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令和３年度 学校評価(自己評価)を受けた学校関係者評価報告書 

令和４年１月１８日 

学校法人長岡学園清田幼稚園 園長 髙村 誠 
１．本園の教育目標 

・豊かな心づくり・たくましい体づくり・あたたかな仲間づくり 

２．本年度の重点 

○子どもの主体性を育む環境構成に努め、“心が動く”幼稚園教育を創造する幼稚園 

・子どもの「やってみたい」があふれる教育に努める幼稚園 
・子ども一人一人の命と人権を守る安心・安全なあたたかい幼稚園 
・小学校までの幼児の発達段階や個性に応じた教育に努める幼稚園 
・教職員が互いに尊重し合い、意欲的に仕事ができるあたたかな幼稚園 
・幼稚園・家庭・地域社会と連携を深めるとともに、よさを広く発信することで、地域から信頼される幼稚園 
・働き方改革を推進し、職員が働きやすい労働環境の幼稚園 

３．評価項目の達成及び取組状況 

1 
目指す子ども像 

【なかよく】 

・友だちと仲良く 

遊べる子 

・みんなと生活する 

ことを通して協力 

する姿 

Ａ 

A＋B 

100％ 

〇個人差はあるが、おおむねどのクラスの子も様々な行事や遊びを通し

て、仲間意識を高め、仲良く遊んでいるように感じる。 

〇また、お互いを意識して声を掛け合ったり、遊びを通して自然に協力して

遊ぶようになってきている。 

2 
目指す子ども像 

【あかるく】 

・やさしく思いやりが 

ある姿 

Ａ 

A＋B 

97 

％ 

〇泣いている子や困っている子がいると、積極的に声をかけたり、 

状況に応じて先生を呼んでくれたりする姿をよく見かける。 

〇怪我をして泣いている子には、職員室までついて来て、心配そうに見て

いるなど優しい姿を見ることも多い。 

〇クラス内でも、自分からお友達の輪に入れない子に気付き、声をかけたり

している子も見られる。 

3 
目指す子ども像 

【つよく】 

・たくましく健康な 

からだ 

・あきらめずに取り 

組むたくましい姿 

Ａ 

A＋B 

94 

％ 

〇個人差はあるが、毎日のように外で思いっきり身体を動かして遊ぶ姿が

多く見られる。 

〇どんぐりタワーや縄跳び、鉄棒を通して、初めは出来なかった子も、繰り

返しチャレンジすることで、諦めずに取り組んでいる。 

〇出来た時は、本人が達成感を感じるだけではなく、周りの友達も一緒に

喜ぶ姿も見られる。 

〇特に年長児は、どんぐりタワーや鉄棒などで、手にマメが出来るぐらい 

取り組む子もおり、たくましさを感じる。 

〇ただ、初めから「出来ないからやらない」と言う子もいるので、諦めずに 

取り組めるようサポートが必要である。 

4 
目指す子ども像 

【ただしく】 

・よりよい生活習慣 

（あいさつ・言葉遣 

い・身の回りの管理） 

Ａ 

A＋B 

81 

〇自分の身の回りのことは大体出来ているように思う。 

〇しかし、自由遊びの片付けは、自分から出来る子もいるが、できない子は 

直接声をかけないと片付けず、気がつくと片付けずにお部屋に入ってい 

く子もいる。 

％ 〇また、挨拶も同様で、きちんと出来る子と出来ない子の差がある。 

今後も、挨拶・片付けは、重点的に指導する。 

5 主体性を育む 

・子どもたちの 

「やりたい」という 

主体性を育む教育 

課程の編成と保育 

実践 

Ａ 

A＋B 

85 

％ 

〇自由遊びが充実し、「やってみたい」が子どもからあふれるように、職員

で話し合い、先生たち一人ひとりが工夫したり、改善したりしている。 

だが、その「やってみたい」を引き出し、次につなげるための工夫が必要

である。 

〇教師個々の個性や特技が発揮できるような教育課程の編成等も 

 検討していきたい。 

６ 
命と人権 

安全・安心 

・子どもの健全な 

成長を支える 

土台としての 

命と人権を守る 

安全・安心な幼稚園 

(好意的な言葉遣 

い・禁止ワード・ 

安全な環境） 

Ａ 

A＋B 

94 

％ 

〇コロナウイルスの感染予防や防災に対する避難訓練の実施など、おおむ

ねよいと思う。 

〇幼稚園として「子どもの命と人権を守る」ことは最重要事項であり、今後

も教師一人一人が研鑽を深め、研修等での情報交流や共通理解により

努めていかなければならない。 

〇また、禁止ワードを使わないように意識した声かけが増えてきているが、

保育者に余裕がなくなると好意的な言葉遣いが難しくなる場合もある

