
取り組み 評価と達成状況 今後の課題と改善 学校関係者評価

幼児理解に努め、 一人一人の幼児の発達を支える幼稚園づくりに努め
る。
・保育について全職員あるいは学年で話し合い、月案や行事の検討や幼児
一人一人の育ちや支援についての情報交換を行う。
・幼稚園経営に全教職員が積極的に参加し新しい事にも意欲的に取り組
む。
・効果的で適切な学校運営のため，園務や委員会の見直しを実施するととも
に事務業務や会議運営について更なる効率化を図る。
・「教師としてレベルアップするための基本姿勢」「幼児に接する際の基本姿
勢」を意識して保育する。
・教育活動についての反省を今後の保育につなげる。

〈教育課程・指導計画等〉
・教育課程の再編成と重ねて指導案の検討や行事の見直しなどを行うことができ
た。
・指導計画作成にあたり、月案を見直す中で各自の担当クラスだけでなく、2年ある
いは3年間の子どもの育ちを意識していくことができた。また、「じぶん」「ひと」「もの」
の三つの視点と「向き合い深める」「つながり広げる」「表現し高める」の観点から援
助の方向性を考えていくことで、それぞれの遊びや活動の中で大切にしたいことを
考えることができた。またそれを日頃の保育のみならず、行事に関わっても見直すこ
とができた。
・附属改革を意識し、保護者や地域から認められる・求められる附属幼稚園である
ためにという視点で園に関わる物事を見ていくようにした。そのように意識することで
一つ一つの業務への向き合い方が変わった。
〈行事〉
・行事について子ども達の育ち、異年齢の関わり、大事にしたいことを職員同士で確
認し、共有することができた。

〈新たな取り組み〉
・今年度より、降園の方法が変わり、一斉に本日の保育について保護者に向けて話
すことになったため短い時間で端的に伝えられるように努めた。日によってうまく伝
えられないこともあり、そういう時は、保育に迷いがあるときだと思われる。しっかりと
その日のねらいや大切にしたいことを頭に置きながら、保育しそれをその都度振り
返り、保護者に端的に伝えられるようにしたい。
・日々の振り返り、記録の取り方を工夫し、これまでとは違う視点から保育を見直す
ことができた。
〈働き方改革〉
・会議等の終了時刻を決め、意識して行うことで効率よく話し合うことができた。
・会議の内容に応じて全体、担任、学年等に分けて行う。

・幼児一人一人の育ちや支援についての情報交換については、各クラス、学年では
できていたが、園全体では時間が取りづらかった。少しの時間でも時間を確保し、園
全体で一人一人の子どもを見ていく必要がある。

・記録をとることによって幼児の様子を改めて振り返り、友達関係や育ちの理解など
につながったが、記録をとる時間がもてない日もあった。記録をとる時間の確保が
課題である。

〈伝達・発信〉
・非常勤教諭との情報交換が不十分であった。一方で業務の分担を明確にすること
で環境構成や教材研究、保育記録等の時間を確保することができた。

・行事の意義や意味、行事の中での子ども達の発達等を保護者にも理解してもらえ
るような発信の方法について今後検討の必要がある。

・記録の取り方を一層工夫し、保護者への発信に活用できるようにしたい。記録を、
保育の見直し、研修での資料化、保護者への発信等に活かしていけるようにするこ
とが課題である。

・新たな取り組みとして今年度から実践した、一斉に本日の保育について保護者に
向けて話すことについては、教師の働き方改革の側面からも有効ではないか。また
自身の保育を振り返り、保護者に理解してもらえるように端的に話すことの積み重
ねが教師の質の向上を保障することにつながると思われる。

・働き方改革について、会議等の時間を決めて取り組む等、意識して行っていくこと
は非常に大切であり、個々の意識の向上にもつながる。

・保護者アンケートの結果からも読み取れるように、「幼稚園が好き」「幼稚園で友達
と楽しく遊んでいる」ことの数値が高いことはとても良い傾向である。また保護者とし
ても子どもが幼稚園が好きであること、友達と楽しく遊んでいることを日々感じること
は非常に嬉しいことである。

・研修、研究活動などを通して、教員間で話し合いがなされ、目指す保育、目指す子
ども像を共有しながら保育を進めている。

・教員一人一人が現状に満足することなく、よりよい保育を目指していこうと努力し
ている。

研
究

保育研究を活発に行い、その成果を実践に生かし、さらに地域に公開す
る。
・研究テーマ「夢中になって遊ぶ姿を支える教師の援助 ～幼小接続を意識
した3，4，5歳の学び～」の3年次である。
・教育課程の編成に取り組む。

