組織運営



①感染症対策として、環境教育の係を中心に各
クラスにおいて手洗いの指導を重点的に行う。
②大規模震災の発生が懸念されるため、安全
教育の係を中心に、すでに策定してある「地震・
津波等の災害対策マニュアル」(令和元年度改
定)に即した避難訓練を実施する。
③いろいろな災害を想定した避難訓練を計画
し、特に新園舎となった第２幼稚園では避難経
路を確定するための避難訓練を実施する。

安全管理と危機
管理体制の整備
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①主任会議と現場の教諭との間にギャップが
生まれないような体制の構築が必要だと思い
ます。例えば、トップダウンだけでなくボトム
アップ(現場の声の拾い上げ)で活動などが改
善できる仕組みがあればと思います。それに
より、当事者意識が生まれ、意識の向上、主
体性につながることもあるかと思いました。
①主幹会議で園の課題や今後の方針を決め
ることは、運営していく中で必要な会議と感じ
し、その方針を教職員に伝えることで、園そし
て個人のモチベーションにも影響すると思う。
①②緊急時などは回数に関係なく臨時に開
催し、園の意向や考えを素早く伝播して頂き
たい（特に感染症予防に関して）
④意識の強弱は記述内容からも見て取れま
す。ですが殆どの方が積極的に取り組まれて
る姿も同時に確認できます。
④達成度の低い方が多いので、あまり大きな
目標を掲げず、できる目標を設定していただ
きたい。
⑤ボランティアさんのおかげで円滑に発表会
を運営することができた。役員負担の軽減の
ため、今後も役員と連携しながらボランティア
さんを要請していくといいと思う。
⑤素晴らしい取り組みだと思う。保護者の立
場としても預けっぱなしではなく、関わりを持
てるのは良い思い出になると思う。
⑤園運営の協力者を増やすことは大事なこと
です。単に労力の提供だけでなく、違った目線
からの意見や感想を得ることが期待できま
す。
⑤ボランティアが浸透することにより、裏側を
理解してもらえるのは非常にいいことだと思う
ので継続を望みます。
⑤ボランティア要請は、父母の会役員も助
かっている。参加していただいた方が、役員の
仕事を見て自分もやってみたいと思うかもし
れない。
⑥思わしくない結果は少数だと思いますし、ス
キームとしては効果的だと思います。ヒアリン
グから相互理解を深めて頂きたい。
⑥個人評価票の「⑩園の教育目標を考慮して
いるか」「⑪園務分掌や学年分掌(係)で積極
的な取組をしているか」の評価が低い。目標
に沿って活動をするようにしたい。
⑥自分を評価するだけでなく他の人の良い部
分を評価する方法も取り入れてはどうか。
先生方が子どもたちのために高い目標を持っ
て日々勉強してくださっているのがわかる。
昨年より、さらに子どもたち、保護者に関わろ
うとする先生が増えた印象を受けました。
組織化が強くなっていくことで、一丸となって
今後の運営がさらにより良い方向に進んでい
けることが一番だと思います。

・次年度は、主幹会議、主任会議への出席者
に変更があるため、これまでの良かった点を活
かし新しい視点を含めていくとともに、教育活
動に関し、第１幼と第２幼との連携を図れるよ
うに組織していきたい。
・「年度の行動計画」について、全教員から意
見を求めて次年度の行動計画を立案していき
たい。
・それぞれの教員が自分の年度の目標を明確
にするため、自己目標設定票を続けていきた
い。
・保護者によるボランティア活動を進めることに
より、園側は助かるとともに保護者にも参画意
識を持ってもらうことができると考えるため、今
後も進めていきたい。
・「個人評価」の内容を見直し、教員に理解しや
すくしていきたい。

①教育活動等の企画運営に関して、主任会議は
重要な位置を占めており、今後も同様に進めてい
きたい。
②園の課題や諸問題に関して主幹会議で企画す
るよう組織化できてきたと考える。
③新園舎の使用方法について第２幼稚園の教職
員が一丸となって考え、運営できてきている。
④自己目標設定票の記述方法は、ある程度揃っ
てきているが、まだ意識の薄い教員もおり、今後の
課題となる。
⑤学習発表会における重量物の運搬等に関する
ボランティアを要請し、協力を得ることができた。
⑥個人評価票で自分を見つめ直す機会となってい
るが、その意義について、教員に再度確認していく
必要があると考える。（意識の薄い教員もいるた
め）