ので、今後とも子どもに対して「禁止ワードを使わない」「好意的な言葉

遣いをする」を意識することが重要である。 

７ 

個に応じた教育

特別支援教育の

充実 

・一人一人の子ども

の発達段階、内面

や背景を理解しな

がら、全職員で個に 

応じた支援を行う。 

Ａ 

A＋B 

94 

％ 

〇ミーティングで全体に伝え、職員全体で見守っていくような体制になっ

てきている。何かあった時や子どもの様子で気になる時は、ブロックや

他の職員と相談するなど、一人の意見だけではなく、いろいろな人から

の視点でアドバイスできる環境である。 

〇特別支援委教育委員会による保護者面談やサポートファイルの作成、ま

た幼児教育相談員や児童デイサービス等との連携も少しずつ進んでき

ている。 

〇今後は、パート職員との情報共有をより進めていくことが重要である。 

８ 
あたたかな 

幼稚園 

・全職員で共通理解 

を図り、連携・協力し 

た効率的な業務の 

遂行。 

・温かな人間関係を 

基盤とした、快適で 

よい雰囲気の職場。 

（目配り・気配り・心配 

り…人のしているこ 

とに関心をもつ） 

Ａ 

A＋B 

85 

％ 

〇職場内の雰囲気はおおむね良好であり、教職員皆でお互いを認め合う

いい職場だと思う。 

〇また、職員会議など常勤職員で共通理解を図り、連携・協力して効率的に

業務を遂行することが以前よりも増えた。 

〇しかし、基本的には人間関係や雰囲気も良いが、時折上の人の判断に従

わざるを得ない雰囲気があるなど、受容的な雰囲気の醸成が必要であ

る。 

９ 
地域連携 

よさの発信 

・清田小との連携強 

化。 

・様々な媒体を通し 

て、きよた幼稚園の 

よさを広く発信。 

Ａ 

A＋B 

80 

％ 

〇コロナウイルスの影響で、保護者・地域や関係機関の方々と直接話をし

たり、活動したりすることはできないことが多かった。また、体験や園開

放も計画通り実施することができなかったことは残念であった。 

〇しかし、そういう中でも年長は１学期から清田小学校と交流会の計画を

打合せし、園児にとっても児童にとっても実のある楽しい交流会を実現

自己評価について 
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・体験入園、幼稚園公

開の充実。 

できた。 

〇コロナ禍で直接会う機会は少なくなったが、その代替の手段としてドキ

ュメンテーション（写真や動画の配信）で幼稚園の様子を紹介し、保護者

の幼稚園に対する理解が高まったり、家庭内での親子の会話が増えたり

するなどの効果があった。 

〇今後は、地域の方にホームページやＳＮＳを活用し、清田幼稚園のよさ、

魅力を、伝えていく等の方策が必要であると考える。 

１０ 
働きやすい労働

環境 

・働き方改革を推進 

し、教職員が働きや 

すい労働環境を 

整える。 

・業務の精選。 

・園務分掌・会議の 

見直し。 

・年休の取得を増や 

す。 

B 

A＋B 

71 

％ 

〇職員会議を行うことで、職員全体として情報の共通理解、職員相互の意

識を確認できるようになったのは良かった。 

〇また、園務分掌を見直したことで、一人ひとりの業務への意識や責任を

もって取り組むことができるようになってきた。 

〇勤務時間は、以前より早く帰れるようにはなってきたが、同じ学年の人と

一緒に帰らなければならないような雰囲気があるので、このような雰

囲気は無くしていきたい。 

〇年休の取得が明確になり、体調が悪い時なども、前よりも我慢せず、休

めるような環境になっては来ているが、まだまだ年休の取得を言い出し

づらい雰囲気があり、より取得しやすい雰囲気づくりが必要である。 

教
育
活
動
に
つ
い
て 

自己評価 

（設問 1～17） 

保育の計画性・保育

の在り方と園児対応・

保育者としての資

質・能力・保護者対応・

地域との関わり・研

修・研究 

Ａ 

〇「保育の計画性」「保育の在り方・園児への対応」「保育者としての資質・

能力」「保護者対応」等、おおむね良好な結果である。 

〇また、先生方の多くが、幼稚園教諭の仕事にやりがいや達成感をもって

取り組んでいる。 

〇担任の地域との連携は、教材開発での関りが中心であるが、今年度はコ

ロナ禍であり、地域との関わりが難しい面があった。その中で、清田小学

校との年長児の交流会は、とても良い実践となった。 

     

