
2021（令和 3）年度 神戸親和女子大学附属親和幼稚園学校評価について 

 

神戸親和女子大学附属親和幼稚園は、2020（令和２）年より認定こども園に移行し、

手探り状態で、幼児教育の充実を目指した取り組みに加え、長時間保育、午睡、シフト

勤務などを工夫し、幼児が安心安定して生活できる環境づくりに取り組んできました。

２年目を迎え昨年度の取り組みから、新たな課題が見えてきたところです。経験年数

の浅い教員集団ですので、取り組むべき課題も山積しています。大学との綿密な連携

の下にお互いに連絡をとりながら専門的な視点から意見を聞き「学校評価報告」を作

成し、神戸親和女子大学附属親和幼稚園運営委員会において承認されましたので公表

いたします。 

 

学校評価表の項目といたしまして、「認定こども園としての在り方を創造する」「安

全・保健教育の充実」「子育て支援の充実」を掲げています。 

さらに「重点目標」とその内容の「取組の状況･成果･課題」を記述しました。それら

を評価し、「改善策」と「幼稚園運営委員会」でいただいたご意見を表記しています。 

まず『教育共通時間の充実』としては、直接体験、考える体験ができる保育の工夫、

環境構成を大切にしてきました。新たに継続的な保育、異年齢保育にも取り組み、遊び

の発展や友達とのかかわりにおいて、育ちや学びにつながっていきました。 

『長時間保育の工夫』では課題を教職員で共有し、解決に向けて取り組んできてい

ますが、まだまだ試行錯誤の段階です。今後も自分のこととして課題解決していける

よう取り組んでいきたいと考えています。『園内研修の充実』については親和３園で保

育交流に基づく合同研修会を持ち、資質向上につながる時間が持つことが出来ました。

今後も引き続き積み重ねていけるよう幼児・教員がともに成長できる研修になるよう

工夫していきたいと考えています。 

「安全・保健教育の充実」「子育て支援の充実」につきましては安全・安心できる環

境につながるように引き続き工夫しながら取り組んでいきたいと考えています。 

 

一人ひとりの命が輝くように子どもたちを大切に育て、保護者・地域・大学関係者等

と共に連携しながら精進してまいりますので、今後とも神戸親和女子大学附属親和幼

稚園に皆様のご理解とご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

2022年 3月 31日 

認定こども園 

神戸親和女子大学附属親和幼稚園  

園長 阪上素子 



今年度の目標（R３） 

『自ら考え、行動できる子どもの育成』 

『自ら動き出せる教師集団をめざして』   

 

項目 重点目標 取り組み状況・成果・課題 評

価 

改 善 策 幼稚園運営委員会でいただいた意見等 

認
定
こ
ど
も
園
と
し
て
の
在
り
方
を
創
造
す
る 

教育共通時間の充

実 

発達段階・子どもの興味関心に

沿った、継続的な保育内容の創

造をし、育ちを保障していく。 

 

豊かな経験ができる保育の工

夫 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

クラスの実態に即した保育の工夫に取り組んできた。継続的な

保育を意識しながら、保育内容を考えて学年、全体で交流しなが

らの取り組みができてきた。初めての取り組みとして年中・年長

では意識的に異年齢交流を継続的に実践するために保育者同士

の事前・事後研修などが密になり保育の充実につながっていった

と考えられる。また、幼児・教員共、成長につながった。 

長期的な活動として縄跳びやコマ回しなど昨年度よりと取り

組んで来たことが学年を超えて引き継がれ、今年度も個々が目標

をもって意欲的に取り組む姿につながっていった。 

親和 3 園の交流研修での刺激から、保育の在り方、環境につい

て考える機会となり保育の工夫につながってきた。 

まだまだ工夫の余地はたくさん残されているので、引き続き環

境の工夫に向けて取り組んでいきたい。 

近くの公園への園外保育に学年ごと、クラスごとに出かけ自然

環境に触れたり、季節を感じたりする経験につながっていった。 

年長のデイキャンプでは川遊び、アマゴつかみ、山歩き、焚火

など野外活動センターの環境を活かした経験は幼児にとって記

憶に残る活動となり、豊かな経験につながった。このような環境

を通しての学びは幼児にとって創造性や感性を豊かにしていく

と考える。今後も幼児の実態や興味に添った遊びが展開できる環

すべての子どもたちにとっての教育共通時

間では、核となる教育活動（遊び）とそこから

子どもが広げていく活動によって構成してい

くことが大事であろうと思います。長時間生活

する子どもは、その広げていく活動を午後の時

間にさまざまに展開していくことが考えられ

ます。そして、長時間過ごす子供たちが好きな

活動、遊びを、今度は共通時間の核となる活動

として取り入れるようにすればどうでしょう

か。このような循環的な方法によって、保育内

容の展開を図っていけばどうでしょうか。これ

は、共通時間の充実に向けての一つの提案で

す。 

そして、どんな活動の場合においても、改善

策で指摘されているように、つねに環境を通し

て行われる保育を意識して取り組むことが大

切でしょう。保育者による環境の構成が保育の

成否を決定づけます。子どもが主体的に活動に

取り組めるための環境をしっかり意識して構

築していくことが重要であり、これが教育共通



境構成にどうつなげていくかについて検討していく必要性を感

じている。 

保護者会主催の『花育』（生花を生ける）『夢博』（化石にふれ

る）では幼稚園ではできない活動、地域の方との触れ合う機会に

つながった。 

 