①園の運営の方向性を検討する機関として、理
事長や園長を中心とした主任会議を開催する。
（１回/月）
②園運営の中核組織として主幹会議を位置づ
け、園の課題や諸問題について原案を検討す
る。
③新園舎となった第２幼稚園の教育活動が円
滑に進められるよう取り組む。
④自己目標設定票を継続するとともに、自己の
目標設定と評価について考えるよう記述方法を
統一していく。
⑤園行事等の際に保護者からのボランティアを
募り、園運営を支援していただくシステムを構築
する。
⑥教職員が個人評価票で各学期の評価を行う
ことにより、自分を見つめ直す機会とする。（３
回/年）

組織運営

・「手洗い」と「消毒」に関しては、継続して続け
習慣づけていきたい。
・避難訓練は、いろいろな場面を想定した避難
訓練が必要と感じているので、今後も計画的
に実施を続けていきたい。
・「情報管理に関するマニュアル」を策定した
い。

①親が指示しなくとも率先して手洗い・消毒が
行えるのは、幼稚園でのご指導のおかげであ
ると思います。
①こちらはコロナに便乗して、是非とも習慣化
してください。
①コロナ禍での感染対策はしっかりできてい
ると思われる。しっかり感染対策を行っていて
も感染ゼロにすることは大変だと思いますが、
基本的な感染対策を続けてほしいと思う。
②脅威はコロナに留まらず、また災害はコロ
ナの収束を待ってくれません。０か１００ではな
く簡易的な方法でも良いので、防災や減災に
ついて考える機会を提供して頂きたい。
③コロナウイルスによる休園でできなかった
訓練もあるが、可能なかぎり実施できている
ので、達成状況は良いと思う。
③避難訓練は、やりすぎということはないの
で、今後も継続してほしい。
④物流業界では本年４月よりアルコール
チェックの義務範囲が拡大されます。安全運
転はもちろんですが、ハンドルを握る前のアク
ションが問われてます。
④通園バスでの事故を防ぐために、定期的に
マニュアルの見直しや他園で起こった事故等
も検証の材料にしてほしい。
④通園バスのマニュアルを運転手さんは理解
していると感じる。これからもマニュアルに基
づき安全運転に努めていただきたい。
⑤マニュアル策定をお願いする。
⑤個人情報等の管理も難しくなっているが、
一層気をつけていくためにも、マニュアルがあ
るほうが意識できると思う。
⑥拡大防止は難しい業界だと思います。感染
ありきで対応フローの精度とスピードをUPさせ
ることも、園内の混乱を防ぐ手法だと思いま
す。
⑥発生後の対応は迅速で努力に感謝したい。
もう一度感染経路を洗い直し、再発予防を
行ってほしい。
⑥感染拡大も仕方がなかった部分はあると思
うが、他の園に比べ感染者数が多かったの
は、検査人数の違いなのか、拡大する要因が
何かあったのかが気になる。
継続をお願いしたい。
感染拡大が続く中、可能なかぎりの対応が行
われていると思います。一方で感染対策は
日々変化するため、産業医など専門家と相
談、検証し、内容の改善が必要である。
防災では、いろいろな災害とあるが、災害時
のシチュエーションも考慮が必要とされてい
る。(例えば、雨天や職員が少ない夕方など)
自然災害に対する取組もしていくほうがいい。

①年間を通して手洗いの推進を図ったため、園児
にも習慣づけることができたと考える。
②３月にマニュアルに即した避難訓練を実施する
計画を立てていたが、コロナウイルスによる休園措
置の影響により実施することができなかった。
③避難訓練に関しては、いろいろなことを想定して
実施できているし、第２幼稚園における避難経路も
確定できてきている。
④通園バス運行における園児の事故をなくすた
め、「通園バス運行マニュアル」を策定した。
⑤定期監査により、「情報管理に関するマニュア
ル」策定の指示を受けた。
⑥コロナウイルス感染拡大による休園があり、感
染拡大を防ぐことができなかったことを検証する必
要がある。



