
令和３年度 自己評価・学校関係者評価報告 

 

令和 ４年 ２月 １５日 

（令和 4 年 3 月 28 日） 

学校法人愛泉学園 

認定こども園愛泉幼稚園 

１．教育目標  

あかるく… 明るく生きていくためには健康なこころとからだであること 

 かんしゃ… 自分一人ではない、みんながいること、愛されていること 

すなお … 話を聞くこと、感じたことを言葉で表現できること 

 

２．保育重点目標 

 ・健康な心と身体を育む 

・様々なことに興味・関心を持ち、意欲的に挑戦できること 

・自分の気持ちが伝えられること、言葉による伝えあい 

  重点目標に対する評価項目 評価 取り組み状況 

１ ・コロナ禍の中で子ども達の健康と保護者の 

安心・安全を守る 

・全スタッフの健康管理 

Ｂ 

昨年から続くコロナ禍の中で、エッセン

シャルワークの役割を担っていること

を意識し、看護師を中心として健康管理

と保健衛生を徹底して行ってきた。（検

温、マスク、手指消毒の徹底） 

・子どもへの保険衛生教育、感染症への

理解は習慣化されている。ただ保護者へ

伝えることには難しさを感じる。おたよ

りやメール連絡だけでは一方通行とな

ってしまっている。 

２ ・子ども達の興味、関心を保育に生かすこと

ができているか 

Ａ 

何気ない生活の中に不思議、発見がある

ことを保育者自身が感じることで子ど

もへのアプローチも変わってきた。 

行事に向かうにあたっては、子どもたち

の意欲を大切することができている。 

３ ・マスクをしている中で、コミュニケーショ

ンを積極的にとれるか 

Ｂ 

意識的に話し合う機会をたくさんもて

た。マスク着用に関係なく自分の意見を

言うことができ、友達の意見を聞き、受

け入れるなど、会話のやりとりを数多く

行うことができた。 

マスクの着用により表情が読み取れな

いことへの不安は常に感じている。 

評価 A…十分に成果があった Ｂ…成果があった Ｃ…少し成果があった Ｄ…成果がなかった 

評価者…園長、副園長、学年主任、看護師 ９名 



３．教員自己評価項目、達成、取組状況 

 評価項目 評価 取り組み状況 

１ 自分たちの保育を見つめ直すこと（計画と振

り返りから考える） 

Ｂ 

コロナ禍にあり、園児が登園していない

期間や日々の活動の中にも制限がかか

ったこともあり、当初の計画が実行とは

ならなかったが、変更を受け入れ、その

時々の最善を考えられていた。 

学年チームでの計画と振り返りはよく

行うことができた。 

２ 保育の質の向上を目指す 

Ｃ 

外部研修がオンラインになったことで

時間の余裕がもてたが、画面越しでは物

足りないことも感じている。 

皆で園内研修をする機会が持てていな

い。一部の教員に偏りがでてしまった。 

３ 組織の一員であることを理解する 

Ａ 

外部の心理カウンセラーの面談によっ

て、自分たちの立ち位置を確認できてい

る。ワークを重ねることでコミュニケー

ションが多くとれるようになっている。 

評価 A…十分に成果があった Ｂ…成果があった Ｃ…少し成果があった Ｄ…成果がなかった 

評価者…教職員 

 

４．総合的な評価結果 

評価 理由 

Ｂ 

３つの評価項目について重点的に取り組んだ結果、コロナ禍でも子どもを中心に日々の生活

や活動に影響なく保育を継続することができた。保育を止めないことが私たちの使命である

ことから、保護者にも地域の方々にも幼児教育と乳児保育の大切さを理解して頂けるように

園運営をしていかなければならない。今後も保育者一人一人が子どもを大切にした質の高い

乳幼児教育・保育を実践することを目指していきたい。 

評価 A…十分に成果があった Ｂ…成果があった Ｃ…少し成果があった Ｄ…成果がなかった 

評価者…園長 

 

５．今後の取り組むべき課題 

 課題 具体的な取り組み方法 

１ 安全管理 

～健康な心と体を育む～ 

終息が見通せないコロナ禍にあり、継続した取り組みは必要である。 

いつも同じではなく、体や心の変化にも気づいていきたい。 

２ 園庭環境 

～遊ぶことへの意識～ 

園庭遊具の耐用年数が過ぎ、園庭改造を計画していることから、子ども

の環境としての在り方を遊びを通して考えていきたい。 

３ 地域連携 

～広げること～ 

地域のイベントや集まりがなくなっていることへの危惧ある。 

園を中心に再構築し、新たに創生していきたい。 

 



