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まとめ

年度　　幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく自己評価

自己評価をすることにより自分たちの保育を客観的に見直すことができた。まったくできていないという項目はないが「惜し

い！」と思うものがたくさんあった。例えば様々な体験を通して情緒豊かになる活動が日々の保育の中にたくさんあるけれど意図

的に設定されたものではなく子どもが自発的に「やりたい」と思い活動してきたものはどれくらいあるだろうか？

受け身ではない子どもの積極的な声にもっと耳を傾けていくべきだと思った。

強みとしては専門性をもった職員やリーダーの主体性を活かした保育ができていることだ

自園の弱い部分は強化に努め、強みは今後さらに活かしていけるともっと魅力ある園になると思う

集団で友だちと関わるなかで思い通りにならないとがあることや相手にも思いがあること、自己主張がとおらないことがあること

を学び自分の気持ちに折り合いをつける術を学ぶ手助けを行っている

様々な体験を通して五感を研ぎ澄まし自分の感覚を意識できるよう心掛けている。設定された体験活動の中からだけでなく自らが

感じたことをもっと豊かに表現できるよう働きかけていくことが大切だと感じる

園児一人ひとりの発達・発育の特性を把握したうえで情報は全職員で把握に努め保育している

子どもの「やりたい！」気持ちを大切にし危険がないように配慮した環境の下で充実感が味わえる体験ができるよう援助してい

く。危険だからという理由だけで子どものやりたい思いを無視し、制止するのではなくどうして危険なのかを伝えると共に自らが

危ないと思うような体験も時には必要であると考える

専門性を持った職員が自分の知識を活用し園のために奮励している

自園は食育に力を入れており畑で自分たちで育てた野菜を給食で提供している。ただ、種を蒔いたら勝手に大きくなるのではなく

肥料をあげたり雑草を抜くなどの縁の下の力持ち的な仕事内容についてもっと知らせるべきだと思う

避難訓練については実施方法について園全体の課題として考えていく

地域の子育て家庭に広く門戸を開いている

園独自の方法（さつまいほりや移動動物園への参加、餅つきへの参加など）で認定こども園に足を運んでみようと思ってもらえる

工夫を行っている。しかし行事のときのみ多数の参加があるものの通常の園庭開放への参加人数が増えないのが気になる。園の活

動内容や楽しさをもっとアピール（見える化）していく必要があると思う

年度初めに自分が学びたいことと園が学んで欲しいことを書面に出している。それに基づき研修を決めるので希望が偏ることがな

い。

研究保育では自分の保育の細かい指導案を書くため初心に戻ることができる

ただ職員の「学びたい！」という意欲が薄いことが気になる。より保育をするため、自分を高めるためにもっと積極的に学びに向

担当保育者制をとっているので個々の発達状況や課題が明確になっている

子どもとの愛着形成ができており発語を促す優しい言葉掛けができている

発達段階に応じた玩具や遊具の提供ができているがそこでの伸ばしていきたい子どもの能力についてもっと職員間で話し合いをす

べきだと感じる

生活面においては毎日同じサイクルで保育をすることにより先に見通しをもって生活できるよう配慮している

子どもが何かを伝えようとしている時は先に言ってしまうのではなく待ち、伝えられた喜びが感じられるよう配慮している

四季を感じられる広場で子どもたちの興味関心があることに共感し日々積み重ねて行くことが重要だが保育者に心の余裕がなくな

ると子どもの「どうして？」や不思議を聞き逃してしまうので気持ちに余裕をもち日々保育をしていく

令和3年3月8日
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3　環　境

玩具をただ置いておくだけではなく正しい遊び方を保育教諭が伝えていく

園児が興味を示すものだけでなく保育教諭が子どもが育ってほしい資質の発達が促される玩具の提供をしている

四季の変化を感じ取れる季節の花や畑で収穫できる野菜によって季節を感じられるよう言葉を掛けている

広場では桜の花びらや落ち葉、小枝等の自然物を使って遊べるよう環境を整えている

4　言　葉

子どもが発する言葉にゆったりとした気持ちで耳を傾け応答的なやりとりを重ねることで自分の気持ちを伝えようという気持ちが発達

する

そして自分の気持ちが伝わったことに喜びを感じる。やりとりができるようになればさらに喜びも増すと共に言葉の発達が促される

生活の中で保育教諭に心の余裕がなくなると子どもたちにかける言葉や笑顔が少なくなるように感じるので改善していく

1　健　康

担当保育者との愛着関係を形成し、日々安定した気持ちで過ごすことができている

認定こども園での一日の生活の流れを見通すことができる

子どもたちの行動への意味づけ（手が汚れているから洗うなど）を子どもに分かりやすい言葉で意味を添えながら伝えていっている

ただ慌ただしさの中、流れ作業的になってしまうことがあるので個々としっかり関わる心の余裕をもつ

2　人間関係

園児一人ひとりの思いを受け止め、出来るかぎり欲求を満たせるよう努めている

子どもが落ち着く場所や好きな遊びを一緒にみつけていくことで信頼関係を築いていく

集団の中で守らなければいけないルールがあることを生活をしながら分かりやすく伝えるようにしている

すぐには納得、理解することは難しいので根気よく伝える努力をしている

