平成２９年度 学校評価シート（自己評価）
学校法人 ひつじ幼稚園
ひつじ幼稚園
当園ではこの度、平成２９年度の幼稚園学校評価として、教職員自己評価を実施致しました。教職員一人ひとりが、
自らの教育活動や園運営の状況を振り返ることで、自身や園全体を見つめ直す良い機会となりました。
また、それぞれの自己評価結果について、皆で話し合うことにより、成果や今後の課題、改善の方向性などを
明らかにすることができました。この自己評価の結果を深く受けとめ、更なる教育活動の充実、教育環境の整備、
教職員の資質向上に努めてまいります。

Ⅰ．園の教育目標
「心やさしく、いきいきと、体のびのび、たくましく」を目標に、学校教育法の「健康」「人間関係」「環境」「言語」「表現」の
５領域の内容について、伸び伸びと自然に学べるように、きめ細やかな配慮と指導を行っています。そして、一人ひとりの
子どもの持っている能力を引き出すことにつとめ、思いやりと創造性豊かな子どもになるように、明るく生き生きとした楽しい
保育を目指します。
目指す子ども像
●明るく元気な子
●素直で思いやりのある子
●創造性豊かな子

●よく考えて自分の意思の出せる子
●人の話を落ち着いて聞ける子

Ⅱ．平成２９年度の重点目標
● 教育内容、教育方針、目標の理解に努め、子どもの成長や発達にあった保育計画をたて、
保育環境を整える。保育活動や行事を充実させる。
● 食育の充実や動物への思いやる気持ちを持たせる
● 教職員同士の協力・連携をはかり、教職員体制を確立させる
● 幼児や保育についての研究をし、研修会にも積極的に参加をして理解を深める
● 園の安全・衛生管理体制を充実させる
● 保護者との連携をはかる
● 教職員としての資質向上につとめる

Ⅲ．平成２９年度の評価項目の達成及び取組み状況
評価項目

取組み内容

結
果

1. 教育内容

・保育活動・保育計
画が子どもの実態を
もとに考えて作成さ
れており、幼児の指
導が充実している

A

・幼児のみとりと理解
に努める
・行事を充実させる

活動できるように配慮し、戸外遊びの時間を十分にとることができた。

B

２．教職員体 ・教職員体制を充実
制の充実 させ連携を図る
（全体と学年ごと）

・新しい活動を取り入れ、その活動に楽しんで取り組めるように、保育環境を整え、保育や指導の仕方
を研究し、工夫できた。子どもの成長にとって大切な経験や体験を積極的に取り入れることができた。
・子どもたちの興味を引き出せるように、環境づくりの工夫に努めることができた。

Ｂ
A ・想像力豊かな絵画や作品ができるように、いろいろな経験や体験ができるよう、保育に取り入れた。
A ・歌をうたったり、踊ったり、絵を描いたりする時間を通して、自信を持って気持ち良く一人ひとりが表現

A

・絵本の読み聞かせ
を積極的に行う

・愛情をもって関わり、温かく優しく支援し、根気良くゆっくりと成長を見守っていくことができた。一人ひ
とりの個性を大切に、可能性を引き出すことに努めることができた。
・全園児が、日々充実した楽しい生活が出来るよう配慮できた。

A
Ｂ ・一人ひとりに寄り添い、言葉に出来ないサインを、受け止められた。
A ・子どもの発達や成長にあった無理のない保育計画（日案・週案・月案）を立て、子どもが主体となって

A
A

・専門講師の指導を
やる気を持って行う

結果の理由

A
B
A
A
A
A
A

することを楽しめるよう、導くことが出来た。
・歌の歌詞を伝えたり、行事の由来や物語を教え、子どもたちの感性を育てることにつながった。
・子どもたちが自ら考え、発想や想像力が育つように、また、それぞれの活動に楽しんで取り組めるよう
に、保育環境を整えたり、保育や指導の仕方を研究し、工夫していくことができた。
・行事ごとのねらいを理解し、それにむけて保育を進めていくことができ、どの行事も充実させることが
できた。また行事への取り組みを通して、子どもたちが成長することができた。
・英語や体操、リトミックなどの専門講師による指導に、誰もがやる気を持って参加させることができた。
・英語や体操、リトミックなどの予習復習を行い、理解を深めた。
・ボランティアの人（メープルの会）による読み聞かせの時間が定期的にあり、物語の登場人物になって
考えたり、また、絵本を読む時間も増えたり、季節や行事等に興味が持てるよう努めた。
・絵本や紙芝居を読んだり、季節の歌をうたったりする時間を多く取り入れた。
・教職員間のコミュニケーションを大切に、職員会議等で情報交換を密にし、情報の共有を行い幼稚園
全体で、また各学年毎にも、連携をはかることができた。
・子どもの様子や送迎コースの申し送りを徹底し、ミスがないよう注意した。
・職員会議の他にも、保育前後に時間をつくり、職員同士で保育についての情報を話しあった。