・教育課程の再編成に取り組む中で、各担任が他学年の保育を今まで以上に意識
することができた。実際の幼児の姿と、指導案や計画との両側から見ることで、その
学年の重点や幼児の楽しみ方などが分かり、だからこそ自身の受け持つ学年につ
いて考えることができた。
・3つの視点や援助の方向性を示すことで、その活動や遊びの中で大切にしたいこ
と、「楽しむ」の中に「何を」「どんなふうに」というところまで考えることができた。一方
で進むのが大幅に遅れているので、その作業にあてる時間をしっかりと確保する必
要がある。
・公開研究会（保育を語る会）では、大勢の保育関係者に参加してもらうことができ
た。協議会（語る会）を5分科会に分けることで、テーマに沿って協議を深めることが
できた。分科会のテーマ設定については、年齢による区別をしたことで、参加者から
もよい反応を得ている。
・附属小学校との話し合いを重ねる中で、生活科担当教諭の継続した研究会への
参加が実現している。またその教諭と共に接続カリキュラムの作成を進め、今後も
話し合いを深めていく予定である。幼稚園教諭である私たちの中では数年前から大
きな課題としてとらえていることであったが、小学校学習指導要領の改訂を契機とし
て、まさに今のタイミングでどれだけしっかりと話し合いと連携を重ねていけるかが
重要であると思う。
・他県の附属関係者の参会も継続してあり、またこちらから行くことも重ねている。附
属の特性を生かし、公立よりもより広い視野で保育や研究について情報を交換し合
い、刺激を与え合っていきたい。

・教育課程の編成は進行具合が遅れているので、時間をうまく使いながら確保して
いけるようにしたい。

〈公開研究会（保育を語る会））
・語る会では学部の先生にアドバイスをいただきながら会の進め方を考えた。それ
ぞれのグループでの話し合いは大いに弾んだが、まとめる段階ではこちらの意図が
伝わってないことを痛感した。いろいろな場面においてわかりやすく伝えるという力
をつけたい。

・公開保育や研修などでの保育説明等の場面において自身の保育を端的に、しか
もねらい、大事にしている視点を交えながら伝えることが不十分であった。保護者や
他校種の先生方への保育説明等でも同様のことが言える。そういった力をつけた
い。

・小学校教諭との話し合いからの学びを地域の保育・教育関係者に伝えたり、共有
したりしていくことが大切な使命のひとつであるので意識して行っていきたい。

・公開保育研究会（保育を語る会）に参加した。多くの幼児教育関係者が参加し、豊
かな園庭環境や保育室の環境を参観してもらえたと感じる。少人数のグループによ
る語る会も、講師先生による講演会も大変有意義であったと思う。県内の幼児教育
をけん引していく存在としてこれからも精進してほしい。

・幼稚園の特徴や研究について等々、ホームページ等を使っての情報発信も非常
に大切である。教育学部とも連携を取りながら、インターネット環境を整え、発信して
いけるようにすることで、広く幼稚園のことを知ってもらえる機会となる。

・幼稚園の研究のことについて保護者はあまり知らずにいるが、どのような研究をし
ているのか興味をもつ保護者もいるだろう。保護者に対しても研究内容や研究成果
等を発信することで、幼稚園の取り組みについての理解を深めてもらえるのではな
いか。幼稚園に対する理解推進は幼稚園における教育活動への協力にもつながる
と考えられる。
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教師間の連携を深め、力を合わせて教育目標の達成に取組み、それぞれ
の個性を発揮した豊かな園環境づくりに努める。
・同僚性・協働性を高める。

・小規模な職員集団であるため、学年間のつながりに限らず、集まって話し合ったり
一緒に作業をしたりすることが比較的しやすい。互いのクラスの幼児の姿をありのま
ま、肯定的に伝え合うことも、協同性に影響を与えていた。
・集まるメンバーを固定せず、全員参加（園長・副園長・正規担任）、担任会議(5名)、
学年代表会議（3名）での話し合いを行うことで、それぞれの意識も高まり、活発な議
論ができた。
・担任間での話し合いを通して、園庭環境を整える、日頃の保育の中で保育室やテ
ラス、昇降口付近の環境について子ども達の動きや姿を見ながら再構成する、子ど
も達が自分たちで環境を構成できるようにする等のことができた。
・行事等について、それぞれがこれまでの経験を踏まえながらも、当日の子どもの
様子を見ながら教師同士で話しあい、柔軟に展開していけた。今後も全員で確実に
共有したうえで、柔軟に進めていきたい。