時間の充実にもつながるものと思われます。 

長時間保育の工夫 クラス活動と午後保育とのつ

ながりや引継ぎ、健康管理など

が課題となっていた。 

家庭的な環境づくり、保育内容

の工夫が課題となっていた。 

 

保護者への連絡方法 

 

 

 

B 

午後保育になるとクラスにいる時と違う姿を見せる幼児もお

り、対応について戸惑うことが多々見られた。長時間になると疲

労もあり、トラブル・怪我につながることが多く、引継ぎ、保護

者対応など課題が残る。連絡ノートを作ったり、担当ボードを作

ったりして保護者に対しての対応がきちんと出来る工夫してい

るが、今後も今よりベストな方法を探っていきたい。 

保育内容についても、昨年度の反省を活かし学年別の時間を作

ったり、継続的な遊びを展開したりし、泥団子づくり、お化け屋

敷や発表会ごっこなどを楽しんでいる。メンバーが流動的なた

め、保育の難しさがあるので、よりよい保育が展開できるよう研

修を積んでいきたいと考えている。安心・安定できる環境づくり

を心がけ、担当保育者数をできるだけ増やすなどの工夫もしてい

る。 

 

午後保育をどのように展開するか、確かに難

しい側面をもっていると思います。子どもたち

が固定していませんし、異年齢の子どもの集合

体となります。生活時間が長くなり、子どもの

疲労感も蓄積されるでしょう。 

 部屋が住み心地のよい、安心して暮らせる場

所になるようにすることが、まずは大切でしょ

う。遊びや活動は、どんな年齢の子どもでも取

り組みやすいものがいいですね。年齢ごとの発

達差も配慮することも必要ですが、午後保育の

時間ですから、どんな年齢の子どもも楽しめる

ような遊びや活動を展開することが大切であ

ると思います。そして、年長の子どもが年少の

子どもを助けたり、年少の子どもが年長の子ど

もの真似をして頑張ったりできるような活動

を工夫するとよいでしょう。 



園内研修の充実 研究保育や３園交流研修・研修

会参加を積極的に行い、資質向

上を図っていく。 

学年研修・全体研修などを実施 

 

 

 

 

 

 

A 

研究保育・発表会など事前研究や事後研究など学年ごとに進め

ることで、全員が自分のこととして課題について意見交流できる

ようになってきた。各行事に向けても積極的に打ち合わせをする

ようになってきている。３園の交流研修においても保育室の環境

や園での過ごし方など大変刺激を受けその後の保育や環境構成

に工夫が見られた。 

コロナの関係で研修会の実施が少なくなったり、リモートにな

ったりして機会は減少した。教員一人一人が自分の課題を明確化

し、自主研修に向かえる環境づくりに必要性を感じている。 

学年研修、リーダー研修が定期的に実施され、保育者同士情報

共有できる機会が増えてきている。引き続き続けていくことで研

修の定着化につなげていきたい。 

午後保育とクラスの保育の連携やそれぞれの研修時間を確保

することが難しく、課題となっている。 

特別支援、人権研修、危機管理、安全教育などの研修の機会が

持てるように計画していくことは引き続き課題となっている。 

 学年研修やリーダー研修が定期的に行われ

るようになってきていることは、たいへんうれ

しいことです。先生たちがよりよい保育への向

上心を常に抱いている証拠です。 

 研修事業を継続してくことが何より大切で

す。幼児教育にまつわる基本的な課題として、

幼児理解、環境づくりの方法、幼児期ならでは

のカリキュラム研究なども研修のテーマとし

て継続的に研修会を行っていくことが望まれ

ます。もちろん、指摘されているように、特別

支援、人権の学び、危機管理や安全教育も研修

のテーマとして重要です。 

安
全
・
保
健
教
育
の
充
実 

園内環境の衛生管

理 

保育室、遊具等の消毒の徹底 

積極的に清掃に努める。 

手洗い、手指消毒の徹底と指導 

 

 

 

 