子どもが興味を示す玩具を自分たちで出し入れできる棚におき探索意欲を満たすようにしている

発達段階がつかまり立ちの子には立った状態であそべる高さの玩具を用意し、どのコーナーも保育者がつき安全を見守りながら共に遊

ぶ環境を設定している。

子ども同士でわらべ歌をする姿もあり嬉しく思う

担当保育者制をとっているので個々の発達状況や課題が明確になっている

子どもとの愛着形成ができており発語を促す優しい言葉掛けができている

発達段階に応じた玩具や遊具の提供ができているがそこでの伸ばしていきたい子どもの能力についてもっと職員間で話し合いをすべき

だと感じる

領域2章3節ここ

第3節　満１歳以上満３歳未満の園児
の保育

一人ひとりの生活のリズムを尊重した保育をし、発育段階にあったあそびの提供を行っている

子どもと保育者の1対1の関わりを大切に愛情豊かに接し愛着関係を形成していっている

子どもの言葉にならない思いや欲求を発声や喃語から読み取り、それを言葉にして応答している

2　身近な人と気持ちが通じ合う（社会的発達）

子どもは保育教諭の優しい語りかけやゆったりとした歌いかけに心地良さを感じるため保育者は声のトーンや大きさに配慮している

子どもたちが感じている快・不快の感情を敏感に感じ取り言葉にしていくことで人に思いを伝える楽しさを感じ積極的に伝えようとす

る気持ちが芽生える

同様に子どもが感じ取ったものを身近な人と共有する体験が喜びになり自ら思いを表現しようとする意欲と力につながるため個々と

しっかり関わり思いを受け止める努力をしている

3　身近なものと関わり感性が育つ（精神的発達）

第２章　ねらい及び内容並びに配慮事項

第1節　（前文のため省略）

第2節　乳児期の園児の保育

1　健やかに伸び伸びと育つ（身体的発達）

領域別評価のまとめ【　第2章～第5章　】
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5　表　現

絵画造形活動、音楽指導、畑での収穫体験などには力を入れ、子どもたちの豊かな感性を養い創造性を豊かにすることができている

その一方で普段の生活の中で心を豊かにしたり表現する力を養うための体験を与えるという面において少し弱さを感じる

自己表現をもっと楽しみ一人ひとりの個性を伸ばしていけるような環境設定や活動のあり方を工夫していきたい

集団で友だちと関わるなかで思い通りにならないとがあることや相手にも思いがあること、自己主張がとおらないことがあることを学

び自分の気持ちに折り合いをつける術を学ぶ手助けを行っている

様々な体験を通して五感を研ぎ澄まし自分の感覚を意識できるよう心掛けている。設定された体験活動の中からだけでなく自らが感じ

たことをもっと豊かに表現できるよう働きかけていくことが大切だと感じる

領域2章5節ここ

3　環　境

広場・畑では 季節の野菜や色とりどりの花に囲まれながら生活をしている

五感をたっぷり使い季節の移り変わりを肌で感じている

小動物や虫との触れ合いの中で命の大切さを学べるような言葉をかけている

数量や文字は遊びの中から身近なものに感じられるよう工夫はしているが興味のない子に対してもっとアプローチし興味が引き出せる

努力をすべきだと感じる

4　言　葉

自分の考えや思いをなかなか言葉にして伝えらえない子に対しては保育教諭と1対1で関わることができる場所に移動しゆったりとした

雰囲気の中で思いが伝えられるようにしている。焦らせることなく自分の言葉で話すことができるまで待つ。

近年「せんせい、といれ」などと言葉を簡略化してしまう傾向にあるので「先生、トイレにいってきます」と最後までしっかり伝える

よう全職員で共通認識し注意できるようにしている。

1　健　康

基本的な生活習慣については皆、習得できていると思う

ただ、慣れてくるにしたがい衣類の畳み方が雑になってきてしまうことがあるので定期的にチェックをしている

自立に向け自分で考えて行動することに欠けているように感じることがあるので保育教諭が先に言ってしまうのではなく子どもたちが

自ら考え行動できるような環境を作っていく必要があると感じる

2　人間関係

気の合う友だちと遊ぶのは楽しいけれど思い通りにいかないこともあるということを集団生活の中で学んで欲しい

思いのたけを相手にぶつけたり言い合いをする中で自分の気持ちに折り合いをつける術を学んでいくので気持ちのぶつかりあいは大切

である

自己主張がぶつかり合う場面は重要な意味をもっていることから保育教諭の関わり方が大きな意味をもっている

5　表　現

広場や畑には四季を感じられる野菜や草花がたくさんあり恵まれた環境で保育できている

四季の移り変わりの中で感じたことや疑問を共感できるよう保育教諭も様々な事項に感動する心を持ち合わせていなければならない

慌ただしい日々の中で何かに感動する心を持ち続けていきたい

生活面においては毎日同じサイクルで保育をすることにより先に見通しをもって生活できるよう配慮している

子どもが何かを伝えようとしている時は先に言ってしまうのではなく待ち、伝えられた喜びが感じられるよう配慮している

四季を感じられる広場で子どもたちの興味関心があることに共感し日々積み重ねて行くことが重要だが保育者に心の余裕がなくなると

子どもの「どうして？」や不思議を聞き逃してしまうので気持ちに余裕をもち日々保育をしていく

領域2章4節ここ

第4節　満３歳以上の園児の教育及び
保育
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避難訓練は実施しているが訓練に慣れてしまっている感じが否めない