・日々、業務に追われながら、かつ誰かが外部の会議に出ているという状況も少な
くない。何かと担当者任せになってしまうことがあったので、それぞれの教師が園全
体を見渡しながら優先順位をもってうまく業務に取り組んでいくことが、一層求めら
れる。

〈環境構成〉
・園全体の子ども達の様子、姿に合わせてダイナミックにまたは細やかなところにも
目を留めて、より遊び込める環境づくりを目指す。



大
学

大学の附属機関としての役割を積極的に果たす。
学部教員との連携の在り方と方法を検討する。
学部教員との連携を充実発展させ、さらに本園教員の教育力を高める。

・今年度も、例年と同じ連携授業を行ったが、その内容についてはより幼児や保護
者のニーズにあったものにするために検討を重ねた。またこれまでとは違う連携授
業もいくつか行い、教師としても新たな刺激を得たと感じる。
・学部の先生と実践したことを話していく中で、様々な助言をいただくとともに実践に
ついての手ごたえを得たり、課題が見えたりしたことが大変有意義であった。
・親子活動では、学部の先生が打ち合わせの段階から参加してくださり、学生と共に
話し合うことができた。具体的に計画をするということの意味を学生に繰り返し話し
たり、実際にやってみることで理解できるように努めた。それにより担任自身も大事
にしていかなければならないことを再確認することができた。

・特にA型（学部教員による授業）の充実を目指している分、B型（教材の共同開発、
学部教員による研究支援）の実施が薄れているように感じる。長期的な計画をもち
ながら、共同研究と実践を絡めて行っていくことが附属の強みであるはずなので、
今後改めて意識しなおしたい。
・「身体表現」に着目し、学部の先生と一緒に話し合ったり、実践していく方向で考え
ていたが、なかなか話し合いの時間がもてず、思い描いていたように実践はできな
かった。話し合いの中から大事にしていくポイントが見えてきたので、それについて
まとめ来年度も引き続き考えていきたい。
・親子活動において、活動内容の企画を学生が中心となって進めていく方法をとっ
ているが、担任との話し合いを重ねる中で内容を練り直し、修正することも度々ある
ので、企画の最初の段階から担任も入っていくようにしたい。
・学部の先生に園庭環境についてアドバイスをいただくことについては、幼稚園から
の連絡が遅くなってしまい、年度末にすることになってしまった。来年度も引き続き
かかわってもらいながら、研究とも絡めていきたいと考えている。

・教育学部の附属学校園であることの強みを生かし、学部の教員と共に様々な活動
を計画し、実施していることは評価できる。大学教員の専門性を生かした質の高い
保育を受けられることは保護者にとってもメリットが大きい。また幼稚園の教員に
とっても質の向上につながる。
・親子活動などの行事について、ホームページ等で発信しているか。また今年度、
全国国公立幼稚園・こども園長会の特別事業を附属幼稚園で受け、年長児親子活
動と重ねて行ったが、これについてもホームページ等で発信したり、大学のホーム
ページに挙げたりするといったアピールが大切である。インターネットにかかわるトラ
ブルには十分に注意しながら附属幼稚園の活動内容を広く知らせていく努力が今
後期待される。

附
属
学
校

「一貫教育推進ビジョン」に基づき，教育課程検討委員会を中心とした部会
で具体的な研究を推進する。各部会での活動を集約し、カリキュラムの作
成に向けて検討を重ねる。
・学校間での連携活動に積極的に取り組み、事前、事後検討を行う。

・「四附一貫教育」推進の取り組みでは、担任5名と養護教諭が教科教育分野と各種教
育分野のそれぞれに属し、年間2回の合同集会と3回の委員会、および各委員会別に授
業参観や実践報告、実践検討等を重ねている。
・人権・体育の委員会に参加。特に教科の方は回数が少ないため話し合う機会が少な
く、幼稚園として関わり方がわからないところもあった。後半、積極的に声をかけ、幼稚
園の事例を見てもらうことで意見をもらうことができた。来年は初めから積極的に関わ
り、カリキュラム作成にかかわっていきたい。
・小学校の公開授業を見ることで、幼稚園の視点から感じること思うところが多くあった。
また相互参観で保育を参観してもらい小学校の先生の視点に触れることができたことは
成果である。
・話し合いの中で、学校園の特徴や共通の部分を知り、改めて幼児期が土台になってい
ることを感じた。同時に幼小接続の観点も含め、研究に限らず低学年担任と話す機会を
もち、まずは互いをよく知ることが大切であると感じる。

