
　園の教育活動や園運営について、目標とすべき課題を設定し、その達成状況等を話し合いなが

ら自己評価をし、組織的且つ継続的な改善を図る。また、子どもたちの日々の活動に対して学校

関係者による評価を受けると共に、評価結果を共有することにより、保護者や地域住民の方々の

理解と協力を得て、幼稚園・家庭・地域の連携体制による幼稚園づくりを進めることを目的とし

ています。

（Ⅰ）建学の精神

（Ⅱ）コンセプト

（Ⅲ）教育目標

★　　最後までやりぬこう

学校法人　松ヶ谷学園

　　　　　　　ふ た ば 幼 稚 園

「ふたば」は古い諺「栴檀はふたばより香ばし」に由来しています。
「よい環境の中にいると、よい感化を受けて、自然に良い習慣が身に付く」、すなわち
私たち人間としての成長にとって良い環境こそが最も重要であると思っています。
こどもは、ひとりひとりがすばらしい香り（才能）を内に秘めて生まれてきます。
ふたば幼稚園は、その才能の芽を「環境の整った幼稚園の中で伸ばしながら日本の将来を
担う子どもたちを育てる」ことを建学の精神（目的）として設立された幼稚園です。

子どもたちのキーワードは「あそび」です。この「あそび」は自分をとりまくあらゆる
ことに自分から進んで興味をもってかかわっていこうとする行動のことです。
３歳前後になると「何でも自分でやろう」とする気持ちが強くなると同時に、自分の周り
にあるものに対する好奇心があふれ出し、更に次の好奇心へと広がっていきます。
たくさんの友達とかかわりあって「あそび」を展開する中で、芽生え始めた好奇心を更に
大きく育てるべく、充実した「あそび」の場を提供したいと考えています。

上記（Ⅰ）～（Ⅲ）を根底において、将来を担う子どもたちを教育することを目指しています。

平成２６年度　「学校評価」取組み計画と結果考察

「栴檀はふたばより香ばし」

「ひとつ芽生えて　またひとつ」

★　　みんな仲良く

★　　強い心と体で



（Ⅳ）平成２６年度　園児の指導重点目標及び学年別の目標

結果

　☆　満３歳児（つぼみ）

　☆　年少組（うめ・もも）

　☆　年中組（すみれ・ひまわり）

　☆　年長組（ばら・ゆり）

① 年度始め

② 年度始め～３学期末

③ 期中

④ １２月末・２月末

⑤ ２月

⑥ ３月

⑦ 事業の取り組みと会計処理について公認会計士の監査を受ける ５月

★　学年別重点目標

　絵本や紙芝居の内容を理解でき
て、読み聞かせを楽しむようにな
った。また、子供たちの表情から
先を予測しているように感じた。
言葉がけはいるものの、スムーズ
に行動に移せるようになった。

　いろいろな経験を重ねることで
心が大きく成長し、友達との関わ
りも深くなった。
　また、さまざまな場面での行儀
を知ることができた。

（Ⅴ）取り組みのステップ

達成するために取組むこと

　　②　最低限の行儀を身に付ける。

　　①　様々な経験を通して友達との関係
　　　　を築く。

　保育者自らが見本を見せて言葉
がけをしていく

　　②　場面に応じた正しい行動ができる。

　　①　絵画活動の中で、豊かな想像力を
　　　　発揮し、楽しんで取り組むことが
　　　　できる。

　　②　相手の気持ちを想像して関わろう
　　　　とする。

　　③　場面に応じた行儀を自分で考え
　　　　行動しようとする。

　　①　みんなで色々な意見を出し合って、
　　　　お互いの理解を深める。

　　②　周りの状況に応じて、今自分がど
　　　　うするべきかを判断できるように
　　　　する。

自己評価の実施

学校評価結果報告書の作成

　場面に応じた行儀に気づけ
るよう配慮する

　子どもたちが意見を出し合
う機会をたくさん作り、様々
な考え方があることをしらせる

　その場面になった時に、す
ぐに指示を出さずに子どもた
ちに質問を投げかけていくよ
うにする

　積極的に意見が言える子が増え
た。ほかの子の意見も聞き入れ、
新たな考えに気づけるようになっ
た。同じ意見であっても自分から
発言して意思表示ができるように
なった。
　事細かく指示しなくても自信を
持って判断し、行動できるように
なった。