緊張感を出すためにも予告なしで行うのが良い

日中の保育時間内に実施することが多いので朝夕の延長保育の時間など通常と異なる状況で行うことも必要だと思う

専門性を持った職員が自分の知識を活用し園のために奮励している

自園は食育に力を入れており畑で自分たちで育てた野菜を給食で提供している。ただ、種を蒔いたら勝手に大きくなるのではなく肥料

をあげたり雑草を抜くなどの縁の下の力持ち的な仕事内容についてもっと知らせるべきだと思う

避難訓練については実施方法について園全体の課題として考えていく

領域4章ここ

健康支援に関しては年間保健計画をもとに園児への保健指導・保護者への保健だよりや保護者説明会を通じて健康教育に努めている

アレルギーやその他の疾患のある児に対しては生活管理指導表や主治医指示書や意見書を通じてかかりつけ医と連携し、個々に応じた

配慮や特別な対応にあたっている。看護師と担任と保護者間だけでなく園全体で把握しておけるよう朝礼で伝達している。対応につい

ての一覧表を作成し相談記録に記載し職員全員共有できるよう努めている。園での日々の健康管理については1日4回チェック表を用い

て検温やその他症状の有無や観察を行っている

第3節　食育の推進

園が所有する畑がいくつかあることから多くの野菜、果物、米について植え付けから生育、収穫までを観察できう環境が整っている

市場にはあまり出回らない野菜（壬生菜、高菜など）を提供したり日本の文化である伝統食や行事食を大切にし、提供していることか

ら食に関する知識を自然とつけることができる

今後も引き続き、これまで行ってきた活動を絶やすことなく続けていきたい

第4節　環境及び衛星管理並びに安全管理

環境整備や衛生管理、事故防止や安全対策は主に看護師が主導で行っている

任せきりにならないよう職員全員が危機感をもって対応する必要がある

第5節　災害への備え

子どもの発達・発育の個人差はその子の個性と受け止め保育している。子ども一人ひとりの発達の過程を踏まえた上で保育を展開して

いる

子どもたちは自分がやりたいことを見つけ遊んでいる。その中から同じ空間で遊んでいる友だちの存在に気付き関わろうとしていく

保育者は子どもの気持ちを受け止めながら、自分で行うことの充実感が味わえるように行動を見守り適切に援助をしている

園児一人ひとりの発達・発育の特性を把握したうえで情報は全職員で把握に努め保育している

子どもの「やりたい！」気持ちを大切にし危険がないように配慮した環境の下で充実感が味わえる体験ができるよう援助していく。危

険だからという理由だけで子どものやりたい思いを無視し、制止するのではなくどうして危険なのかを伝えると共に自らが危ないと思

うような体験も時には必要であると考える

領域3章ここ

第３章　健康及び安全

第1節　（前文のため省略）

第2節　健康支援

1　満３歳児未満の園児の保育の実施における配慮事項

　(1) 乳児期の園児の保育に関する配慮事項

乳児期の子どもは感染症にかかるリスクが高いことを踏まえその特性を把握し保育教諭、看護師、栄養士、調理師が専門性を活かし皆

で連携し保育をしている

子どもがやりたいことを尊重し自発的に活動できる環境を設定している

保護者と良好な関係を築き子育ての悩みを相談しやすい雰囲気をつくっている

子どもの小さな変化にも気付けるよう日頃から保育教諭間で情報を共有し必要であれば看護師に助言を求めている

　(2) 満１歳以上満３歳未満の園児の保育に関する配慮事項

子どもの小さな変化に気づけるよう日々の保育から観察をしっかり行い看護師と情報共有している

子どもは思いがけない行動にでて危険を伴うことがあるのでそのことを想定し環境設定を行っている

自我が育ってきて自己主張をするようになってくる時期だが言葉で自分の気持ちを伝えることが難しいので言葉を補いながら園児が安

心感、安定感をもって主体的に活動できる手助けをしている