・一貫教育の推進については、少しずつ進んではいるもののまだまだ満足のいくも
のではないと考える。特に教科ごとの研究については、温度差が大きい実態もあ
る。少なくとも自分たちの中では幼児期だけでなく小学校や中学校の時期を見通そ
うとする姿勢が当然のものになりつつあるため、一人でも多くの教員が他校種の子
どもの実態や教育のねらいを意識できるようになってほしいと考える。
・小学校の授業参観や幼稚園の相互参観で相互の見方を確認し合えたことは成果
であったが、それをもとに話し合うことがなかなかできなかった。互いの見方を出し
合い、相互理解を進めながらカリキュラムの作成ができる場をもてるようにこちらか
ら積極的に声をかけてく。
・生活、体育、国語、音楽、図工、算数辺りが参加したい教科として挙がるが、全て
に継続して入れないことにもどかしさを感じる。

・一貫教育、特に幼小接続の側面において幼稚園と小学校では捉え方が違ってい
るように思われる。子どもの主体性を十分に尊重する幼稚園と学習するためにまず
は座っていることから入る小学校とは考え方が異なるが、こういったところを徹底的
に話し合うところに連携の大切さがある。双方が求めるところは何かを課題として話
し合っていくことで連携が進んでいくのではないか。譲れないところもあるだろうが、
歩み寄ることも大事である。

地
域

未就園児親子の会「コアラの会」を定期的に開催する。
地域に向けて研究成果の発信、貢献に努める。

・コアラの会では、4月に参加者を決めて一年を通して活動していくことは非常に意
義があることである。一方で「ちょっと見てみたい」「行ってみたい」と気軽な気持ちで
参加できるものがあると、よりたくさんの方にこの幼稚園を知る機会ができるのでは
ないか。幼稚園の存在を知ってもらう取り組みが必要だと考える。
・保育を語る会には多くの保育関係者に来てもらうことができた。我々なりの研究、
大切にしたい視点等の考え方を伝えたり、著名な講師による講演会を開いたりする
ことは、一つの貢献であると言えよう。しかし、研究テーマにある幼小接続について
は、地域での取り組みよりも遅れているため、一層の努力が必要である。

・今年度、見学会などのチラシを作り、いろいろなところに貼ってもらったのは良かっ
たと思うが、もっと早くから取り組む必要があるのではないか。
・在園児とコアラの会のつながりについて、行事の見直しと重ねて考えたい。

・附属幼稚園に興味関心を持っている方は、まずホームページを見ることが予想さ
れるので、ホームページにいろいろな情報を載せたり、アピールしたりすることが必
要である。大学の方でホームページのフォーマットが決まっているのかもしれない
が、固いイメージがある。それも附属の良さと言えるかもしれないが、一方でもう少し
柔らかい感じにできるとよいのではないか。
・コアラの会（未就園児の会）でどのようなことをしているのか、情報がホームページ
で見られるとよい。
・附属幼稚園でしているいろいろな取り組みを、ホームページ等で発信して、附属幼
稚園の教育を広く理解してもらえるような努力が今後一層期待される。

・クラス懇談会では担任からの話が多くなってしまう傾向にある。懇談会の時間の持
ち方を教師間で検討し、保護者にとって有意義な時間となるような懇談会の持ち方
を今後検討していきたい。
・降園時にはその日の出来事やクラスとしての子どもの成長を知らせ、掲示板では
具体的に遊ぶ姿や成長、クラスだよりではそれらについてより詳しく伝える等、発信
する場や方法によって保護者に園での子どもの様子が伝わりやすくなるような工夫
をした。しかし個別にその日の様子をリアルタイムに伝えることには課題が残った。
今年度より降園方法が変わったことも影響していると思われるので、今後改善の余
地がある。
・降園時に保護者に伝える話の内容、保護者の意識づくり、場の作り方などに課題
があるので、職員間で検討し改善していく。
・保育時間が延びた分、年長のスマイルタイムの時間が短くなり、スマイルタイムの
活用が十分にできなかった。その影響もあって保育室に置いてある保育記録の活
用が十分にできなかった。記録の内容としては、保育の考え方やトラブルの受け止
め方、子ども達の育ちについて等、担任として非常に大切と考えることなので、今後
うまく活用できるように工夫したい。