１１ 
清田幼稚園のよいところ、これからも大切にして 

いきたいこと 

〇季節感のある豊かな自然の中でのびのびと遊べる保育を展開できる

（園庭が広い、お山で遊べる、どんぐりタワーや遊具の充実、畑があり、

野菜の収穫ができる） 

〇先生方同士の関係性（職員の仲が良い、連携・協力体制、手助けや配慮） 

〇子どもの指導に当たる姿勢（研修の姿勢、保育の協力体制など） 

１２ 
清田幼稚園の改善すべきところ、もっとよくしたい 

こと 

〇役割・任務及びその責任の明確化 

〇情報共有の推進（共有の手立て・他の人の業務を知ろうとする心がけ） 

〇自由遊びの職員配置の見直し 

〇発表会の衣装づくりの在り方 

〇teams KING OF TIME などのＩＣＴの活用促進 

〇清田幼稚園のよさの発信 

〇清田幼稚園のセールスポイント（ストロングポイントの新たな創出？）の 

 明確化・共通認識 

〇園としてのよさ・ストロングポイントを分かりやすくアピールする発信 

〇新しいことへの挑戦できる教育課程の編成 

〇先生方の個性、特技を積極的に取り入れた保育 教育課程（カリキュラ

ム）の自由度を高くする 

〇子どもの興味関心を活かす（主体性を育てる）教育の工夫 

〇職場の受動的雰囲気の醸成と福利厚生の充実 

〇先生方の笑顔・元気・健康増進 

〇遠慮なく言え合える雰囲気（問題点や不満も愚痴も…）の醸成 

〇園服・スモックの在り方 

〇節約・節電の推進 

４．総合的な評価結果 

評価 その理由 

Ａ 

〇本園の目指す子ども像、及び本年度の重点を個々の教職員が理解し、教育成果を上げることができている。 

また、今後の保育のさらなる充実、職場の改善に向けての課題も明確になった。 

〇職員会議を導入したり、園務分掌を明確化したりするなどの働き方改革を進めたが、初めてのことが多く、職員個々の負担が

高まった面が否めない。しかし、今後も職場の受動的雰囲気の醸成と福利厚生の充実、健康増進、年休取得推進等の働き方改

革を進め、先生方が最も大切な子どもと向き合う時間、教材研究、教育課程の編成などの時間を確保する継続した取組が必

要である。 

5．学校関係者評価委員の皆様から 

※令和３年１２月９日に下記５名の評価委員の方を幼稚園にお招きして、学校関係者評価委員会を開催した。 

委員会では、学校評価（自己評価）及び保護者アンケートの結果を報告し、委員の方から幼稚園経営及び教育の改善に活かす

視点で意見をいただいた。 

【評価委員の皆様】 

 

 

 

 

 

 

〇登園教育目標及び重点目標に向かって、園職員が協力して努力していることが理解できた。 

〇学校評価（自己評価）の評価が低い『働き方改革』を改善することにより、職場の雰囲気の改善や離職する職員を減らし継続して働き続け 

ることのできる職員が増えると思われる。さらなる働き方改革の推進に期待したい。 

〇保護者アンケートの集計結果から、保護者の意見や意向を尊重して園の改善を図ることは大切なことである。しかし、それと同時に当園

の長い歴史と伝統を土台とした基本的な姿勢を保護者にしっかりと伝え、理解と協力を得られるように努めていってほしい。 

〇地域連携の一環として、清田小学校との連携が取り上げられていたが、今後は小学校だけではなく中学校・高校・大学等も含めた園児・児

童・生徒・学生及び教職員等との連携も視野に入れた教育活動の展開に期待したい。 

 