2　幼保連携型認定こども園における教育及び保育の全般における配慮事項

第5節　教育及び保育の実践に関わる
配慮事項
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 ３　職員の研修等

研修受講後、研修報告会をもち、学び合う機会が確保しにくくなっているので時間を確保していく

またweb研修など利用して時間を有効に使っていく

研究保育は他の職員からアドバイスをもらえ、自分の保育を見直す良い機会であるため今後も続けていく

４ 研修の実施体制等

研修で学んだ職員は保育の中で活かせているが職員間で共有することに難しさを感じる

研修報告のような座学だけでは分からないことも多いので学んだことを実践した報告会があるとよい

研修報告は学んだことを羅列するのではなく要点をまとめ実践すべきことを的確に伝えるのがよい

互いに学び合える場を作っていく

年度初めに自分が学びたいことと園が学んで欲しいことを書面に出している。それに基づき研修を決めるので希望が偏ることがない。

研究保育では自分の保育の細かい指導案を書くため初心に戻ることができる

ただ職員の「学びたい！」という意欲が薄いことが気になる。より保育をするため、自分を高めるためにもっと積極的に学びに向かう

姿勢が求められる

領域5章ここ

第５章　職員の資質向上

 １　職員の資質向上に関する基本的事項

職員の資質向上を求め、職員や園にとって必要な研修を選び受講している。

学んだことを研修報告という形でフィードバッグし実践していくことが大切だと感じている。

自園の課題としては職員の学びに向かう意欲が薄いように感じるのでもっと積極的に学ぶことが望まれる

 ２　施設長の責務

職員が参加しやすい環境を整え、園内研修やweb研修などに取り組めるように努めている

互いに保育内容について話し合う時間を確保していく必要があると感じる

個々のスキルアップを目指していきたい

保育園での生活や成長の様子などを伝える事で保護者とのコミュニケーションをとりやすくし、特に保護者が忙しく疲れている時は安

心感が持てるような言葉掛け、接し方、話しかけやすい雰囲気作りを心掛けている。

保育教諭、看護師、栄養士、調理師等の専門性をいかし子育ての支援をしている

園庭開放やあかちゃん広場、地域交流を行い園に通う保護者だけでなく地域の子育て支援を担っている

第3節　幼保連携型認定こども園の園児の保護者に対する子育ての支援

様々な家庭環境にあることを踏まえ、保護者の思いを肯定的に受け止めている

発達上の課題がある場合、発達相談員と連携をとっている。個別の相談支援が必要な時は相談室を使用しプライバシー保護への配慮に

努めている。

コミュニケーションをとる中で保護者の少しの変化を見逃さず声をかけ支援が必要な場合は支援につなげていく

第4節　地域における子育て家庭の保護者等に対する支援

地域の親子が気軽に遊びに来れるようにあそびの広場を設けている。子ども同士のかかわりや保護者同士で育児について話し合ったり

楽しい活動に参加できるように環境を整えている。保育園への興味、関心を深められていると感じられる。

園庭開放では地域の子どもと保育園の園児が遊ぶ様子を一緒にみながら保育教諭に保護者が育児や発達の相談にのったり、体験活動が

できる機会を多くしている

引き続き地域に開かれた保育園でありたい。

地域の子育て家庭に広く門戸を開いている

園独自の方法（さつまいほりや移動動物園への参加、餅つきへの参加など）で認定こども園に足を運んでみようと思ってもらえる工夫

を行っている。しかし行事のときのみ多数の参加があるものの通常の園庭開放への参加人数が増えないのが気になる。園の活動内容や

楽しさをもっとアピール（見える化）していく必要があると思う

第４章　子育ての支援

第1節　（前文のため省略）

第2節  子育ての支援全般に関わる事項


