
平成 30 年度   自己評価結果公表シート 

念法幼稚園 

 

1、 本園の教育目標 

「元気なからだ・すなおなこころ・感謝の気持ち」を園訓とし、よりよい環境の中で、直接

的・具体的体験を積み、生涯にわたる発達の基礎を培う。 

「心の教育」を主とした、心情・豊かな感情・意欲・態度など教育の根本とし、「生きる力」

の育成に力を注ぐ。 

 

 

2、 本年度、重点的に取り組む目標・計画 

評価項目に沿って、教職員の共通理解をはかり、保育を見つめ直し、教育の質向上に努め、

教育の改善に主体的に取り組む重点項目とする 

 

①教育内容：本園の教育目標を重視し、幼児期の人格形成の基礎を培う教育に努める 

 

②自然活動：季節に応じた草花や野菜を育て、植えつけから収穫までの体験を通して感性を

養い、生き物に触れたり、飼育したりして命の大切さを学ぶ 

 

③食  育：食べ物の大切さや役割を知り、感謝の気持を育てる 

 

④健康・安全対策：園児の健康や施設・設備の安全 等の取り組み 

 

⑤特別支援教育：特別に配慮を要する、支援方法を検討し育成に努める 

 

⑥子育て支援：幼稚園に求められる社会的なニーズを踏まえ考慮し検討し努める 

 

⑦教育の質向上：教職員の質向上への取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3、 評価項目の達成及び取組状況  

 

［評価の基準］ A:十分達成されている  B:達成されている  

C：取り組まれているが成果が十分ではない  D:取り組みが不十分 

取り組み項目及び内容           取 組 状 況 

①教育内容           ＜Ｂ＞ 

 ◎生活習慣 

 ◎学期目標 

1学期:挨拶 

2学期:心（やさしい心と強い心） 

3学期:考える（善・悪等考えて行動） 

  

 

  

  ◎情操教育 

  ・絵本に親しむ   

◎基本的生活習慣等、学年または園児に応じて指

導している。 

◎挨拶や返事から始まるコミュニケーション力

の育成を大切にすると共に学期ごとに全園児

と目標をかかげ積極的に行う環境づくりに努

めた。 

・目標をかかげたことで子ども達も理解しまた教

職員の日々の言葉がけもあり実行する姿がみ

られた。 

◎ 感情や情緒を育み子ども達の心の働きをより

豊かに育み自分の好きな絵本を選び親しむ姿

が見られた。                                                                                                                              

②自然活動           ＜Ｂ＞ 

4月＊新しい小動物仲間入り（オカメインコ） 

 

5月［長・中・少］いちご・空豆  収穫祭 

      ［長］トマト・なす・きゅうり苗植え 

           ひまわり・百日草 (プランター) 

      ［全］さつまいも 苗植え 

      ［中］つるなしいんげん・オクラ種ま

き 

      ［中・少］朝顔  種まき 

6月［少・最少］小松菜  の種まき 

      ［全］玉ねぎ 収穫祭  

      ［長］大葉の苗 里芋 植え 

      ［中・少］朝顔  種まき  

 

7月  ［長］じゃがいも・なす・きゅうり・      

トマト 収穫祭                                                                                       

           ペチュニアの種まき(プランター)                                                               

     ［中］オクラ・つるなしインゲン 収穫    

      祭 

     ［少・最少］小松菜 ・大葉 収穫祭 

 

 

 

※新しい動物の名前を年長児が考えました。 

 ピッピちゃん（オカメインコ） 

・イチゴの観察を楽しんだり好きなイチゴを子供

たちが選び「わー！大きないちご」「真っ赤だ

な！」と楽しんでいた。 

・昨年種から育てた空豆は年長組より順次収穫し

年中・年少・最年少組と塩茹を食べる事ができ

た。※6月まで収穫を楽しむことができた。 

 

・玉ねぎは全学年でし収穫したが各クラスでスラ

イスして食べる。 

・大葉の芽がたくさん出る、年長はミニポットに

植え替える (少し成長してから持ち帰る) 

 

・年長組は収穫したジャガイモ・玉ねぎを使っ

て、皮むきのお手伝い、カレーとして食べ

る。 

・年中組のオクラ収穫は成長の悪いクラスもあ

った。いんげんは塩茹でして食べる。       

・小松菜は御浸しにして頂きました。大葉は子

ども達が摘み取った葉をお家へ持ち帰りまし

た。 



9月［長］大根 種まき 

    ［中］かぶ 種まき 

     ［少・最少］ブロッコリー苗植え 

                            （プランター） 

 