６．学校関係者評価委員会の評価 

2021.11.26 保育参観（お店屋さんごっこ）アンケート 

2022.3.28 評価委員会でのご意見 

７. 保護者アンケート 

 ２学期終了時に保護者アンケートを実施（R3.12.24～R4.1.15） 

紙と Google フォームにて回答を求めた。182/233 名（回答率 78.1％） 

※QR コードを使ってネットで回答した保護者が 103 名（率 56.5％）…少し紙より多い。 

全体で 182 名（78％）の方が回答して頂いたことはとても有難いこと。保護者アンケートを年に２回

１学期と２学期終了時に行うことで保護者の意見がタイムリーに伝わってくる。 

 

（１） 年長 紙での提出 26 ネット 33 60/69（回答率 86.9％） 

  Q１ お子さんが毎日心配なく通園できていましたか。 

   通えていた…５９  通えていなかった…１ 

  Q２ お子さんが行きたくないと言っていた場合、理由がわかりますか。 

  ・ほとんど楽しく通えていたが、新学期や行事の前などの時期は不安そうだった 

  ・お家で過ごした時間が長かったあとの登園は親も不安だった 

  ・お弁当の日は行きたがらない 

  Ｑ３ お子さんと担任はよい関係性が築けていたか 

   とても良い関係…４１  よい関係…１６  あまりよくない…１ 

  Ｑ４ お子さんとお友達は良い関係ができているとかんじますか 

   とてもよい関係…３３  よい関係…２６ 

  Ｑ５ 先生やお友達との関係でご心配なことがありましたらご記入ください 

   思い通りにいかずにかんしゃくを起こしたときにお友達に迷惑をかけていないか心配。 

  Ｑ６ これまでの行事について 

   満足している…２８ まあまあ満足している…２３ 満足していない…４ 

  Ｑ７ これまでの行事についてご意見、今後のご要望など 

   ・コロナ禍で工夫しながら行事を実施してくれたことは感謝しています。 

   ・運動会が学年ごとになっていたがそれはそれでよかった…３名 

   ・お誕生日プレゼントが手作りでうれしかった。 

   ・参観日が少ないことはとても残念…もっと見せて欲しい。 

   ・コロナ禍で仕方ないことだとわかっていますが、親子で参加する行事が少ない。 

  Ｑ８ 園からのおたよりについて 

   紙がよい…５ キッズリーによるデータ…１３ 両方…３０  

  Ｑ９ 保護者の知りたい情報はどんなものか。 

   行事の詳細…４７ 子どもの様子…５３ 保育目標・ねらいなど…８ 感染症など…１１ 

  Ｑ１０ その他 ご意見 ご要望 

・感染症の情報→学級閉鎖の基準はありますか？→安全対策ってどんなものがありますか？ 

・マスクは園庭で外しているようだが、密になるようなお集まりの時には近づいてしまっている。 

・クラスの子どもの名簿がほしい。 

・園で行われている習い事の情報が欲しい。 

・すくすくファイルはとてもいい思い出になる。 



・運動会や発表会などシングルの場合は代わりを祖父母でも OK にしてほしい。 

・コロナ禍で保護者が園に行く機会が減り、園での様子がわかりづらい。キッズりーに載る写真を

もう少し多くしてほしい。 

・そろばんなど習い事がある日の駐車場が混雑していて危ない。習い事が終わった小学生が園庭で

遊んでいて危ないことがある。事故がある前に改善してほしい。 

・たくさんの体験や経験ができていると思います。 

・木製の廊下で足の裏に木片が刺さってしまったことがある、樹脂製にしてはどうか。 

 