①感染症対策として、環境教育の係を中心に各
クラスにおいて手洗いの指導を重点的に行う。
②大規模震災の発生が懸念されるため、安全
教育の係を中心に、すでに策定してある「地震・
津波等の災害対策マニュアル」(令和元年度改
定)に即した避難訓練を実施する。
③いろいろな災害を想定した避難訓練を計画
し、特に新園舎となった第２幼稚園では避難経
路を確定するための避難訓練を実施する。

家庭、地域、関
係機関との関わ
りと情報発信

①家庭との連絡を密にするため、すべての園児
に最低月1回は連絡を取り、園での様子を伝え
る。（送迎を通して、電話を通してなど）
②「園だより」や「べるきっず」を定期的に発行
し、子どもたちの園での様子を伝えるとともに、
子育てについても情報を提供する。
③高齢者施設との交流は、コロナウイルスの影
響により実施できなかった。今後は、手紙などを
通して、交流のあり方を模索する。
④園の行事に関し、報道機関への情報提供を
積極的に推進する。

①家庭との連絡については「行動目標チェック表」
の項目にあげてあり、教員は毎月チェックしている
ため、進められていると考える。
②定期発行物については、滞りなく発刊できたし、
ホームページでの公表もできている。
③高齢者施設との交流として子どもたちの手紙で
の交流を行った。
④園の行事を報道機関に情報提供し、報道してい
ただいた（７行事の報道）が、コロナウイルスの関
係で行事が延期や中止になることもあり、計画的
に進めることができなかった。

①参観もコロナの影響で少なく、なかなか園
での子どもの様子が伝わりづらかった。新園
舎となってから迎えの時に園庭で遊ぶことも
なくなったので、集団の中で子どもがどのよう
に過ごしているのか見ることができない。可能
であるなら、担任の先生からもう少し話が聞き
たかった。
①チェック表があることで意識付けもできると
思うので、今後も継続してもらいたい。
①月１回の連絡は、先生方も忙しい中で対応
していただき感謝している。
③お互いに反応は気になる部分だと思いま
す。オンラインでの繋がりも代替え案の一つだ
と思います。
③高齢者は、我々が考えるよりも喜びにもつ
ながる。コロナ禍があけたらぜひ頻繁にいっ
ていただきたい。
③地域交流も今の時世ではではなかなか難
しいが、一つのことでもつながりは保てるの
で、今後も継続してもらいたい。
③コロナの影響で顔を合わせることができな
い中でも手紙での交流は素晴らしいと思う。
参観や行事は、親も見たい、子どもも見てもら
いたい気持ちでいっぱいだから、コロナに負け
ずどんどん計画して、これからも積極的に情
報提供してほしい。子どもの話題は、心をほっ
こりさせる話題になるから。
家庭との関わりについては、可能な範囲でコ
ドモンの活用を拡大しても良いと思います。
情報発信は、コロナの関係でできなかったこと
もありますが、一方で見直しを行う良い機会に
なるとも思います。

安全管理と危機
管理体制の整備

管
理
運
営

・「手洗い」と「消毒」に関しては、継続して続け
習慣づけていきたい。
・避難訓練は、いろいろな場面を想定した避難
訓練が必要と感じているので、今後も計画的
に実施を続けていきたい。
・「情報管理に関するマニュアル」を策定した
い。

①親が指示しなくとも率先して手洗い・消毒が
行えるのは、幼稚園でのご指導のおかげであ
ると思います。
①こちらはコロナに便乗して、是非とも習慣化
してください。
①コロナ禍での感染対策はしっかりできてい
ると思われる。しっかり感染対策を行っていて
も感染ゼロにすることは大変だと思いますが、
基本的な感染対策を続けてほしいと思う。
②脅威はコロナに留まらず、また災害はコロ
ナの収束を待ってくれません。０か１００ではな
く簡易的な方法でも良いので、防災や減災に
ついて考える機会を提供して頂きたい。
③コロナウイルスによる休園でできなかった
訓練もあるが、可能なかぎり実施できている
ので、達成状況は良いと思う。
③避難訓練は、やりすぎということはないの
で、今後も継続してほしい。
④物流業界では本年４月よりアルコール
チェックの義務範囲が拡大されます。安全運
転はもちろんですが、ハンドルを握る前のアク
ションが問われてます。
④通園バスでの事故を防ぐために、定期的に
マニュアルの見直しや他園で起こった事故等
も検証の材料にしてほしい。
④通園バスのマニュアルを運転手さんは理解
していると感じる。これからもマニュアルに基
づき安全運転に努めていただきたい。
⑤マニュアル策定をお願いする。
⑤個人情報等の管理も難しくなっているが、
一層気をつけていくためにも、マニュアルがあ
るほうが意識できると思う。
⑥拡大防止は難しい業界だと思います。感染
ありきで対応フローの精度とスピードをUPさせ
ることも、園内の混乱を防ぐ手法だと思いま
す。
⑥発生後の対応は迅速で努力に感謝したい。
もう一度感染経路を洗い直し、再発予防を
行ってほしい。
⑥感染拡大も仕方がなかった部分はあると思
うが、他の園に比べ感染者数が多かったの
は、検査人数の違いなのか、拡大する要因が
何かあったのかが気になる。
継続をお願いしたい。
感染拡大が続く中、可能なかぎりの対応が行
われていると思います。一方で感染対策は
日々変化するため、産業医など専門家と相
談、検証し、内容の改善が必要である。
防災では、いろいろな災害とあるが、災害時
のシチュエーションも考慮が必要とされてい
る。(例えば、雨天や職員が少ない夕方など)
自然災害に対する取組もしていくほうがいい。