３. 研修と研
究

4. 安全・
衛生管理

・教職員間の情報交
換をしっかり行う
・研修・研究の取り組
み

A

ベテランの先生の保育を間近で見ることが出来、子どもへの言葉掛けや、導き方を学ぶことができた。

A

・他のクラスやベテラン教員の保育の様子を観察し、気付いたことを意見交換し、お互いに学ぶことが
できた。また、他の教職員の保育の良いところを見習い、自分の保育にも取り入れることができた。
・子どもたちが楽しめる保育を行えるよう研究に努め、良かったことは職員間で共有し、更なる向上に努
めることができた。

A

・研修会へ参加し、
研修会後の情報交
換を行う
・安全な園生活の見
直しと、衛生面の管
理を行う

A
B
B
A
A
A
A
Ｂ
A

・フッ化物洗口事業
へ

・空気洗浄噴霧器
（ハセッパー水）の
設置
・避難訓練の充実
・防犯や自然災害へ
の対策

A
A

A

A

５．食育の充 ・食育教育の充実に
努め、関心を持たせ
実と動物へ
る。
の思いやり

A
A

・お米や野菜の栽培

A
・夏休みの預かり保
育の手作り給食

A

・生き物への関心と
思いやる気持ちを持
たせる

B
A
A
A

・情報の発信と受信
・保護者会と個人面
談
・メールサービス、
ホームページ、ライ
ン、プリント等で連絡

A
A
A
B
A

・行事への手伝い

A
A

７．教職員と

・守秘義務の遵守
・教職員全員が意識
して質の向上に努め

・研修会に参加し、保育者としての質の向上に努めることができた。環境構成の見直しができ、実践す
ることができた。さらに研修会で学んだことは職員会議で意見交換し、全員が理解を深められるように
した。
・保育室やトイレ、遊具などの掃除をきちんと行い、清潔に保つことができた。
・消毒液を使って、こまめに机を拭く等、衛生面の管理を意識した。
・健康な生活に必要な習慣や態度が身につくような声掛けをしたり、その場に応じた支援を行った基本
的な生活習慣を覚えることができた。
・手洗いうがい、廊下は走らない、右側通行などの指導に努め、幼稚園全体で注意していくことができ
た。
・体調の変化に早く気付けるように、視診をしっかり行い、インフルエンザ等の感染症が流行している
時期には、特に注意した。
・以前、正面玄関ドアが開いていると指摘されたことがあったため、正面玄関のドアは必ず閉めるよう
徹底した。
・子どもたちが危ない遊びをしていないかよく見て、危険と判断したことは、対処方法を話し合い、事故
や怪我がないよう、徹底した。
・より安全に登園・降園できるように、徹底した。また、通園コースの人数確認を徹底することができた。
・２９年度も引き続き、年長組は、週２回フッ化物洗口を行い、歯科衛生士による歯の健康教育も受け、
虫歯予防への意識を高めた。また、年中組は子どもと保護者が、歯科衛生士による歯の健康教育を
受け、次年度から始めるフッ化洗口に向けて、水でブクブクうがいの練習をして虫歯予防の意識を高
めた。また全園児が昼食の後、歯磨きを行い、歯磨きのやり方を習慣づけていった。
・各クラスと正面玄関に空気洗浄噴霧器（ハセッパー水）を噴霧させ、衛生管理を強化した。保育室の
除菌を行い、清潔に保つことができた。

A ・防災ずきんをかぶり、定期的に避難訓練を行い、子どもたちの意識を高めることができた。
Ｂ ・地震等の自然災害や不審者が侵入したときの対処の方法について、教職員が普段から確認