（２） 年中 紙での提出 12 ネット 27 39/46（回答率 84.7％） 

  Q１ お子さんが毎日心配なく通園できていましたか。 

   通えていた…３９ 通えていなかった…３ 

  Q２ お子さんが行きたくないと言っていた場合、理由がわかりますか。 

   ・長期休み明けは行きたくないと泣く。 

  Ｑ３ お子さんと担任はよい関係性が築けていたか 

   とても良い関係…２６  よい関係…１１  あまりよくない…２ 

  Ｑ４ お子さんとお友達は良い関係ができているとかんじますか 

   とてもよい関係…２３  よい関係…１５  あまりよくない…１ 

  Ｑ５ 先生やお友達との関係でご心配なことがありましたらご記入ください。 

   ・一時期、かんしゃくや泣きがひどかった時に先生や友達から孤立してしまったことがあったと

聞き、さらに幼稚園に行くことが嫌になってしまったことがあったので心配。 

  Ｑ６ これまでの行事について 

   満足している…２７ まあまあ満足している…１２  

  Ｑ７ これまでの行事についてご意見、今後のご要望など 

   ・運動会の場所取りがなくなって大変助かります。 

   ・親子遠足の復活を願ってます。 

   ・延期になった行事の代わりの日程を土日にしてほしい。 

  Ｑ８ 園からのおたよりについて 

   紙がよい…１０ キッズリーによるデータ…１３ 両方…１６  

  Ｑ９ 保護者の知りたい情報はどんなものか。複数可 

   行事の詳細…３１ 子どもの様子…３１ 保育目標・ねらいなど…４ 感染症など…９ 

  Ｑ１０ その他 ご意見 ご要望 

・キッズリーの打刻ができないことがある、とても不便を感じる。 

・職員室にいる職員が保護者に対して一方的で高圧的であり不適任に思える。説明不足を感じる。 

・第二愛泉幼稚園と行事の内容が違うことに不満があります。 

  ・朝の門番をしている先生が園庭ばかり見ていて、登園して来る園児や親を見ていない。挨拶もし

ないことがある。何のために門に立っているのかわかっているのか？何回も続くと不愉快。 

  ・いつも子どもを温かく見守っていただき感謝しています。 

  ・コロナ禍でも行事を工夫して行ってくれて感謝しています。キッズリーを通して子どもの様子を

伝えてくれるので助かります。 

  ・いつもお世話になりありがとうございます。園については大変満足しており、要望や意見は何も

ございません。これからも宜しくお願いいします。 



  ・卒園アルバムに住所を載せることをやめて欲しい、3 学期の時に先生に向けて書く用紙にも住所

を記入するところがある。 

（３） 年少 紙での提出 14 ネット 23 37/53（回答率 69.8％） 

  Q１ お子さんが毎日心配なく通園できていましたか。 

   通えていた…２９  通えていなかった…２  どちらともいえない ２ 

  Q２ お子さんが行きたくないと言っていた場合、理由がわかりますか。 

   ・コロナ禍のため家庭の環境が不安だった 

   ・友達との関わりが上手ではない。 

   ・気分屋。 

   ・ママと離れたくない。 

   ・具体的には言ってくれませんがつまらないと言っていた。 

  Ｑ３ お子さんと担任はよい関係性が築けていたか 

   とても良い関係…２１  よい関係…１２  あまりよくない…４ 

  Ｑ４ お子さんとお友達は良い関係ができているとかんじますか 

   とてもよい関係…９  よい関係…１５  あまりよくない…２ 無記入…１１ 

  Ｑ５ 先生やお友達との関係でご心配なことがありましたらご記入ください…なし 

  Ｑ６ これまでの行事について 

   満足している…１８ まあまあ満足している…１３ 満足していない…６ 

  Ｑ７ これまでの行事についてご意見、今後のご要望など 

   ・コロナ禍でも色々なところへ遠足に行けるのでとても嬉しい。 

   ・運動会の配慮はとても良かった。 

   ・行事が延期になった場合に早く連絡してほしい→延期の日程をはじめから決めておいて欲しい。 

  Ｑ８ 園からのおたよりについて 

   紙がよい…６ キッズリーによるデータ…７ 両方…１７ 無記入…７  

  Ｑ９ 保護者の知りたい情報はどんなものか。複数可 

   行事の詳細…２６ 子どもの様子…２８ 保育目標・ねらいなど…９ 感染症など…１８ 

  Ｑ１０ その他 ご意見 ご要望 

・コロナ禍で大変な中、休園することなく子どもを見てくださり、ありがとうございます。 

