
平成　31　　年度　   園評価書
9 園名 新富町こども園

Ⅰ　経営の重点に関わること 評価段階（Ａ：よくできている　Ｂ：概ねできている、Ｃ：あまりできていない、Ｄ：できていない）

１　教育・保育目標 自己評価 関係者評価

Ⅱ　各領域に関わること
大項目 自己評価 関係者評価

子ども一人一人の実態を捉え、子どもを理解する
ことで遊びが継続していくための環境を作り出し
ていく。子どもが「やってみよう　おもしろい
な」と思い、うまくいかなくても「もう一度やっ
てみよう」と思えるような教育保育の組立を考
え、子どもの意欲を支えていく。
保育者自身が季節の変化・美しさを敏感に感じら
れるよう感性を養い、周りの自然を教育保育の取
り入れていく。
安心して挨拶や自己表現ができる雰囲気を今後も
保っていく。

にこにこ笑顔の
元気な子

「やってみよう
おもしろいな」

子ども理解について、園内外の研修（応用行動分
析）を受け、サポートプランの作成をし、保護者
に寄り添いながら全職員で一致した支援をしてい
く。

職員会議、園内研修に加え、分掌グループの話し
あいも充実させていく。また会議に参加できない
職種の職員への周知の方法も考えていく。

研究保育を中心においた園内研修を、研修主任を
中心にさらに充実させていく。職員一人一人が意
識を持って研修に参加していく。

６
研　修

５
組織運営

B

保育者は仮園舎という全て新しい環境で戸惑いながらも園舎
や園庭の環境を整え、子ども達もその中で「やってみよう」
と遊びこむ姿があった。理想に近づけるよう努力したが、不
十分だと思うところは残ってしまった。

今後も教材研究を進め、子ども達が安心安全に遊
びこめる環境を整えていく。遊びだしの環境を意
識していく。

子どもの状況、家庭環境を把握し、一人一人に
あった関わりをしていく中で、愛されていること
を感じ、安心して過ごすことができる環境作りに
努めていく。

新しい発想を持ち寄り環境作りをし、仮園舎をさ
らに魅力あるものにしていく。また新園舎への移
行もあり、新しく子どもにあった遊びの環境を作
り出していく。

引き続き様々な場面を想定しての、年間計画を作
成し、訓練を行っていく。その中で課題を見つけ
職員全員で考え、より良い行動パターンを見つけ
ていく
１年間を通して、季節の野菜の栽培の計画を立て
るとともに、クッキングまでの繋がりを考えた活
動をしていく。そのためには職員の栽培や食物に
対する学びを一層深めていきたい。また近隣の商
店への見学も続けていく。

評価委員からいただいた意見を基に、これまで築
いた地域との連携を継続して行っていきたい。

２　重点目標

日々の保育の掲示や、朝夕の保護者との会話など
から信頼関係を築き、それぞれの保護者の意見悩
みをキャッチし、一緒に考えていく姿勢を取る。
年間を通しての保護者参加会、面談などで園の様
子や方針も伝えていく。

今年度から参加した末広学園幼少接続会議に参加
し、幼少連携を深めていく。来年度も公開保育を
積極的に行い、近隣校、近隣園との交流を図って
いく。

改善策（来年度の具体的な取組目標等）

改善策（来年度の具体的な取組目標等）

近隣の環境を活かし、体を動かして遊ぶ楽しさが
十分味わえるようにしていく。また、体を動かす
遊びを取り入れたり、朝の集いにも新しい体操を
取り入れていく。

(1)研修体制の充実

(1)組織体制の充実

(1)教育・保育環境
の充実

仮園舎への移動に伴い、安全安心に生
活できるよう、園舎内外、園庭の整備
を行う

１０
地域との連携

(1)信頼される園づ
くりの推進

(1)近隣の園との連
携の推進

８
家庭との連携・
協力

(1)家庭教育への支
援機能の充実

９
近隣の学校との
連携

(1)健康教育の充実

A

A

７
教育・保育環境
整備

１
こども園における
教育及び保育

３
保健管理・指導

４
特別支援教育・
保育

(1)支援体制づくり
の推進

２
安全管理・指導

(1)事故防止・防災

(1)0歳から小学校
就学前までの一貫
した教育及び保育

中項目

(3)環境を通して行
う教育及び保育

(2)一日の生活の連
続性及びリズムの
多様性への配慮

評価指標 園説明

園番号

A

A

A

五感を通して自分なりに「やってみよ
う」と思えるような、遊びの環境を構
成している

保育者は一人一人の思いに寄り添い、子どもと同じ目線で話
したり伝えたりしている。丁寧な関わりの中で、穏やかな気
持ちで園生活を過ごしている子が多い。保育者が子どもの気
持ちを理解することができるよう職員同士で話し合っている

園関係者評価委員から

園関係者評価委員から

仮園舎という環境ではあったが、園庭の中にあるどんぐりな
どの木々の葉や実を利用して遊んだり、田町公園や土手で自
然物に触れ、集めたり姿があった。

A

A

A

B

A

A

A

A

B

親しみを持って挨拶をしたり、話しか
けたりして、人と関わろうとする

自己肯定感や人から受け入れられているという安心感から、
いろいろな方法で人とコミュニケーションをとろうとする子
が多くなった。

心と体のバランスが取れ、保育者との
応答関係の中で体を動かして遊ぶこと
を喜んでいる

職員間で連携を取り合い、課題を共有
して、教育・保育をすすめている

園内研修や職員会議を通し、共通理解を深めているが、いろ
いろな職種や勤務形態の違いなどから、連携をとることが難
しい部分もある。

仮園舎になり園庭が狭くなったが、公園などの近隣の環境を
利用し工夫して体を動かして遊んでいる。また2歳以上児は朝
の集い（体操・リズム）を引き続き行い、1日の活動をスター
トしている。

