
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）

教育目標の周知

①幼稚園運営計画に中長期目標を設定する。
（年度当初）
②職員会議において教育目標等を教職員に周
知し、年度途中にも確認する。（３回/年）
③教育目標を園だより等で保護者に伝える。
（年度当初）

①平成２７年度に策定した運営計画に、平成
２８年度には中長期目標を設定した。
②年度当初の職員会議で周知したが、年度
途中の確認は明確にはできなかった。（１回/
年）
③子育て情報紙「べるきっず」で周知したが、
知らせるだけになっており、日々の教育活動
とのつながりを知らせることが課題である。

①クレド（園の理念を大切にした取組）やＰＤＣＡ手法を
用いて、今後も継続していただきたい。
②教育目標は常に確認していくべきである。
③「べるきっず」は評価できる。これを通して教育目標と
教育活動をリンクさせることを望む。

組織運営

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幹会や主任会を開
催する。（１回/月）
②園運営を円滑にし、教職員全員が園運営に
参画しているという実感を持つため、園務分掌
を明確にする。
③教職員の自己評価を進めるため自己目標設
定票を設定するとともに、園の自己評価を進め
るため内部評価会を組織する。

①毎月の職員会議の前日に主任会議を開催
し園運営について話し合うとともに、特に重
要な案件については主幹会議を開催して話
し合った。
②環境教育の担当者により「環境教育推進
計画」が提案され策定された。運動遊びの担
当者により「運動遊び通信」が発行される（３
回/年）とともに、「わんぱく体操」が提案され
実施に至った。
②一部の教職員に園務分掌が偏る傾向があ
るため、教職員全員が園務を担うことを確認
し、役割の構成人数の見直しや負担を平均
化していくことが課題である。
③自己目標設定票を設定し、個々の教職員
の業務に関する目標を明らかにすることがで
きた。また、副園長・主幹による内部評価会
を設定した。

①非常に有益な活動だと感じ、評価できる。
②「わんぱく体操」は、子どもたちにわかりやすく、楽し
んでできていた点が評価できる。
②教職員が一丸となって園の運営や教育活動に取り組
むためにも、園務分掌の平均化は重要と考える。
②園務分掌表に上席の職責を明記すべきではないか。
③「個人評価票」の年度末結果が学校関係者評価委員
に示されなかった。
③「内部評価会」に関する検証をしておくべきである。

安全管理（危機
管理体制の整
備）

①火事や地震に関する避難訓練を実施する。
（５回/年）
②不審者の侵入に関する避難訓練を実施す
る。（１回/年）
③危機管理に関するマニュアルを見直す。

①いろいろな場面（放送設備が使えない、避
難滑り台を使えない、など）を想定した避難
訓練を実施することができた。（５回/年）
②鈴鹿警察署と教育委員会の協力を得て実
施することができた。（１回/年）園児が不審
者を見たときに恐怖心を抱かないようにする
手だてを考えていく必要がある。
③危機管理マニュアルの見直しに至らなかっ
た。
④今年度、新規に学校安全計画を策定した。

①色々な場面を想定した訓練の必要性を感じるし、今
年度の取組は評価できる。
①避難訓練を実施した回数は評価できる。訓練に係る
人員配置・所要時間・役割分担等の顕彰を進めるべき
である。
②不審者に対する警戒心を抱かせるのは必要と感じる
が、子どもの心に恐怖心を植え付けてしまわないように
留意する必要がある。
③④学校安全計画の策定は評価できる。園児の保護
者への引き渡しを含んだ危機管理マニュアルの見直し
を進めるべきである。
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家庭、地域、関
係機関への情報
発信

①園だよりをはじめとした情報紙等の発行およ
びＨＰにより、園児の園生活が適切かつ活発に
行われることを目指す。
②メール配信を活用し、緊急的な連絡を円滑に
進めるよう取り組む。
③保育参観や運動会などの行事に保護者をは
じめとした家庭の人々を招くことにより、園生活
の様子や園児の成長の様子を確認していただく
機会とする。
④園行事に関し、報道機関への情報提供を積
極的に行う。