連
携

保
護
者

保護者の子育ての悩みを受け止め、適切な子育て支援に努め、保護者と
の信頼関係を深める。
・ＨＰや園の便り、クラス便りでの情報発信
・クラス懇談会や個人懇談の開催
・降園時や連絡ノートを通して幼児の様子を発信したり保護者の相談に応じ
たりする。
・保護者と共に幼児にとってよりよい園生活を目指し、子育て支援の意識を
もって保護者に関わる。

・子どもの様子を子どもの学びや成長が具体的にわかるように、クラスだよりや掲示
板で保護者に知らせた。日々の子どもの様子がわかるように掲示板でできるだけ知
らせるようにしたが、それだけでは伝わっていないと感じることも多かった。できるだ
けスマイルタイムや保護者が掲示板を見ている時、降園時の話の中で掲示板を利
用しながら話すようにした。
・スマイルタイムでは、積極的にこちらから話すようにしたが、スマイルタイムが時間
的に利用できない保護者に対しては、降園の時にできるだけ伝えるようにはしたが、
もう少し話す機会をもうければよかったと感じる。
・個別に園での様子を伝えることが昨年よりも難しくなったところを補うため、クラス
だよりは頻繁に、1回の分量をおさえて作成することで保護者に読んでもらいやすく
なるような工夫をした。
・降園時間が遅くなった（保育時間が延長された）ことで午後の時間をゆったりととる
ことができ保育も充実した。加えて保護者にも好評であった。
・降園時に担任がその日の活動を保護者に伝えることで、家庭での会話につながっ
ていると聞き、伝えることの大切さを改めて実感した。
・保育の記録の内容を調整し、保育室にも置き、保護者が自由に閲覧できるようにし
た。
・保護者ボランティアおひさまの会の活動では、作業時には他の教員も加わった。そ
うすることで、保護者とのつながりができると共に、出来上がった教材の活用をより
具体的にイメージすることができ、幼児とのコミュニケ―ションもとりやすかったように
思う。

・保護者アンケートの結果では、学級懇談会、個別懇談会の話し合いの参考度が他
の項目に比べて低くなっている。これは、設問の仕方による結果と考えた方がよい
のではないか。参考になっているかどうかを問うと「そう思う」の回答が低くなるが、
実際には学級懇談会で子どもの様子を映像で見たり、エピソードを聞いたりすること
は保護者にとっては有意義な時間である。また保護者と教師と、保護者同士の情報
共有の場となっているので、学級懇談会は必要であると考える。
・学級懇談会の中で保護者の意見を一人ずつ聞くこともあるが、大勢の人がいる中
で意見を求められることに対する負担を感じる人もいるだろう。また他の保護者の意
見を聞くことで、同じ思いや同じ悩みを持っていることに気付き、安心する人がいる
ことも確かである。懇談会の進め方もその時の様子に応じて工夫していくとよいので
はないか。
・個別懇談会については、教師に自分の気持ちを聞いてほしいと思っている保護者
も多くいる中で、有効な機会だと思う。
・保護者アンケートの「幼稚園は一人一人の子どもを理解し、良さを伸ばす指導をし
ているか」という設問では昨年度よりも「そう思う」の回答が減少した。これについて
は、降園スタイルが今年度より変わったことと関係しているのではないか。一斉に降
園するスタイルとなったために担任が保護者一人一人に毎日声をかけることが難し
くなったことが、園での子どもの様子が分かりづらくなり、担任の指導も見えづらく
なっていったのではないだろうか。本園の教師が一人一人の子どもを理解し、良さを
伸ばす指導をしていることは間違いないので、それをどうやって保護者にわかっても
らうか、の工夫が必要となる。
・保護者としては、降園後に電話をするほどのことでもないようなちょっとしたトラブ
ルや困りごとを担任に話しておきたい、コミュニケーションをとりたいという思いがあ
る。担任と個別に話せる時間が少しでもあることで、我が子のことをきちんと見てく
れている、という安心感につながる。そのような時間を少しでも確保できればよい。