・駐車場で子どもが一人で歩いている姿を見かけます。せめて手を繋いでほしいです。 

・親が行事に参加する機会が減り、子どもの姿を直接見られないことが残念。ですが子どもだけの

行事は中止にならないので子どもは楽しく園生活を送れています。 

・園帽子が廃止になったことを知らなかったので、ちゃんと知らせて欲しい。またその他にもお知

らせと実際が違うことがあるので困惑することがある。特に２号認定のお手紙はないので、知ら

されていないことが多い。子どもにだけ言うことはやめて欲しい。 

・もう少しキッズリーを頻繁に更新してほしい→写真を掲載してほしい。 

・施設の遊具や室内の安全管理を徹底してほしい。共働きの保護者の父母の会の仕事などの負担は

なしにして欲しい。 

・遠足に行く場所は事前にお知らせしてほしい。 

・イベントでお菓子を頂けることは有難いのですが、我が家ではスナック菓子は控えているので詰

め合わせでは、与えることに複雑な気持ちになります。 

・行事の延期について、延期の連絡が朝イチに来て困った。もう少し待って、ギリギリでジャッジ



すればできたのではないか。天気予報では朝のみと言っていて、案の定雨は朝だけで少しずらせ

ば行うことができたはず。行事の為に休みを調整して予定しているのに、次が調整できない。 

（４） ２歳クラス 紙での提出 13 ネット 9 22/37（回答率 59.4％） 

  Q１ お子さんが毎日心配なく通園できていましたか。 

   通えていた…２１  通えていなかった…１ 

  Q２ お子さんが行きたくないと言っていた場合、理由がわかりますか。 

   ・発表会が苦手なのか、行きたくないと駄々こねた。 

   ・コロナ禍で家にいることが多くなり、ママと居たいと泣いた。 

  Ｑ３ お子さんと担任はよい関係性が築けていたか 

   とても良い関係…１５  よい関係…６  あまりよくない…０ 

  Ｑ４ お子さんとお友達は良い関係ができているとかんじますか 

   とてもよい関係…６  よい関係…１４   あまりよくない…１ 

  Ｑ５ 先生やお友達との関係でご心配なことがありましたらご記入ください 

   ・幼稚園でどのように過ごしているのか心配。 

   ・うちでは何も話してくれない。 

  Ｑ６ これまでの行事について 

   満足している…１１ まあまあ満足している…８ 満足していない…２ 

  Ｑ７ これまでの行事についてご意見、今後のご要望など 

   ・敬老会があるとよい。 

   ・仕事の調整が必要になるため、行事の詳細は早めに教えて欲しい。 

  Ｑ８ 園からのおたよりについて 

   紙がよい…５ キッズリーによるデータ…５ 両方…１２  

  Ｑ９ 保護者の知りたい情報はどんなものか。複数可 

   行事の詳細…１５ 子どもの様子…２１ 保育目標・ねらいなど…３ 感染症など…１０ 

  Ｑ１０ その他 ご意見 ご要望 

・お迎えの際に先生が子どもの様子を具体的に伝えてくれると嬉しい！ 

  ・先生とのコミュニケーションがとれると安心感がある。 

  ・なるべくキッズリーに写真をのせてほしい。 

  ・先生方がよく見てくれていると感じる。 

  ・先生との話す機会が少ない…もっといろいろ教えて欲しい。 

  ・行事の延期は１日前に教えて欲しい。勤務調整の都合がある為、当日の変更は困る。 

  ・月単位で先生方のねらいとか目標とかも教えてもらえると家庭でも色々できると思う。 

  ・鉄棒の位置が気になる。あの位置では危険ではないか。 

  ・木曜日の習い事の関係で駐車場が停められない。外で話しているお母さん達や駐車場で走り回

っている子もいて、いつ事故が起こってもおかしくないと思います。 

  ・駐車場の停めるスペースに張ってある砂利のロープをもっと見えるようにしてほしい。 

・このご時世、誰でも簡単に入れる門の管理がやっぱり危険。不審者が侵入しても分からない。  

・クラス毎に流行っている病気は定期的にキッズリーで教えてほしい。病院で流行っている病気

を聞かれても分からないことが多い。 

・用意してほしいものなど、具体的に書いてほしいのですがいつも簡単に書いており、結局先生

に聞くことになります。 



（５） ０．１歳 紙での提出 13 ネット 11 24/28（回答率 85.7％） 

  Q１ お子さんが毎日心配なく通園できていましたか。 

   通えていた…２３  通えていなかった…１ 

  Q２ お子さんが行きたくないと言っていた場合、理由がわかりますか。 

   ・連休後は行きたくないみたいだった。 

   ・赤ちゃん返りだと思います。 