園児一人一人の生活リズムを保障し、穏
やかな気持ちで生活ができるよう、子ど
も理解を深め、スキンシップを図った
り、思いによりそったりしている

園外保育や散歩に出かけ、地域の人か
ら遊びや季節の食材、素材について情
報をいただいたり、避難訓練や行事の
中で交流を行っている

世代間交流やみのり大学への参加を行い、地域の方と交流を
した。また、地域の方による紙芝居読み聞かせや年間を通し
て「お話の会」（読み聞かせボランティア）を行い絵本の中
に出てくる大きなカブを見せていただいたりした。近隣の地
域の方へ、挨拶などから関わりを持ち、仮園舎への理解につ
なげた。

安全な行動を身につけるために、災害
時、不審者侵入、交通安全指導等、
様々な状況を想定した訓練を行う

新しい場所での様々な状況を想定して年間計画を立て、実践
した。訓練することの意味を子ども達にわかるように伝え、
具体的な行動の仕方を訓練した。

季節ごとに野菜を育てたり、身近な食
材を商店に行って見たり話を聞いたり
して、食への関心を深めている

ジャガイモ・ピーマン・ナス・落花生等を今年度はプラン
ターで栽培し、親子で見ることができるようにした。収穫し
たものを、クッキングでバターポテトや餃子ピザを作り味
わった。魚屋や八百屋に散歩に行き季節の食材を見学する機
会も設けた。

園児一人一人を理解するケース討議を
行い、全職員での共通理解のもと声か
けや援助をしていく

必要な子には指導計画の他にサポートプランを立て、それを
基に保護者との面談を行い、共通認識を持って子どもの支援
を行った。また職員会議や勉強会を実施し、応用行動分析を
用いての子ども理解に努め支援に活かした。

研修主任を中心に、教育目標、重点目
標を実現していくための手立てを考え
る園内研修を行っている

今年度も全学年研究保育を行い、現在の姿から経験させてあ
げたいことやより楽しめる方法などを職員で一緒に考え、課
題についてはＰＤＣＡサイクルに則って振り返りを行った。

子どもの発達や活動の様子を保護者面
談や参加会、おたより、掲示などで積
極的に伝えたり、保護者の悩み等を受
け止め一緒に考えていく

送迎時には駐車場や正門に立ち、保護者と顔を合わせ（育
児）相談しやすい環境を作り、必要があった際は、保健セン
ターや医療福祉センター等と連携をとった。また、保護者が
通る場所に掲示コーナーを作り、写真などでその日の子ども
の姿を伝えた。

近隣の園や小学校に積極的に保育を公
開し、また行事や園外保育などで近隣
の園の子どもたちと交流している

田町こども園との交流や末広学園（地区）幼少接続意見交換
会などに参加。避難訓練で近隣小学校へ避難させてもらう中
で、年長児対象に校庭で遊んだり、校内探索をさせてもらっ
たりして小学校への期待が持てるようにした。

自分のやりたい遊びや好きな遊びを、
試したり工夫したりして楽しそうに遊
んでいる

評価指標 園説明

園の重点目標である「やってみよう　おもしろいな」という
気持ちが味わえるよう、子どもの興味関心に沿って環境や教
材を用意した。そのなかで繰り返し遊んだり、試したりして
いるこども達の様子があった。

研修テーマ‟意欲をはぐくむ環境作り”に沿って、子どもの育
ちに合わせ教材を準備したり、仮園舎敷地内の整備に取り組
んできた。（乳児園庭整備や園舎裏側の敷地整備など）

季節の自然に驚きや喜びを感じなが
ら、遊びに取り入れている

A

B

A

A

A

引っ越しをしてきた頃を思うと、部屋
の中も随分と変わり、先生方が環境を
考え、いろいろと取り組んできたのだ
ろうと思う。小さな子どもから年長の
子どもたちまで、よく成長がわかり、
評価はAでもよいと思うが、敢えてB評
価をつけているところもあるのだろう
と思う。さらにという意味でのB評価
だと思うが、そのような事も含めて、
新体制になっても今の良いところは変
えないでほしい。

A

A

A

A

B

A

説明を聞いて、先生方がよく研修され
ていることがわかった。保護者の中に
は、習い事を取り入れてほしいなど、
要求する保護者もいるようだが、親も
もっと子どものことを理解して成長し
てほしいと思う。小学校に行くと、保
護者も一緒に本を読んで下さいなどと
言われることもある。転んでも起き上
がれない子やいろいろなことがあって
立ち直れない子がいると聞くが、家庭
で愛され、健やかに育って、それに立
ち向かえる子になってほしいと思う。
先生方が、園の環境をよく考えてくれ
ているが、環境という意味から地域で
見守る民生委員の立場として、子ども
の居場所作り（子ども食堂）や子ども
の貧困などを、思い浮かべながら話を
聞かせてもらった。実際、厳しい現実
もあるのかと心配になる。
我が子を通して思うことは、幼少期に
過ごした環境が、いずれ大人になって
ふと戻りたい場所になっている。そし
て、昔の友達や地元のことに触れ、元
気になって社会へと戻っていく。先生
方にたくさん声を掛けてもらい、この
温かい雰囲気で、健やかに育つことが
出来て、とても感謝している。それ
は、先生方の細かい配慮があってこそ
だと思う。新体制になっても、そのよ
うな雰囲気を引き継いでいってほしい
と願う。
仮園舎になり環境が変わって大変な１
年だったと思うが、子ども達と一緒に
先生達も成長したと思う。

A

B

A

A