※今回の学校評価（自己評価）及び保護者アンケートの集計結果、学校関係者評価委員の皆様のご意見をもとに、令和３年度 

 の幼稚園経営及び教育を総括し、令和４年度の計画策定に取り組むこととします。 

猪野毛 昭男 様 清田町内会 会長 

大澤 二三雄 様 元札幌市立小学校校長 

金田 隆史 様 元札幌市立小学校長、清田幼稚園陶芸教室講師 

木下 満子 様 民生児童委員 

里館 大 様 札幌市立清田小学校校長 
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令和３年１２月２０日 

保護者の皆様 

学校法人長岡学園 清田幼稚園 

園 長  髙村 誠 

 

保護者アンケート集計結果のお知らせ 

 

今週末で２学期が終了し、令和３年も残すところ１０日余りとなりました。今年もコロナウイルス禍の幼稚

園となりましたが、９月初めの臨時休園以降は、感染者もなく無事に今学期を終えることができそうで一安心

です。これも、保護者の皆様のご理解のご協力のおかげであると感謝申し上げます。 

 さて、１０月初旬に皆様にご協力いただきました『保護者アンケート』の集計をまとめましたので、お知ら

せいたします。なお、皆様からお寄せいただいたご意見・ご質問に関しましては、今後の幼稚園の教育活動の

中で活かしていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

１．設問１～８の集計結果一覧〔A・B・C・Dの割合〕 

〇どの設問も、A（そう思う）と B（どち 

らかと言うとそう思う）を合わせると 

９０％を超えており、概ねよい評価を 

いただけたと思います。 

〇特に、設問５の「お子様は、幼稚園の 

行事を喜んでいますか」と設問８の 

「幼稚園は、事故や災害の発生や新型 

コロナウイルス等の感染症に対して 

の備えを十分に行っていると思いま 

すか」の項目は、高い評価でした。 

この評価に甘んじることなく、今後と 

も行事の見直しや安全・安心な幼稚園 

づくりに努めてまいります。 

〇反対に、設問３の「今年度の清田幼稚 

園の重点は、『子どもの主体性を育む』 

です。お子様は、自分から進んで 

お話ししたり、活動したりするように 

なりましたか」は、A の評価が他の設 

問より低い評価となりました。 

幼稚園では、これからも子どもたち 

自らが、自分から「やってみたい」と 

いう姿を応援し、“のびのび”と主体 

性を育む教育の充実により一層努め 

てまいります。 

２．設問１～８に寄せられた皆様からの意見の紹介 

＊全ての意見を読ませていただきました。紹介は一部ですが、皆様からいただいた意見は、これからの幼稚園 

の教育活動に活かしてまいります。 

設問１：お子様は、幼稚園に行くことを楽しみにしていますか。 

・気の合うお友達といっぱい遊ぶのを楽しみにしています。 

・年中になり、仲良しのおともだちができてからは、早く行きたいというようになりました。 

・入園式から数日は慣れないせいか「行かない！」とずっと言っていましたが、今はとても楽しんでいます。

お友だちと先生と会うのが嬉しいようです。 

・たまに『行きたくない病』を発症してしまうときがあります。 

・朝の通園バスが来るまでは、幼稚園に行くことをゴネてしまうことが多いです。 

設問２：お子様は、幼稚園の先生やお友だちのこと、楽しかったできごとなどをお話ししますか。 

・学年が上がるごとに話してくれる様になりました。 

・帰ってくると自分から色々とお話してくれます。 

・こちらから「何したの～？」と聞くと、「忘れた」と返ってくることが多い 

ですが（笑）気が向いたときに「何々した～」と話してくれます。 

・先生に言われたこと、友だちとの会話など教えてくれたり、友だちとの会話で困ったことを相談しくれたり 

しています。 

・自分から話すことは、ほとんどありませんので、「今日は何をしたの？」と聞いています。 

・あまり親には知られたくないという気持ちも芽生えてきているようです。 

設問３：お子様は、自分から進んでお話ししたり、活動したりするようになりましたか。 

・自分の気持ちや考えを詳しく言葉に出来るようになりました。気が向いたときは、家のお手伝いをして 

くれます。 

・年少や家ではできなかったことや、やろうとはしなかったことを 

いつの間にかやれるようになっていました。 

・幼稚園でやった事（製作等）を帰宅後に家でもやる様になりました。 

・トイレ、手洗い、着替えを自分でやりたいと言い始めた。 

・まだまだ声は小さめですが、ハキハキと人前でも話せるようになれるといいな！と思います。期待を込めて。 

・幼児教育現場で使わる「主体性」という言葉は一般のママさんにはあまり馴染みがないというか漠然としか 