  Ｑ３ お子さんと担任はよい関係性が築けていたか 

   とても良い関係…２０  よい関係…４  あまりよくない…０ 

  Ｑ４ お子さんとお友達は良い関係ができているとかんじますか…なし 

  Ｑ５ 先生やお友達との関係でご心配なことがありましたらご記入ください…なし 

  Ｑ６ これまでの行事について 

   満足している…１６ まあまあ満足している…８ 満足していない… 

  Ｑ７ これまでの行事についてご意見、今後のご要望など 

   ・クリスマス会に親子で参加ができてよかった。 

   ・数十分でもいいので保育参観がしたい。 

   ・コロナ禍でもたくさんの行事をしてくださり感謝します。 

  Ｑ８ 園からのおたよりについて 

   紙がよい…４ キッズリーによるデータ…６ 両方…１４  

  Ｑ９ 保護者の知りたい情報はどんなものか。複数可 

   行事の詳細…１４ 子どもの様子…２４ 保育目標・ねらいなど…１０ 感染症など…８ 

  Ｑ１０ その他 ご意見 ご要望 

・まだ子どもが小さいうちは全体よりも個人の連絡を多くしてほしい。 

・いつもよく見てくださり感謝しています。 

・いつもお世話になりありがとうございます。先生にはとても感謝しております。ただ、持ち物の

管理が心配です。間違いで他の子のものが入っていて、ウチのものがなくて返ってこないのでは

ないかと心配になります。 

・キッズリーの写真をたくさんのせてください。 

 

８．総評 全体 

 教職員による自己評価（行事による評価）と保護者へのアンケートの結果を抜粋にて報告させて頂き

ます。自己評価については、今現在までの自己評価を記載せて頂きました。内容は１人で行う自己評価

ではなく、学年チームの皆で話し合い、次へのステップにするために課題解決を行えています。この話

し合いを如何に活発にできるかが、チームの強さになると考えています。園での主な行事に対して皆で

計画を立て、実行し、振り返ることは、子どもに対して真摯に向き合うことに繋がります。園の方針と

して、決して保育者本位ではなく、子ども主体に考えていかなければならないと伝えています。行事、

活動から振り返り、次に繋げていかなければ、質の向上はあり得ません。個々も大切ですが、横と縦の

繋がりを意識して助け合いながらチームで保育ができることを目指していきます。今年度はどの学年も

概ね良好でいいチームが作れています。残りの保育者個人の自己評価、振り返りは 3 学期が終了するま

でに行う予定です。 

 また、下記の 3 項目だけを抜粋してみても、保護者からは概ね良い評価を頂いていることに感謝申し

上げます。 



Q１ 心配なく園に通えていた １７１名(94％)  通えていなかった １０名(5％) 

 Q３ 担任と関係性  よい１７２名(94％) よくない７名(4％) 

 Q6 行事への満足度 満足＋まあまあ満足１６４名(90％)  満足していない１２名(7％) 

Q3 の担任との関係性がよくないとのご意見にはきちんと向き合わなければならないと感じています。

保護者の方の感じ方なのか、子どもが感じることなのか。いずれにせよ、改善していきます。 

Q6 の行事については、子どもたちは行事からたくさんのことを学び、楽しんで参加できていると感じ

ます。それをきちんと保護者に見てもらうことができれば改善できると思っています。 

Q10 への温かい励ましや感謝のお言葉をたくさん頂きました。担任には励みになったことでしょう。頂

きましたお言葉は、今後の糧にしていきたいと思います。コロナ禍の中で、保護者もお子さんも大変な

思いをされていたことは言うまでもありません。園も同じように皆さんと共に頑張ろうとの意気込みで

したが、至らぬ点がありましたことは、この場をお借りしてお詫び申し上げます。 

アンケート Q７、Q10 は園として皆で受け止めなければならない文を抜粋しました。その他にも記載し

なければならないご意見もありましたが、保育者へ直接伝えさせて頂きました。本当に忌憚のないご意

見をありがとうございました。ご要望に応えられるように、今後も努力していく所存です。どうぞご厚

情を頂けますようお願い申し上げます。最後になりますが、愛泉幼稚園が子どもの為の最高にふさわし

い場所となるように保護者の皆様にもお力を借りなければなりません。子どもも保護者も園も地域も、

皆で子育てしていきたいと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

 以上、今年度の学校評価の報告とさせていただきます。 

 