①園だより（１回/月）、べるきっず（１回/月）、
おはなし（１回/月）を定期的に発行できた。
その他に連絡等について不定期ではあるが
情報発信できたと考える。ＨＰもこまめに更新
し、保護者への情報発信を行った。
②緊急の連絡の際にはメール配信を効果的
に使えるようになってきているが、発信する
時間や内容等、工夫の余地がある。
③保護者には、保育参観、スポーツ参観、ス
イミング参観、父の日参観、お招き会、運動
会、発表会、作品展など、多くの機会に参観
していただけたと考える。
③運動会、学習発表会等の行事の際、父母
の会の学級委員からアンケートで反省点や
今後の課題を求め、職員会で話し合い、次年
度に生かすことにしている。
④報道機関への情報提供を進めたところ、テ
レビ報道や新聞での報道に載ることができ
た。

①園の様子の情報発信は鮮度が一番と考える。定期
的な更新に注力すべきである。
②各家庭における準備の時間を考えると、配信のタイミ
ングはもっと早めるべきである。
③行事の反省に取り組んでいるのは評価できる。アン
ケートで採用しなかった意見について理由を伝播してほ
しい。
④園の教育の様子が報道されることは、子どもは元より
保護者にも喜ばしいと考える。また、園運営からも有効
と考えるので、今後とも進めていただきたい。

子育て支援

①子育て支援倶楽部「ボーディ」を開催し、園と
保護者のコミュニケーションの場とするととも
に、保護者同士の情報交換の場とすることによ
り、子育ての情報を提供するなど支援の機会と
する。（８回/年）
②保護者に子育ての情報を提供したり、園の教
育活動の様子を伝えたりするため、情報紙「べ
るきっず」を発行する。（１０回/年）
③余裕を持った子育てを保障するため、平日お
よび長期休業中の預かり保育を実施する。
④地域における子育て支援や次年度入園対象
児に対する園生活の紹介として、「ラッコルー
ム」を開催する。（１０回/年）

①本園の仏教精神に繋がるものとして、日本
文化を大切にした子育て支援倶楽部を開催
し、保護者の参加の下、コミュニケーションの
場とすることはできたが、参加人数が少ない
ので、内容の見直しやアピールの工夫が必
要である。
②子育て情報紙としてべるきっずを発行し、
園の様子を伝えるとともに子育ての在り方に
ついても啓発することができた。
③平日の預かり保育は保護者の生活に余裕
を生むことができていると考える。また、長期
休業中の預かり保育に関しても、特に夏季休
業中は希望する家庭も多く、喜んでいただい
ていると感じている。
④ラッコルームは、年間を通して計画的に取
り組んでいるため、園生活の様子を知ってい
ただき、実際に園生活に触れていただく機会
となっていると考えるとともに、地域の子育て
支援の役割についても果たせるよう再考して
いきたい。

①保護者を対象とした取組であるので、開催日時等を
熟考した上で内容等も考えていく必要がある。
①ボーディーの取組や講座の内容について目的を明確
にし、情報発信していく必要がある。
②定期的な情報発信に努めていただきたい。
③働き方が多様化している現代においては、預かり保
育の取組は評価できる。
③パンダルームを利用している子どもも、普段遊ぶこと
が少ない友だちや担任以外の教師とのかかわりを楽し
みにしていた。
④次年度の入園児を確保する目的があるため、「ラッコ
ルーム」の取組は、可能な限り回数を増やすことが園児
獲得に繋がると考える。

教育課程・指導
計画の共通理解

①園の運営計画に各学年の目標を設定すると
ともに、各学期の目標も設定することにより、園
の教育目標に則った教育活動を展開する。
②各学年で策定した年間指導計画に則り、週
案・日案を作成し、計画的に教育活動を推進す
る。
③本年度版の研修計画を策定し、中心課題を
「人間関係」に据えて教育活動を推進する。
④年間を通した園行事における指導計画を明
確にし、教職員での共通理解を進める。

①年度当初に策定する運営計画にそれぞれ
の学年の目標が設定され、それに基づいて
教育課程が設定できていると考える。
②年度当初に各学年で年間指導計画を策定
しており、週案・日案も毎週園長に提出し
チェックを受けている。
③中心課題として人間関係を設定したが、研
究課題としては捉えづらかった。
④園行事においては、指導計画を中核教員
で作成し、職員会議等で共通理解を図った。
行事等の終了後、反省と課題を出し合い、次
年度への引き継ぎ事項としてまとめた。