・安全点検票に基づ
く、定期的な安全点
検等

６．保護者と
の連携

・より良い保育を行うため、自分が苦手とする分野の向上に努めることができた。

A
A

しあい、一人ひとりが実践できるよう意識した。
・安全点検票に基づき、園庭や園舎内で危険なところがないか、定期的に点検を行い、子どもたちが
安心して活動できるような環境を整えることができた。
・食事の時間が好きになるよう、みんなと一緒に食べることに楽しみや、喜びを味わえるような環境づくり
を行った。
・食べることに苦手意識を持たせないように、楽しく食べられる分だけを食べるよう、無理のない食事に
努めた。
・年長組はミニトマトやキュウリなどの夏野菜を栽培し、７月にはサラダ・カレーライスパーティを行った、
幼稚園全体ではお米作りを行い、食育に取り組むことができた。また芋掘り遠足、ジャガイモ掘り遠
足などを通し、食べ物への興味や関心を高めることができた。
・夏休みの預かり保育の時に、手作り給食として、サンドイッチや、焼きそば、カレーを作って食べ、縦
割り保育の中で、みんなで一緒に食べる楽しみを経験させることができた。
・紙芝居や絵本等を通し、虫や動物と関わり、自然を大切にする気持ちを持たせた。幼稚園にいるウサ
ギをかわいがり、思いやりの気持ちを育んだ。
・特に動物に触れ合うことが心の拠りどころになっている子に対しては、えさをあげたり、世話をする役
割をしてもらい、更に思いやりの気持ち育んだ。
・ウサギやインコ、金魚にえさをあげるなど、動物とのふれあう機会を増やし、動物への思いやる優しい
気持ちを持たせるよう、配慮した。
・カブト虫を卵から、幼虫、さなぎ、成虫に育て、昆虫（生き物）への興味や関心を持つことができた。
・子どもがいつもとは様子が違うときは、保護者と密に連絡をとり、連絡帳、電話、面談などで十分に話
し合い、解決するよう努めた。
・個人面談や電話、連絡帳を通じて、園での様子を保護者に伝えたり、また家庭での様子を保護者
から教えてもらいながら、保護者と協力して成長を見守っていった。
・保護者と園との共通理解のため、保護者会・クラス会などを開催し、情報を共有した。
・個人情報に注意しながら、日々の出来事や子どもの様子を、ラインやホームページを利用して情報を
提供した。
・全園児にメールサービスの登録をしてもらい、一括して情報をメール配信できた。行事の前のお知ら
せや、急な変更事項等、メールサービスを利用して連絡網よりもスムーズに情報提供を行えた。
・行事の手伝いやプールの着替えの手伝い等をお願いし、保護者と園とで行事などがさらにより良いも
のとなるように協力していただいた。
多くの保護者に無理のない範囲で手伝いや参加をしていただくことにより、園の行事への理解を深め
ていただいた。
・家庭の情報を口外せず、各家庭状況等にも配慮するよう努めた。
・子どもたちが楽しめる保育を行えるよう研究に努め、良かったことは教職員同士共有し、更なる向上に
努めた。

しての資質
向上

る
・苦手な分野の向上
先輩教員からの学
び
・研修会への参加
・好感の持てる言葉
遣いや身だしなみ

A
A
A

・より良い保育を目指し、自分の不得意なことに対してより向上できるように、苦手分野に積極的に取り
組み、また、日々の反省をきちんとし、探求心を持つよう努めた。
・教職員同士で良いことはお互いに学び、苦手なことは向上できるように努めた。また、他の教員の保
育の仕方を積極的に学んだり、わかないことは先輩教員へアドバイスを求めた。
・ひつじ幼稚園の教職員であることの自覚を持ち、好感の持てる服装や髪型、先生らしい態度や言葉
遣いを心掛けた。

Ⅳ．具体的な目標や計画の総合的な評価結果
結 果

A

理

由

教師一人ひとりが学校評価の主旨を理解し、各自適切に自己点検、自己評価に取り組んでいる様子
が見られた。評価項目の１～７のすべてにおいて意識し努力しており、概ね目標を達成することがで
きた。特に、教育内容の取り組みに大変力を入れており、充実していた。３０年度も引き続き、幼稚園
全教職員で課題に取り組んでいきたい。

Ⅴ．平成３０年度に取り組む課題
1. 教育内容

・幼児の指導と
保育活動

・ 愛情をもって関わり、温かく優しく支援し、根気良くゆっくりと成長を見守っていく。
一人ひとりの個性を大切に、可能性を引き出すことに努める。

・行事の充実

・ 全ての園児たちが、日々充実した楽しい生活が出来るよう配慮する。

・幼児のみとりと理解
・環境づくりの工夫

・ 幼児期の終わりまでに育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」を踏まえ、生活全体を援助し、教育活動が展開できるよう努める。