今年度の重点目標・自己評価項目の設定

重点目標・自己評価項目の達成に向けた取り組み

学校関係者評価委員との関わり

学校関係者評価の実施

　その場その場に応じて、そ
の都度声掛けをし、注意をう
ながす

　廃材制作を通して自分で何を作
るかを考えて楽しみながら取り組
めた。自分から「ごめんね」と言
えたり、困っている友達に優しく
接する姿が見られた。
また、場面に応じた正しい行儀に
気づくこともあったが、気づけな
いことや、行儀が悪いことには、
今後も配慮が必要である。

★　平成２６年度　園児指導重点目標

　自由な発想・想像ができる
ような活動を取り入れる

　相手の気持ちが感じられる
ような言葉がけをする

　紙芝居・絵本を通して言葉を知
らせる

　自然にふれあったり、家族
では経験できない活動を体験する

　　①　生活や遊びの中でやりとりを
　　　　楽しみながら言葉を知る。

　☆　自分で考える機会を通して想像力を養う。

　☆　場面に応じて正しい行儀を身に付ける。



（Ⅵ）教員の自己評価項目と結果

実施 自己評価の結果

随時

学年末

（Ⅶ）評価結果と考察

大きな行事（運動会・フェス・作
品展）を通して目標に向かって大
いに取り組めた。日々のカリキュ
ラムについては幼児の状態を見な
がら、バランスよく取り組めてい
る。環境構成についてはさらに研
究・努力が必要である。（Ｂ）

1
保育の
計画性

２
保育の

在り方と
幼児への

対応

３
保育者と
しての
資質

４
保護者への

対応

年度
初め

全期間

全期間２　組織の一員としての在り方

３　保育の楽しみ・喜び

５　自らを高める学習

５
地域社会や
自然との
かかわり ３　地域への開放と支援

５　計画の評価・反省

１　健康と安全への配慮

２　幼児理解

全期間

全期間

全期間

１　地域の自然・人々とのかかわり

２　小学校との連携

１　研修・研究への意欲

４　今日的課題に関する研修・研究

２　保育者としての専門性に関する研修・研究

３　遊具・教材に関する研修・研究

　中には総合評価が低い項目もあ
るので、みんながもっと積極的に
取り組まなければならない。また、
教材・教具への関心を高め、園外
の研修にも進んで参加し、得た技
術や情報を保育に活かせていける
よう努力をしていきたい。（Ｂ）

　言葉がけや自身のかかわりの中
で十分取り組めたと思う。ただ、
保護者への幼児のありのままを伝
えることの難しさも感じた。
経験者が多くなってきた分、新任
教員への技術や習得の機会を増や
していきたい。（Ｂ）

取組みの内容

１　園の教育理念・目標の理解

２　教育課程の編成

３　指導計画の作成

１　情報の発信と受信

２　守秘義務の遵守

３　対応上のマナー

園の教育方針をよく理解している
ものの、自分が向上するために保
育以外の分野でも経験や関心度を
深めていきたい。（Ａ）

保護者からの意見やクラスの様
子など終業後に全員で話し合い
みんなが園全体および個々の状
態を把握できるように努めている。
地域の行事への保護者の参加も多
く、園に対して大きな協力をいた
だいている。（Ａ）

近所の方たちとは気持ちよく接す
ることができているが、小学校と
の連携についてはもっと積極的に
機会を作るべきだと反省している。
（Ｃ）

４　クレームへの対処

３　指導とのかかわり

４　保育者同士の協力・連携

１　教師としての資質や能力・姿勢・義務

６
研修と
研究

　★　園全体として本年度は人事面でいろいろ困難を極めることもあったが、全員で協力し合ってよい雰囲
　　気の中で保育に取り組めた。保育の在り方・進め方の良し悪しは教員それぞれの、教育への関心の高さ
　　に比例している部分が多いと感じた。
　　　みんなが幼児のためにどんなことができるかに思いを馳せ、先を見つめた教育・保育ができるよう、
　　保育者としての誇りをもって取り組んでいくことの重大さに気づかされた。
　★　当園は、通園区域内の少子高齢化が急速に進み、年々園児数が減少しているが、幼児の安全安心を第
　　一に、教職員との深いつながりの中で、今回の評価がＢの項目はＡへ、Ｃの項目はＢへと、内容の濃い
　　教育ができるよう準備を進め、頑張っていきたい。
　★　子育て支援（０，１歳児親子・２歳児親子）の更なる充実を図りながら、来年度に向けて幼稚園の進
　　む方向を模索していかなければならない。