A 

状況に合わせて、コロナ対策を引き続き、園としてできることを

実施してきた。オゾン消毒、次亜塩素酸による消毒、手洗い、手

指所毒、マスク着用など継続してきたこと、早めの登園自粛を依

頼していたことなどの成果なのか、感染者の増加につながらず、

欠席者も少数で収まっている。しかし、保育をしている限り密を

避けることは難しいので、よりよい方法については今後も探って

いきたい。 

安全衛生の観点から、職員の意識を高めるための研修会や情報共

有ができるよう機会を計画していきたい。 

感染の見通しが誰にもわからない中での保育

に対して、職員の皆様のご努力に感謝いたしま

す。感染者の増加に繋がらないよりよい方法を探

るとともに、家庭での基本的生活習慣の徹底を見

直していくいい機会と捉え、家庭も取り込んで保

育してくださることを期待します。それには職員の

知識の向上と情報の共有化を徹底できるような

機会（研修等）の実施を積み重ねていってくださ

い。 



生活習慣の確立 健康な生活ができるために生

活習慣を身に付けていく。 

・うがい手洗いの徹底 

・歯磨き指導 

・身辺整理を進んでする 

・栽培した野菜を食すことを通

して食べ物を大切にすること

につなげる。 

・安全教育を実施し、緊急事態

にも安全を意識した行動がと

れるようにしていく。 

 

 

 

B 

避難訓練は毎月火災・地震・不審者と内容を変えながら、打ち

合わせの上、計画した時間で実施してきた。2 月には初めての抜

打ちの訓練をし、今までとの違いがあるか試してみた。避難時間

が１分程長くかかったくらいで、実施できた。職員には非常時だ

ったらと考える良い機会となった。 

身辺整理では年齢に即して、自分でできることを増やしていく

ことを目指して取り組んでいる。年齢が低いほど出来るようにな

った嬉しさが自信につながっているように感じられた。今後も保

護者と連携を取りながら、共に成長を喜び合える関係を築いてい

きたい。 

トイレを暖房便座に変えたことで、冬場トイレが少し使い易く

なり、満３クラスのトイレの自立の後押しになったと考えられ

る。 

偏食や食事量の少ない幼児たちも各クラス目標や目当てを分

かりやすくすることで、少しずつ食べる量が増えてきている。 

園での避難訓練はしっかりしていただいている

様子がわかります。 

東北震災の時から引き渡し訓練の重要性が言

われています。災害があったときの保護者への連

絡方法や引き渡しの方法や園児を保護者に渡せ

るまでの時間の把握など、園としてマニュアルを

作成して訓練していくことを来年度は期待しま

す。もう作成されているのであれば来年度は引き

渡し訓練の実施を園評価の項目にあげていって

欲しいと願います。 

子
育
て
支
援
の
充
実 

配慮を必要とする

子どもへの援助 

キンダーカウンセラーや巡回

相談を積極的に受け入れ、配慮

を要する園児が生活しやすい

環境となるよう考えていく。 

 

 

A 

各クラス気になる幼児について、観察の後具体的な援助の方法を

指導してもらい、その子どもたちが生活しやすい環境づくりを心

がけてきた。しかし、学年、全体へと情報共有して、園全体とし

て同じ対応ができるようしていくことが今後の課題である。 

各クラスにおける保育者が気になる幼児に

ついて、キンダーカウンセラーや巡回相談の知

見を活かした支援を構築できている点は評価

できる。 

 園内での情報共有が進むことで、さらに当該

幼児への支援の質が高まるといえるため、学年

間や園全体での情報共有の在り方について具

体的な検討を進めてもらいたい。 

教育内容、子育て情

報などの発信の工

夫 

HP やお手紙などで、幼稚園の生

活を紹介したり、子育てに役立

つ情報を発信したりしていく

 

 

HP,お手紙に加え、教育内容については今年度より『おうちえ

ん』を取り入れ写真や動画で子どもたちの日頃の様子を伝えるこ

とができ、コロナ禍で参観等の行事が出来ない現状ではよかった

 園支援システム『おうちえん』の活用により、

子どもたちの生活の様子を静止画像や動画と

して記録することができ、コロナ禍でありなが



方法を工夫していく。 

B 
と感じている。子育てに役立つ情報の発信はまだまだできていな

いので引き続きの課題としていきたい。 

らドキュメンテーションの質が向上したと思

われる。 

 子育て支援に関する情報発信については、対

面・園だより・手紙・HP などの様々な媒体の活

用を考え、保育者にとって過度の負担にならな

い在り方について検討を重ねてもらいたい。 

子育て相談の実施 臨床心理士や職員による相談

会を計画的に実施していく。 

 

 

 

A 

お知らせしての臨床心理士の相談会は２年目に入ったことも

あり、希望者が増えてきている。保護者の悩みや発達について相

談できる機会があることで、保護者が安心して子育てできるよう

になることは子どもにとってもプラスの環境になっていくので、

今後も続けていきたい。園への相談も増えてきているので、保護

者が相談しやすい園の雰囲気作りも大切にしていきたい。 

臨床心理士の相談会が継続的におこなわれ、

保護者の認知度が高まってきていることが評

価できる。 

今後も、様々な外部資源との連携を図り、子

育て相談の仕組みが充実することを期待して

いる。 
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