10月［少・最少］ラディッシュ 種まき 

                （プランター） 

       ［長］大根 間引き…2回 

              ペチュニア 植え替え 

 

 

 

11月［全］ヒヤシンス水栽培 

            チューリップ球根（プランター）              

       ［全］さつまいも 収穫祭   

       ［長・中］芋づるでリース作り 

       ［少］ラディッシュ 収穫祭 

       ［全］そら豆 種まき（ポット） 

       ［長・中］玉ねぎ 苗植え 

12月［長］さつまいも クッキング 

                大根 収穫祭 

       ［中］かぶ 収穫祭 

          ※職員いちご植え替え 

 

 

 

 

 

1月［少・最少］ブロッコリー 観察，収穫祭 

 

 

 

3月［中］トウモロコシ 種まき( ポット) 

 

 

〈全学年〉 

◇草ぬき・水やり・収穫観察画 

◇飼育・小動物 観察画 

・かぶの芽が出てすぐに虫に食べられショック

を受けた子ども達…再度、種まきから育て

た。 

 

 

・年長児は大根の間引きを丁寧に慎重に…間引

いた苗は調理して皆んなで食べる。次回の間

引きも楽しみにしていた。 

・ペチュニアの生長がバラバラで各クラスのを 

プランターに寄植えし、 幼稚園の玄関に飾る                                                                          

  とても鮮やかでした。 

 

・チューリップ・そら豆は各クラスごとに植え

春への楽しみが増えたようです。 

・芋づるを使ってぐるぐる巻いて真剣な表情で 

リース作りに取組んでいました。 

 

 

 

・年長児ホットプレートを使ってクッキング

（蒸す、潰す、形作り、焼く）美味しく頂き

ました。 

・年長・中組は収穫した大根、かぶを見て「こ

れ大きい」「変な形！」と大興奮、順次持ち

帰りました。 

 ※次年度のいちご狩りに向けて職員でいちの

手入れをする。 

 

※全学年ヒヤシンスが綺麗に咲きました。 

・ブロッコリーのなり方，形等に興味を持ち 

   茹でていただく 

 

・次年度にむけ全学年の収穫を目標に年長児も 

   新入児への思いをこめて種まき(そら豆，玉

ねぎ，トウモロコシ) 

◇収穫，観察画(いちご，そら豆，玉ねぎ，朝顔               

さつまいも，ブロッコリー，ラディッシュ， 

      大根，かぶ，コスモス，ペチュニア等) 

◇小動物 観察画(うさぎ，かめ，モルモット， 

                オカメインコ等) 



③食育             ＜Ｂ＞ 

 ◎栄養表 

   

◎食べ物の役割，バランスよく食べることの大切

さを感じ関心が高まるように心がけた。・給食

時のアレルギー食に対する食事方法など                      

より共通認識を深め共有した。 

④健康・安全対策        ＜Ｂ＞ 

 ◎正しい姿勢 

 

  

◎がんばリカード 

 

 

 

 ◎運動能力テスト 

◎防犯・防災訓練 

 

 

 

 

 

◎姿勢を意識して体の重心バランス等、学年に

応じた取り組みに努めた。 

 