①中期目標を見据え、前年度の反省をふまえた目標設
定にしていきたい。
②日案や週案は、職員の計画性を重視していきたい。
③研修課題の設定は評価できるが、各教員に浸透させ
るには、指導する立場の教員による面談等を考えては
どうか。
④ＰＤＣＡに基づいた実施を望みたい。

管
理
運
営

教
育
活
動



発達段階に即し
た適切な幼児理
解・援助

①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ドキュメンテーション
記録をとり、指導・援助に活用するとともに評価
に活かしている。
②毎日の打ち合わせの場を、特別な支援を必
要とする園児だけでなく、全ての園児を対象とし
て教職員の間で情報交換ができるように取り組
んでいる。
③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、保護者を交え
た支援会議を開催することにより支援を推進し
ている。

①日々における幼児の記録をとることによ
り、園児の成長の過程や園児の抱える問題
点を把握することができた。ドキュメンテー
ション記録は、週末に園長に提出しており、
園長がチェックする体制をとっている。また、
学期末にはこうした記録を基に「伸びる子」を
作成し保護者との園児に対する共通理解と
指導・支援の在り方について情報交換の機
会としている。
②特別な支援を必要とする園児に対する支
援のための人的体勢が課題となっている。
③鈴鹿市子ども家庭支援課が進める「すず
かっ子支援ファイル」を基にして、保護者と
園、関係機関が一体となって対象となる園児
を支援する体制を取れることは大きな意義が
あると考える。

①情報共有としては非常に有効な手段と考える。
①「伸びる子」は、子どもの園での様子がよくわかり評
価できる。
②雇用を含めた人員配置についても考えた上で、でき
る限りの支援が可能になるように取り組んでもらいた
い。
②人的体勢の課題は、まず、現状で何ができるかを考
えていくべきである。
③保護者、園、関係機関の三位一体となった連携は、
特別な支援を要する子どもにとって重要なことと考える
ので、さらなる推進を願いたい。
③ダイバーシティ（多様性）が叫ばれている昨今、専門
機関との連携は、職員のスキルアップに繋がるものと
考える。

小学校との円滑
な連携

①小学校への就学を前にして、進学予定小学
校との連絡会を開催し、指導要録を送付して、
園児への支援の様子を引き継いでいる。
②特別な支援を必要とする園児に対しては、鈴
鹿市子ども家庭支援課とともに進学予定小学
校および保護者と支援会議を開催し、園児の円
滑な進学が行われるよう配慮している。

①園児が小学校へ進学するに際し、幼稚園
から円滑に引き継ぎができるよう、個々の園
児の様子を進学予定小学校へ伝えている。
②特別な支援が必要な子に対しては、保護
者を交えた支援会議を開催し、対象となる園
児の支援の在り方を話し合っている。

①楽しみと不安が混在する小学校への入学において、
幼稚園と小学校の連携は大切と思う。
①②園児のことを第一に考えた取組で、評価できる。

教員の資質向上
と職務満足

①原則として、個々の教員が３回の研究保育を
実施し、研修を深める。（１人/３回/年）
②教育技術の向上をめざし、講師を招聘した園
内研修を実施する。（２回/年）
③園外の研修会等に参加した教員の還流報告
会を実施する。
④時代に即した教育技術の話題や保育に関す
る話題などを話し合う。
⑤副園長・主幹・主任などの中核教員が若手教
員に対し、ＯＪＴの形で指導を行う。
⑥職員間の人間関係を重視するため、年間ス
ローガンを決めて取り組む。

①学年の教員が互いに保育を見合う形で、
年間を通して計画的に研究保育を進めてい
る。若年層の教員にとっては、ベテランの教
員の指導を受けるいい機会となっている。
②夏季休業中には特別支援教育を中心とし
て、子どもをどのように理解し支援するかを
講師を招聘して研修した。冬季休業中には
絵画指導について講師を招聘した。
③園外の研修会に参加した教員の報告書を
元に、職員会議等で還流報告を行った。
④「インクルーシブ保育」や「誤嚥の問題」「園
児机の問題」など、幼稚園教員としての専門
性を高める研修をした。（８回/年）
⑤中核教員が日々の教育活動において若年
層の教員を指導しているが、さらなる指導の
強化・深化を期待したい。
⑥年間のスローガンは決めたが、職員の職
務上の満足度を調査する必要があると考え
る。