①年間を通して手洗いの推進を図ったため、園児
にも習慣づけることができたと考える。
②３月にマニュアルに即した避難訓練を実施する
計画を立てていたが、コロナウイルスによる休園措
置の影響により実施することができなかった。
③避難訓練に関しては、いろいろなことを想定して
実施できているし、第２幼稚園における避難経路も
確定できてきている。
④通園バス運行における園児の事故をなくすた
め、「通園バス運行マニュアル」を策定した。
⑤定期監査により、「情報管理に関するマニュア
ル」策定の指示を受けた。
⑥コロナウイルス感染拡大による休園があり、感
染拡大を防ぐことができなかったことを検証する必
要がある。

・家庭との連絡は、今後も最低月に１回は連絡
をとることを進めていく。
・月に１回は保護者が園での子どもの様子を
参観できる機会や、親子で参加できる活動な
どを設定していきたい。
・コロナでの休園時に動画配信を行ったが、こ
の取組を他の場面でも積極的に取り入れてい
きたい。
・「園だより」や「べるきっず」は、今後も定期的
に発行するとともに、特に「べるきっず」は情報
発信としての効果が大きいと感じるため、重視
していきたい。



子育て支援

①保護者の交流の場としての「ボーディ」は、大
人数の保護者が混雑した状況での開催は難し
いが、その中で開催可能な新講座を計画する。
②「べるきっず」は保護者から好評を得ているた
め、保護者への情報提供紙として位置づけ、
ホームページ上での公表も計画する。
③幼稚園は、子育てに関する地域の相談機関
として位置づけられるため、「ラッコルーム」や
「ひよこひろば」を通して保護者が子育てについ
て相談しやすい雰囲気づくりをする。

①「ボーディ」は、コロナウイルスの感染状況を考
慮しながらの開催となったが、「さんすう教室」など
の新規講座で好評を得ることができている。
②「べるきっず」は定期的に発刊することができ
た。ホームページでの公開もできている。
③「ラッコルーム」「ひよこひろば」ともに計画的に
開催できたが、コロナウイルス感染拡大の影響
で、３学期は計画通りに進めることができなかっ
た。

①ボーディの参加者数を見ていると、コロナ禍
でも減少のきざしは少ないかなと思うので、今
後も継続してもらいたい。
①「ボーディ」は開催が難しい中で新規講座を
計画実施し、好評を得ることができていること
は素晴らしい。
②保護者は「べるきっず」など用紙でいただい
ているので、ＨＰを見ているのか分からない
が、カラーの「べるきっず」はとても良いです。
②良好。
②園の様子もよく分かり、子育てにも役に立
つ。より充実してほしい。
③コロナ禍において安心・安全を優先させるこ
とは当然ですので、開催の制限も致し方ない
ことだと思います。
③ラッコルーム、ひよこひろばは、今の状況で
は仕方ないかなと思う。新年度にまた新たな
計画を楽しみにしています。参加者だけが見
られるようなコンテンツで手遊びや絵本紹介
などの動画を配信するのも一つかなと思いま
す。
継続をお願いしたい。
子育て支援は、保護者の新しい教育ニーズを
得る良い機会だと思います。講座やラッコ
ルームでのアンケートがあっても良いかも知
れません。