・専門教育

・言葉に出来ないサインを、きちんと受け止められるようにする。

・動物や植物への関心

・発達や成長にあった無理のない保育計画を立て、時間に余裕を持って、新しい活動を取り入れる。

・読み聞かせ

・体力づくりのためにも、晴れているときには、必ず外遊びをするようにする。

・絵画指導

・子どもたちが自ら考え、発想や想像力が育つように、子どもたちがそれぞれの活動に楽しく、積極的
に取り組めるように、保育環境を整え、保育や指導の仕方を研究し、工夫していく。子どもの成長に
とって大切な経験や体験を取り入れていく。
・子どもたちの興味を引き出せるように、子どもにあった保育や環境づくりの工夫に努める。
・英語や体操、リトミックなどの、専門講師による指導に、やる気を持って参加できるよう工夫し、予習
や復習を行う。
・子どもたちが生き物に関心を持ち、生長を観察したり、えさをあげたりができるように、必要な環境を
整えておく。
・絵本や紙芝居を読んだり、季節の歌をうたったりする時間を多く取り入れる。また、季節のごとの自然
現象や行事の由来等を保育の中でわかりやすく教え、理解を深める。
・行事（特に、運動会・お遊戯会・作品展）ごとのねらいを理解し、時間にも気持ちにもゆとりを持って、
幼稚園全体で連携しながら、取り組んでいく。

２．教職員体制 ・教職員体制を充実させ ・教職員間のコミュニケーションを大切に、情報交換を密にし、連携をはかって行く。幼稚園全体で問
連携を図る
題解決していく。さらに学年主任を中心に、学年ごとに話しあいや、情報交換などを密にし、学年でも
の充実
（幼稚園全体・学年ごと） 連携を図っていく。学年ごとに見通しを持った計画をたて準備を十分に行う。
・送迎コースの申し送り
の徹底

・子どもの様子や送迎コースの申し送りを徹底し、しっかり把握する。
・教職員間で意見交換を行い、お互いの保育の良いところを見習うようにする。

３. 研修と研究 ・研修・研究の取組み

・子どもたちが楽しめる保育を行えるよう研究に努め、良かったことは職員間で共有し、更なる向上に
努める。

・研修会への参加
・積極的に研修会に参加し、保育者としての質の向上に努める。さらに研修会で学んだことは職員会
・他の教職員からの学び 議で意見交換し、全員が理解を深められるようにする。
・苦手分野の意識と
向上

・意識して他の教職員の保育の仕方を学び、向上に努める。
・より良い保育を行うため、自分が苦手とする分野の向上に努める。

4. 安全・
衛生管理

・安全な園生活の見直
しと、衛生面の管理
・通園コースの確認
・空気洗浄噴霧器の設
置

・保育室やトイレ、遊具などの掃除をきちんと行い清潔に保つ。
・健康な生活に必要な習慣や態度が身につくような言葉掛けをしたり、その場に応じた支援をする。
特に、手洗いうがい、廊下は走らない、右側通行などの指導に努め、幼稚園全体で注意していく。ま
た、全園児が歯磨きを習慣づけられるようにする。
・正面玄関のドアを必ず閉めるよう徹底する。

・フッ化物洗口事業への ・来客者に対しては、名札の着用と、来客者リストへの記入を徹底する。
取り組み
・より安全に登園・降園できるように、やり方や時間等を見直しし、必要な時には改善する。通園コース
・避難訓練の充実
の人数確認を徹底し、安全に通園できるようにする。
・防犯や自然災害への
対策
・安全点検票に基づく、
定期的な安全点検

・空気洗浄噴霧器（ハセッパー水）を噴霧させ、保育室の除菌を行い、保育室を清潔に保つ。
・３０年度も引き続き、川越市の事業、「フッ化物洗口事業」を実施し、歯科衛生士による歯の健康教
育を受け、虫歯予防の意識を高める。また年中組では、その準備を行う。
・３０年度も引き続き、防災ずきんをかぶり、定期的に避難訓練を行う。
・地震等の自然災害や不審者が侵入したときの対処の方法について、教職員が普段から確認し、意
識を高める。
・消防署により救命講習に全教職員が参加し、応急手当の方法や、AEDの使い方について学び、必
要なときには誰もが実践できるよう心掛ける。
・安全点検票に基づいた安全点検を行い、園庭や園舎内で危険なところがないか、遊具の安全確認
等、注意していく。