◎園庭遊具をただ遊ぶのでなく子ども自身、一

つ一つ意識をしながら遊ぶことで正しい遊び

方も身に付き“がんばりカード”も子供たち

に定着し安全面の大きな向上である 

◎年２回の運動能力テストを実施している。 

◎毎学期の訓練実施に加え、視覚的に学ぶ場を

担当以外の教職員で寸劇風やスクリーン紙芝

居 等で知らし、子どもと一緒に考え，気づき

の時間を取り入れている。 

•昨年に続き、お寺と合同訓練を実施し、避難方

法や消火活動などを見たり体験したりした。 

⑤特別支援教育         ＜Ａ＞ ◎臨床発達心理士の協力を得ながら個別支援計

画を作成し、家庭との連携を大切にし、教職

員の共通理解に努め支援教育研修に進んで参

加し学んでいる。 

⑥子育て支援          ＜Ａ＞ ◎昨年に引き続き未収園児教室，園庭開放，に

こにこ広場(0・1歳)を行い、H30年は新たに 

ベビーマッサージ・キッズマッサージを開設

した。少人数制でもあり、ゆったりとした空

間で人気を呼んでいる。 

⑦教職員の質向上        ＜Ｂ＞ ◎ 教育内容の重点等や「報連相」の意識を高

めタブレット導入で共有理解を図る。 

・主任数を増やし各学年担任に寄り添い保育の

充実を図る 

• 園内研修を行い保育を見直し指導力質向上に

努め研修会にも参加し学びの共有に努めた。 



・昨年は玄関ホールに図書館風…空間の場を提供し様子をみていたが、今年度はゆったりとし

た空間を確保した。カラフルなプレイマットを一角に敷き詰め可愛い空間を設置できた。 

   職員よりネイミングを募集 ！ “ ねんぽっぽらんど ” に命名されました。                                               

・6月地震又 9月には台風で園の非常門が倒れ・停電 等 、台風が去ってから片付け…大変でし 

   た。PTA会長さんが心配して応援に来てくださりとても心強いでした。 

・今年は異常気象で40度超え、水分補給を促し熱中症 等対策として、保護者の方に 

   “早寝，早起き，朝御飯” の協力をお願いした。しかし、家庭の事情もあるのかまだまだ 

   遅くまで起きている子もおり、そんな時に限って体の不調を伝える子が多い。 

 家庭の事情はあるとは思うが確認を取りながら、子ども達にも指導しながら今後も改善に努

めていく。 

・H27・28・29 の3年間、みどり小学校をお借りして運動会を行いました。 

   学校の運動場は幼児にとって予行と本番のみ使用だけで十分慣れおらず又、広すぎて 

   子ども達がより小さく感じました。保護者にとってはゆったり観覧出来良かったようです。 

 H30，10月下旬第二運動場完成予定、そして、年長組最後の運動会でもあり、学年の練習や     

予行練習も   子どものペースを考えながら出来る安心感があり「裸足でも気持ちいい

な！ 」「広いな！ 」と子ども達の声を背に11月3日 第53回運動会 を行いました。みんなと

ても元気に 頑張っていました。が、ある保護者から「運動場 狭いな ！」の心無い声… 

   園として 各家庭の人数制限… 等 、来年の課題である。 

・自然活動 では、異常気象の為 作物の育ちに影響があった。気温 等 、考えていかないと…

と、思うと難しい事である。 

   新オカメインコ（ピッピちゃん）が仲間入り、昨年を振り返り同じ事がおこらないように 

   教職員で共有した。 

・H31年度より幼稚園型認定こども園に移行にあたり 保護者の方への説明会を行ったところ  

   熱心に多数参加頂きました。色々と変更点もありますが、ご理解いただけたかと思います。 

   預かり保育 等で 長時間になる為、人員確保が今後の課題である。 

 

４、今後取り組むべき課題 

課   題 具体的な取り組み方法 

教育内容 ・教育目標を重視し取り組む。 

自然活動 ・自然活動における教職員の役割意識を抱き高める。 

食育 ・食べる姿勢・お箸の持ち方などの意識付けと確認。 

健康・安全対策 ・体力向上と正しい遊具の使い方等の意識を高める。 

・施設設備の安全や防災防犯訓練取り組み。 

特別支援 ・臨床心理士の助言を得ながら、支援計画、家庭との連携に努

める。 

子育て支援 ・預かり保育時間の見直し検討。 

教職員の質向上 ・保育内容の重点や保育報告等の記録方法を共有理解を図る。 

・教職員体制について検討。 

 

 



 

５、学校関係者の評価 
•保育室以外の空間''ねんぽっぽらんど''を確保された事はいいと思います。 

•2代目オカメインコ仲間入りで子ども達も喜んだ事と思いますが、職員の中で共有した点は、 

今後しっかり活かされるようにしていただきたい。 

・新運動場が完成し、自園での運動会が行えた事本当によかったですね、幼稚園に立派な運動

場…なかなか他園にはありません。保護者の意見は意見として園で出来る範囲で考えていか

れたらいいと思います。子ども達の事を一番に思い考えていただくことで良いと思う。 

・次年度より幼稚園型認定こども園に移行されるという事で、新たな取り組みで大変と思いま

すが、時代の流れにそって保護者のニーズも考えられていると思います。 

いつも子ども達のことを一番に考えられていること、そして今後も念法幼稚園らしさを大切

に自信を持って教育に取り組んで頂きたいと思います。 

 

６、財務状況 
公認会計士監査により、適正に運営されていると認められている。 

 