・子育て支援倶楽部「ボーディ」は保護者から
も好評を得ているので今後も進めていきたい。
新しい講座の開発も進めていきたい。
・「べるきっず」の内容に関して、園での活動に
関して情報を提供するとともに、「子育ての在り
方」についても積極的に含めていきたい。
・コロナ禍により保護者も人とのつながりが少
なくなっている現状から、親子の触れ合いや同
年齢の子ども同士の触れ合い、親同士の触れ
合いなどの機会として、今後もラッコルームや
ひよこひろばを積極的に開催していきたい。
・「ボーディ」「ラッコルーム」「ひよこひろば」な
ど保護者等に園を開放する取組の際、保護者
等からアンケートを取ることにより、今後の取
組の参考としていきたい。
・「ラッコルーム」や「ひよこひろば」に参加して
いる保護者だけが視聴できるような「手遊び」
「絵本の紹介」などの動画を配信する方策を探
りたい。

家庭、地域、関
係機関との関わ
りと情報発信

①家庭との連絡を密にするため、すべての園児
に最低月1回は連絡を取り、園での様子を伝え
る。（送迎を通して、電話を通してなど）
②「園だより」や「べるきっず」を定期的に発行
し、子どもたちの園での様子を伝えるとともに、
子育てについても情報を提供する。
③高齢者施設との交流は、コロナウイルスの影
響により実施できなかった。今後は、手紙などを
通して、交流のあり方を模索する。
④園の行事に関し、報道機関への情報提供を
積極的に推進する。

①家庭との連絡については「行動目標チェック表」
の項目にあげてあり、教員は毎月チェックしている
ため、進められていると考える。
②定期発行物については、滞りなく発刊できたし、
ホームページでの公表もできている。
③高齢者施設との交流として子どもたちの手紙で
の交流を行った。
④園の行事を報道機関に情報提供し、報道してい
ただいた（７行事の報道）が、コロナウイルスの関
係で行事が延期や中止になることもあり、計画的
に進めることができなかった。

①参観もコロナの影響で少なく、なかなか園
での子どもの様子が伝わりづらかった。新園
舎となってから迎えの時に園庭で遊ぶことも
なくなったので、集団の中で子どもがどのよう
に過ごしているのか見ることができない。可能
であるなら、担任の先生からもう少し話が聞き
たかった。
①チェック表があることで意識付けもできると
思うので、今後も継続してもらいたい。
①月１回の連絡は、先生方も忙しい中で対応
していただき感謝している。
③お互いに反応は気になる部分だと思いま
す。オンラインでの繋がりも代替え案の一つだ
と思います。
③高齢者は、我々が考えるよりも喜びにもつ
ながる。コロナ禍があけたらぜひ頻繁にいっ
ていただきたい。
③地域交流も今の時世ではではなかなか難
しいが、一つのことでもつながりは保てるの
で、今後も継続してもらいたい。
③コロナの影響で顔を合わせることができな
い中でも手紙での交流は素晴らしいと思う。
参観や行事は、親も見たい、子どもも見てもら
いたい気持ちでいっぱいだから、コロナに負け
ずどんどん計画して、これからも積極的に情
報提供してほしい。子どもの話題は、心をほっ
こりさせる話題になるから。
家庭との関わりについては、可能な範囲でコ
ドモンの活用を拡大しても良いと思います。
情報発信は、コロナの関係でできなかったこと
もありますが、一方で見直しを行う良い機会に
なるとも思います。
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・家庭との連絡は、今後も最低月に１回は連絡
をとることを進めていく。
・月に１回は保護者が園での子どもの様子を
参観できる機会や、親子で参加できる活動な
どを設定していきたい。
・コロナでの休園時に動画配信を行ったが、こ
の取組を他の場面でも積極的に取り入れてい
きたい。
・「園だより」や「べるきっず」は、今後も定期的
に発行するとともに、特に「べるきっず」は情報
発信としての効果が大きいと感じるため、重視
していきたい。



教
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活
動

教育課程・指導
計画の共通理解
と幼児理解・援助

①前年度までの「スイミング」を終了し、教育活
動計画の見直しを行うとともに教育課程の刷新
を行う。
②研究保育を充実させるため、「指導案」の内
容について研修を深める。そのため、全ての教
員の作成した指導案は指導教諭の指導を受け
てから研究保育を実施する。
③園児の発達段階に応じた指導を進めるため、
日々の教育活動におけるエピソード記録をとり、
指導・支援に活用するとともに評価に活かす。