５．食育の充実 ・食育への取組み
と動物への
・環境づくり
思いやりと
関心
・行事の充実
芋掘り遠足
ジャガイモ掘り遠足
サラダパーティ
おにぎりパーティ

６．保護者との
連携

・生き物との触れ合いと
思いやり
・情報の発信と受信

・食事の時間が嫌にならないように、無理に食べさせることはせずに、みんなで一緒に食べることの喜
びや、楽しさを感じさせ、自発的に食べたいと思えるような環境づくりをする。
・食べ物に対して感謝の心や親しみを感じることができるよう、野菜や果物を育てたり、食材に触れる
機会を保育の中にさらに取り入れていく。３０年度も年長組はミニトマトを栽培し、７月にはサラダ・カ
レーライスパーティ、幼稚園全体ではお米作りを行い、秋にはおにぎりパーティを行い、食育に取り
組む。また芋掘り遠足、ジャガイモ掘り遠足などを通し、食べ物への興味や関心を高める。
・ウサギやインコ、金魚にえさをあげるなど、動物とのふれあいを取り入れ、動物への思いやる優しい
気持ちを持たせる。また、カブト虫を卵から、幼虫、さなぎ、成虫に育て、昆虫（生き物）への興味や関
心を持たせる。
・子どもがいつもとは様子が違うときは、保護者と密に連絡をとり、連絡帳、電話、面談などで十分に話
し合い、解決するよう努める。

・保護者会や個人面談
・メールサービス、
ホームページ、ライン
プリントなどで連絡

・行事への手伝い
・守秘義務の遵守

・また、保護者に子どもの幼稚園での様子や、エピソード等をお話しし、積極的にコミュニケーションを
とるようにし、お互いの理解を深める。
・保護者と園との共通理解のため、全体では保護者会・クラス会などを開催し、情報を共有する。
・個人情報に注意しながら、日々の出来事や子どもの様子を、ラインやホームページを利用して情報
提供していく。写真等が、偏らないように配慮する。
・全園児にメールサービスの登録をしてもらい、行事の前のお知らせや、急な変更事項等は、メール
サービスを利用して情報提供をする。
・保護者の保育参加や行事の手伝い等を、保護者の無理のない範囲内でお願いする。
・個々の子どもや保護者、家族の情報は、決して口外しない。

７．教職員とし
ての資質向上

・保育研究と保育技術
の向上

・常に向上心や、やる気を持つ。また、子どもたちにより深い学びや、感性を育てるためには、自分自
身も実際に様々な体験や経験をして、自らの感性を磨くようにする。良い保育を目指し、自分の不得
意なことに対して向上できるように、また、日々の反省をきちんとし、更に探求心を持つようにする。

・日々の振り返りと、反省
と改善
・子どもたちが楽しめる保育を行えるよう研究に努め、良かったことは教職員同士共有し、更なる向上
に努める。
・苦手分野の向上
・教職員同士で良いことはお互いに学び、苦手なことは向上できるように努める。また、他の教員の保
・他の教職員からの学
育の仕方を積極的に学んだり、わかないことは先輩教員へアドバイスを求めたりする。
び・服装・身だしなみ
・ひつじ幼稚園の教職員であることの自覚を持ち、好感の持てる服装や髪型、先生らしい態度や言葉
・態度や言葉遣い
遣いを心掛ける。

平成２９年度 学校評価シート（学校関係者評価）
１．自己評価で設定した目標・計画、評価項目の設定は適切であったか
・すべての項目において、丁寧に振り返りができており、適切であった。

２．評価結果の内容は適切であったか
・概ね適切であると思われる。1 人ひとりが学校評価の主旨を理解し、各自適切に
自己点検、自己評価に取り組んでいる様子が見られた。
・特に、教育内容の取り組みには、力を入れており、充実していると感じられる。

３．今後取り組むべき課題は適切に設定されているか
・今年度の反省点が活かされた課題に設定されているので、適切な内容である。
・より良い保育になるよう、また園児一人ひとりにあった保育が展開できるよう、
課題が設定されており、適切である。

４．今後取り組むべき課題は適切に行われているか
・取り組みのほとんどが適切に行われている。特に大きな行事については、事前に
準備や計画が十分できている。