イメージできないような気がします。 

・幼稚園に通い始めてから主体的に活動することに対しては今のところ感じてはいません。 

設問４：お子様は、幼稚園に通って、いろいろな力が伸びて来ていますか。 

・外遊びが大好きになりました。縄跳びや鉄棒などの体を使った遊びも 

どんどん出来るようになり、成長を感じています。 

・時間を自分で決めて取り組めるようになりました。 

・困ったことがあっても、お友だちに助けてもらったと嬉しそうに話したり、 

年少さんと活動したりすることで自信があることは積極性が出てきたなと感じます。 

・好きなことも苦手なことも取り組む姿勢は感じます。 

・少しずつですが、いろいろな力が伸びていると感じます。特にお友達との関わり方はそう思います。 

・入園前は席に座ることができないことや、お話を聞いたりするときに自分の興味がある方に気をとられがち 

 でしたが、座って話を聞いたり、前を見てお話しを聞けるようになってきているようです。 

・新しいことへのチャレンジも、以前なら、する前から出来ないと決めつけていましたが、まずはやってみる 

ところからはじまり、そこから楽しむことにかえていくことができているようです。 

・慎重な性格で何をするにも尻込みしていたのですが、周りのお友達を見て何でも挑戦しようと思うように 

なりました。 

・自分の気持ちを言葉にできるようになってきたり、目にしたもの、ふれたものいろいろなものに興味を持つ 

 ようになり、わからなかったら調べよう！といろいろなことに意欲的で成長を感じます。 

「幼稚園に行きたくない」ことが続く場合は、 

園にご相談ください。 

話す・話さないは、個人差が大き

いですが、時々幼稚園のことを

話題にお子様とお話してみてく

ださい。 

子どもたちはお家の方の様子をよく見てい

て、大人のやっていることをやりたがります。 

お家でも、「自分からやりたい」ということに、

いろいろと挑戦させてほしいと思います。そ

して、上手くできなくても、ほめてください。 

子どもたちは、お家の方にほ

めてもらったり、認めてもらっ

たりすることで、自信を深め

ます。自信が深まると、自分か

らいろいろなことに挑戦でき

るようになってきます。 

⇒“「やってみたい」と興味をもって、自分から活動に取り組む姿”と捉えています。 

『保護者アンケートの結果』を保護者にお知らせした文書を 

評価書添付文書とします。 
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・入園前少し言葉の遅れを指摘されていましたが、入園してからは物凄くお話するようになり歌も歌えるよう 

になったことに驚いています！お手伝い等も積極的にやってくれるようになりました。 

設問５：お子様は、幼稚園の行事を喜んでいますか。 

・お誕生会をとても楽しんでいます。運動会のお遊戯や発表会の練習も 

自分から進んで頑張っています。 

・歌とダンスが好きなので新しい歌を行うといつも披露してくれます！ 

・去年はお遊戯も踊れなく棒立ちでしたが今年は元気いっぱい踊って、 

玉入れも一番楽しかったと言ってくれて嬉しかったです。 

・去年は恥ずかしくて踊れなかったお遊戯も、今年は元気に踊っている姿が見られて安心しました。 

・いつも楽しさと緊張が半分ずつのようです。特に歌・踊りは恥ずかしさと自信のなさが強かったようですが、 

ご指導のお陰でだいぶとれ、家でも歌ったり、運動会で踊りを披露してくれるようになりました。 

・自分の誕生日など、一人で何かを話すのは緊張してしまうみたいです。 

設問６：幼稚園の教職員は、お子様のことをよく見てくれていますか。 

・幼稚園での細かなことでも報告してくださるので、よく見てくれていると思います。 

・先生、職員の方の間の情報共有ができていて、安心感があります。 

・お迎えに行くと、たまにその日あったことを話してくれたりして、とても嬉しいです。 

・担任の先生だけでなく先生方皆さんが子供を見守ってくれている感じが伝わり安心します。 

・とてもよく見てくださっています。担任の先生は、子供の短所だと思っていた部分を長所だと言ってくださ 

り、さらに子供の特徴や気持ちを考えて接してくれたり意見がけしてくださるので、子供も年少の時よりも 

自信をつけてきているように感じます。また、担任以外の先生方も子供の名前を覚えていてくださるので、 

子供もとても嬉しそうです。 

・定期的に電話などで近況を報告して頂いていますが、先生の意見がとても楽しそうに報告してくれるので、 

こちらもとても楽しい気持ちになります。 

その姿を横目でモジモジ聞いている子どもの姿も含めて、報告の電話はとても楽しい時間です。 

・質問に対してあまり具体的な返答が返ってこなかったり、 

日頃の様子があまり伝わらず心配に思うことが多々あります。 

 