①教育活動の見直しについては、学期毎に徐々に
進めており、「えいご」「スポーツ」を週の活動に位
置づけながら、それぞれの教育活動を計画的に進
めることができている。
②「指導案」の「指導のねらい」について指導教諭
の指導を受けた上で研究保育をするようにしてい
る。そのため、教員の「ねらい」に関する意識は高く
なってきていると考える。
③教育活動における毎日のエピソード記録は、園
児に対する指導や支援に役立っていると考える。

①コロナ禍に県外から講師を招いて活動を行
うのはリスクが高いと感じる。（現に休園措置
を取らざるを得なくなり、県外講師が陽性者で
あった故に対応＜濃厚接触者判定＞が遅れ
た。）市内（県内）の講師を招くことはできない
のでしょうか。
①時代に合わせた活動を今後も続けてほし
い。
②指導教諭の指導が行き届くようになってい
るのかなと感じている。
③現場で得た生データは園の財産だと思いま
す。更に経験値を共有して頂きたいです。
②③もよい活動が行えていますので、次は関
係者でどのように情報、知見を共有し、教育
活動の底上げに繋げるかがポイントになると
思います。
現代の先生方の努力を褒めたい。
本年度の取組は十分達成されていると思う。
社会環境、教育ニーズの変化が大きくなって
いるので、計画の見直し、ＰＤＣＡサイクルが
行えていることは、重要であり評価できます。

・研究保育に関しては、教員の意識も高くなっ
てきているので、今後も大切な研修の一つとし
て取り組んでいきたい。
・指導案の研修として指導案の「ねらい」を指
導教諭に指導してもらうようにしたが、次年度
もこの方法による研修を進めていきたい。
・毎月の職員会議の際、特別支援教育コーディ
ネーターによる特別支援教育に関する研修を
行っていたが、今後は特別支援教育だけに絞
らず「子どもの見取り」や「主体的な学び」など
にも広げて研修していきたい。

特別支援教育の
推進と小学校へ
の円滑な接続

①特別支援教育コーディネーターを中心に、特
別な支援を必要とする園児に対し、保護者や関
係機関、園が一体となって支援に当たる。
②毎月の職員会議における園内研修では、特
別支援教育だけに特化せず、子どもの見取りや
読み取りについても研修を深める。
③毎日の打ち合わせの場において、気になる
子や特別な支援を必要とする子について情報
交換を行う。
④特別な支援を必要とする園児に関し、鈴鹿市
子ども家庭支援課と連携を取り、個別の支援
ファイルを作成するとともに、保護者を交えた支
援会議を開催し支援を推進する。
⑤鈴鹿市子ども家庭支援課が５歳児に実施す
る「集団適応診断」を活用し、特別な支援を要す
る子どもに対し、家庭と専門機関と園とが連携
した上で支援を進める。
⑥特別な支援を要する園児の就学に当たって
は、小学校と連携を取り円滑な就学が行われる
よう配慮する。

①特別な支援を必要とする園児だけでなく、保護
者の心配事にコーディネーターが対応することによ
り、園児の支援を推進できていると考える。
②毎月の研修会のため、全教員分の小冊子を購
入し、研修のテキストとしており、これをもとにコー
ディネーターからの研修を進めている。
②園児たちの個の理解、指導について、具体的に
振り返り、それをもとに全教員で研修をもつことで、
教師一人ひとりの指導の在り方を考える機会を得
ることができた。
③気になる子どもの情報交換により、支援の在り
方を考える機会ができてきている。
④鈴鹿市子ども家庭支援課との連携により、個別
の支援ファイルの作成を進め、支援を必要とする
園児の途切れのない支援を可能としている。
⑤「集団適応診断」は幼稚園に位置付いてきてお
り、その効果も大きいものがある。今後も鈴鹿市と
連携し、診断を進めると友に保護者への理解を図
りたい。
⑥特別な支援を必要とする園児の就学先の小学
校と連携を深めることにより、途切れのない円滑な
支援を図るようにしている。