取組み項目

４　環境の構成



（Ⅷ）学校評価委員の、園の在り方に対する意見と希望

財務状況　　公認会計士の監査により、適正であると認められている。

　
　役員の一人として、園の状況が今まで以上に苦しくなって
きていることを感じている中で、計画された今年度の重点目
標、カリキュラムの進め方、大きな行事への取組み、その間
隙をぬって行われる色々な経験は年度によって違いはあるも
のの、先生たちの取組み意欲を感じています。運動会・フェ
スティバル・作品展の三大行事も無事盛大に終了し、園児の
成長に目を瞠る思いです。特に職員間の温かい雰囲気がその
まま園児に伝わっていると感じています。

　
　園を取り巻く状況はとてつもなく悪くなり、園
経営は大変だと思います。来年は、夏休みの在り
方、自由登園日の運営方法、行事の在り方などに
目を向けて、保護者のニーズをつかんでくださ
い。更に、園の保育状況をどのような形で広報す
るか等も、一考の余地はあると思います。
今後幼稚園の在り方も大きく変わっていく岐路で
あると思いますが、やはり園児の獲得と経営の安
定が一番だと思います。

　
日常保育や行事等において、それぞれ頑張って取組み、その
都度反省をし、今後どのように対処していくかを考えて成果
を上げていると思います。また、少子化もあり、一人一人に
決め細かい保育と、なお且つ保育園と同様に長時間保育（預
かり保育）を取り入れているところは評価できると思いま
す。

　
未就園児（つぼみ・つくし・おひさま等）に対し
てもいろいろ考えていることが次につながるとい
いのですが、保護者の考えもあってか、思うよう
にならないこともあり残念です。今後、職員でい
ろいろ改革について話し合い、よりよい方向に進
めてほしいと思います。

　
　娘二人がお世話になりました。入園して、親がそば
にいない不安の中、先生一人一人が優しく見守ってくださ
り、一歩ずつ成長していきました。一年を通して制作面で時
節を感じ、運動会・フェスティバルでは集団行動を学びまし
た。また音楽面でも日本太鼓・打楽器を楽しみ、習字を通し
て文字の美しさに触れ、「やる時はやる！遊ぶ時は遊ぶ！」
の教えが、色々なことに興味を持つきっかけとなりました。
小学校でも
「ふたば」の卒園生は先生の話を落ちついて聞き、積極的に
発表できる力を受けていただいたことは本当に良かったと
思っています。

　
　様々な工夫をして、園児と向き合い、園児の成長を考えて
いただいていると思います。園の行事については先生方が協
力し合って準備し、良い行事が行われていると思います。今
年は雨で遠足が中止になりましたが、園外保育を増やしても
らう等の工夫をしていただきました。

　
　特にありません。

　
　今まで通り、一人一人に目の届く、温かく、時
には厳しいご指導をお願いします。

 
「心を育てる」ことに最も力を入れてくださり、先生一人一
人が皆温かく園児に接してくださっていることが日々感じら
れた園生活でした。園児は皆「生き生きしている」「伸び伸
び育っている」「しっかり心が育っている」と園には関係の
ない人たちからも耳にする言葉です。３年という短い期間の
中で、家では経験させてやれないたくさんのことを経験させ
てくださいました。フェスティバルでは、園児でもここまで
できるのかと感動しました。達成感は非常に高いと思いま
す。少人数制で目が行き届いて、クラス担任に関わらず声掛
けを
してくださるところが非常に良いと思います。

　
　園児数がだんだん少なくなっていると聞きます
が、働くお母さんが増えている中、夏休み・冬休
み等の早帰りの日も給食があればよいというお母
さん方のご意見をよく聞きます。また、費用面で
もできるだけ抑えて少しでも親の負担が軽くなる
ような取り組みをしていただきたいと思います。
防災面では、海に近いということを考慮に入れ
て、自然災害を避けることはできなくても、ペッ
トボトルを３本、ひもで縛って体につけて、着衣
水泳などの経験もよいのではないでしょうか。ど
こに居ても災害に遭遇することは避けられません
が、「できることは準備」という姿勢が大切だと
思います。

①　日常保育・行事への取組み・達成状況等への感想 ②　今後の園に対する意見やご提案等