①②③④⑤外部からの情報は大切である。今後も計画
的に職員のスキルアップに注力していただきたい。
⑥検証方法のひとつにアンケートがある。達成ポイント
を明確にすることも、目的に応じた活動に取り組むため
にも必要かと考える。
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今後の改善点
①年度当初に運営計画や中長期目標を
見直し、新たな計画を策定していきたい。
②教育目標を確認した教育活動を行うよ
うに計画していきたい。
③「べるきっず」を通して本園の教育目標
を知らせていきたい。

①今後も主幹会議を活用していきたい。
②園務分掌のそれぞれの係で、前例踏襲
でなく新規に企画していくよう心がけてい
きたい。
②園務分掌の平均化について、教職員で
話し合っていきたい。そのため、主幹会議
にて企画していきたい。
③「個人評価票」は各学期で評価していた
が、次年度は、７月末、１１月末、１月末と
変更し、学校関係者評価委員会に提示し
ていきたい。
③「内部評価会」は、今年度が初めての取
組となるため、次年度に検証に入りたい。

①避難訓練の係が中心となって、色々な
場面を想定した訓練を企画していくように
していきたい。また、人員配置等について
も係が企画していくようにあいたい。
②不審者対応の避難訓練だけでなく、子
どもが不審者に出会ったときにどうするか
を時間をかけて指導することにより、恐怖
心だけで終わらないように取り組んでいき
たい。
③現在の危機管理マニュアルにも保護者
への引き渡しは明記されているが、大規
模震災における危機管理に限っている。
次年度はその他の危機管理を含めたマ
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①園だよりやべるきっず、各種の連絡につ
いては、今後も定期的に行っていきたい。
ホームページの見直しを行うとともに更新
の間隔を詰めていきたい。
②メール配信は非常に有効な情報発信で
あるため、できる限り早く配信していきた
い。
③アンケートで採用しなかった意見を切り
捨てることなく、通信等を利用して理由を
伝えていきたい。
④次年度も情報提供を進め、報道機関の
取材を受けることができるよう努めていき
たい。

①子育て支援倶楽部「ボーディー」は、講
座の全体計画に日時が示されていなかっ
た。今後は、年度当初に日時を決定した
上で全体計画を保護者に知らせていきた
い。
②今後も園の様子についてベルキッズを
通して伝えていきたい。
③次年度は延長保育の終了時間を３０分
延長し、17:30とした。
④ラッコルームは、行事内容を含んだ取組
に加えて、園庭を開放するだけの取組を
企画していきたい。

①運営計画の中期目標に沿った学年目
標となっているか検証していきたい。
②週案や日案はこれまで通りの取組を継
続していきたい。また、週案の計画につい
ては、主幹教諭に指導させていきたい。
③次年度も研修課題を人間関係とし、教
員全体で研修を深めるとともに主幹教諭
や指導教諭による指導を進めたい。
④園行事の企画や運営に関する計画書を
作成することにより共通理解を図りたい。



①ドキュメンテーション記録は園児の記録
として有効であるので、今後も継続した
い。
②特別支援教育に関しては、コーディネー
ターを設置し、その推進に当たらせたい。
③小学校への進学を考えた上で、関係機
関との連携を深めることにより、途切れの
ない継続的な支援ができるよう推進してい
きたい。

①小学校との連絡・連携は継続していきた
い。
②特別な支援を必要とする子に関しては、
特に支援会議を重視して進めていきた
い。

①研究保育に関しては、主幹教諭や指導
教諭による若年層の教員への指導を進め
たい。
②園内研修会は、研修の係を中心として
企画運営していきたい。
③園外研修に参加した教員には、できる
限り還流報告をさせ、共通理解を図るとと
もに、ともに学ぶ姿勢を持たせたい。
④日頃から世間の情報をチェックし、教員
にとって必要な情報を研修していきたい。
⑤主幹教諭・指導教諭・学年主任がリー
ダーシップを発揮できるよう、主任会議を
活性化したい。
⑥職員の職務上の満足度を調査していき
たい。