①～⑥良好。
特別な支援を必要とする園児に対して、早い
段階で専門機関につなげ対応することは、そ
の後の園児の生きやすさにつながるので、大
変良い取り組みであると思います。
良き理解者であり大切な橋渡し役だと思いま
す。今後も重点的な項目として取り組んで頂
きたい。
継続をお願いしたい。
特別な支援を必要とする子が安心して小学校
に就学できるよう、きめ細かく取り組まれてい
ると思う。
特別支援教育は、保護者や鈴鹿市との連携
も十分されている。引き続き支援をしていただ
きたい。
子どもや家庭環境の多様化が進む中、内部リ
ソースのみでは対応が難しいと思います。そ
の点において、外部ソースの活用や関係機関
と連携がしっかりと行えていると思います。
先生方一人ひとりが支援の必要な子に気づ
ける、共有できる、環境づくりが素晴らしいと
思います。子どもたちは年々入れ替わるので
先生方も把握が大変かと思いますが、今後も
継続してほしいです。やはり未就学の頃から
の途切れない支援は本当に大切なことだと思
います。

・月１回の特別支援教育コーディネーターによ
る研修は位置付いてきているので、今後も進
めていきたい。会議の場で自分のクラスの様
子を話せるような研修を進めていきたい。
・鈴鹿市子ども家庭支援課との連携は進んで
いるので、今後とも大切なパートナーとして位
置づけていきたい。
・子ども家庭支援課が進める「集団適応診断」
を重視し、これを基に支援体制を確固としたも
のにしていきたい。
・小学校への就学に際しては、就学先の小学
校との連携を重視していきたい。



教員の資質向上
と職務満足

①講師を招聘した園内研修を企画するととも
に、コロナウイルス禍においても園外で研修す
る機会があれば積極的に参加する。
②研究保育の実施に関し、実施前に指導案を
指導教諭に提出し、指導を受けた後に研究保
育に取り組む。（令和3年度は「ねらい」について
の指導を重点的に行う）
③預かり保育の専門職員を２名配置したため、
教員の時間的負担は若干なりとも軽減されるこ
とから、園内研修の時間等を創出する。

①コロナウイルス感染予防等により、講師を招聘し
た園内研修はもとより、園外での研修会にも参加
することができなかった。しかし、園内での毎月の
研修課や長期休業中の研修等により、研修の機
会は増えていたと思う。
②指導教諭による指導案の「ねらい」の研修は、教
員がねらいについて考える機会となったと思われ
る。
③預かり保育の専門職員は、第１幼稚園、第２幼
稚園を合わせて４名配置した。これにより、教員の
時間的負担は軽減されたと思われる。教員が集
まっての研修会の機会を取ることができなかった
が、次年度への課題としたい。

①講師に来てもらうことも、園外での研修会も
なかなか参加できないご時世だから、リモート
での研修も検討してみてはどうか。
①コロナ収束後は充実されたい。
①②良好。
③前進させてほしい。
③預かり保育の専門職員配置は、教員負担
軽減に役立っていると思う。どの程度の効果
か検証したい。
③預かり保育専門職員が増えたのは非常に
よいことだと思います。その分できた時間で、
研修や会議等、有効に活用してほしいと思い
ます。あと、時間外勤務が気になります。
日々の保育、教育でご多忙中の中、資質向上
に努めていただきありがとうございます。毎朝
楽しそうに登園する園児の様子から、園生活
がとても充実したものであることがわかりま
す。
他の幼稚園との交流、情報交換もお願いした
い。
新しく対応しなければいけないことが増える
中、研修などの時間の確保は難しいと思いま
す。そのような中、専門職員を増員し、教諭に
時間的余裕を作られたことは素晴らしいと思
います。ぜひ、次年度はその時間を有効に活
用する計画をお願いします。

・コロナ禍により外部からの講師招聘が困難と
なっている現状がある。リモートでの研修など
研修方法に関しての方策を検討していきたい。
・園外での研修機会も激減している現状にあっ
て、幼児教育に関するいろいろな情報を得るこ
とができるよう、教員に積極的に情報提供して
いきたい。
・預かり保育の専門職員の配置により教員が
会議をする時間ができた。こうした時間を使っ
て、各学年での教育活動の推進や反省等を図
れるよう取り組んでいきたい。
・自己目標設定票において自分の目標に対し
ての評価を年度末に行うが、その評価を重視
し、それぞれの教員の職務満足度に結びつけ
ていきたい。