 

設問７：幼稚園の情報をお便りやメール、ドキュメンテーションなどで、分かりやすく伝えていますか。 

・普段あまり自分から幼稚園の事は話してくれませんが、ドキュメンテーションの動画を一緒に見たりして、

その時には色々説明してくれたり、お話してくれます。 

・コロナ禍で参観日などが出来ず、園生活の姿を見る機会が少なくなってしまいましたが、園での様子を 

 写真や動画で見ることができて、子どもの楽しそうに過ごしている姿に安心しています。 

また、子どもと園での出来事を共有することができて会話も増えたように感じます。 

・コロナ禍で、何でも安全サイドにするために行事を中止にする園もあるなか、子どもたちのかけがえのない 

 毎日の経験を大切にしながら、運動会を開催していただき感謝の気持ちでいっぱいです。娘も親に見てもら 

えたことが本当に嬉しかった様子で、私たちも活き活きとしたが様子が見られて、幸せでした。 

また、運動会を見られなかった方に向けて全体のライブ配信やその後のドキュメンテーション配信など、 

素晴らしい配慮で感動しています！園長先生をはじめ、教職員の先生方が「どうできるか」を常々考えて 

いらっしゃることが、親としてはすごく嬉しいですし、それが信頼感につながり、清田幼稚園に入れて 

良かったと思っています！ 

・ドキュメンテーションは編集など大変さが伝わり有り難いです。見ていて涙する事もあります。 

お便りメールでは、遠足の連絡で(おにぎりなど)の記載に、先生に確認するとおにぎりだけと聞いたので、 

おにぎりだけ持たせると、ムービーで他の子はお弁当も持ってきていたので、おにぎりのみなら統一して 

ほしいなと思いました。  

・行事等のお便りが、メールにしかなかったり、紙だったりが、再度確認する際にいつも探します。連絡 

アプリ行事メニューにひとまとめにしてほしい。組ごとのパスワード設定が有れば可能でしょうか…？ 

 

・年度初め等にクラスの子供達の顔写真と名前が一緒になっているようなお便りがあると嬉しいです。 

 

設問７：事故や災害、新型コロナウイルス等の感染症に対しての備えを十分に行っていると思いますか。 

・引き取り訓練や感染症の対応など、迅速で的確なので素晴らしいと思います。 

・はじめてのコロナ禍。子供なので、完璧な感染症対策は、無理だと思っています。PCR 検査の時、早い対処、 

先生、職員の皆さんは、各家庭に、1 軒ずつ、回収など大変だったと思います。皆さんお疲れ様でした。 

・「おはしも」の言葉もすぐ憶えて、きちんと教えて頂いていると感じます。また普段の消毒などもしっかり 

してもらっていると思います。 

・コロナウイルスの対策では、細かく説明があり今後のスケジュールなどもすぐお知らせがあったので、仕事 

 の調整もすぐ出来たし、何より子どもたちの安全をとても考えてくれているのが伝わります。 

・（コロナウイルス）対策も大事ですが、子供達の成長に大切な時期にどこまで制限するかが難しいところかと 

思います。ですが、その点清田幼稚園はとてもバランス良く対応してくださっていると感じます。 

・子供は多少菌に触れて成長して欲しいと思ってます。マスクの強制などはなくよかったと思います。 

黙食などは、正直かわいそうとも感じますが、いろんな考えの方がいると思いますので幼稚園の方針に任せます。 

・先日布マスクのようなものをしている子がバスにいるのを見ました。 

以前幼稚園側から不織布と言われていたにもかかわらず、まだそう 

いう保護者がいるのかと思いました。 

３．設問９「幼稚園全般にかかわり、良いことがありましたら…」に寄せられた意見の紹介（一部） 

＊たくさんのあたたかいお言葉、ありがとうございました。これらの意見を励みにするとともに、これからも 

 より皆様に応援していただける幼稚園になるよう職員一同がんばってまいります。 

・先生方の雰囲気が、とても良いと思います。 

・先生たちはいつも子供達に寄り添って子供達のことを考えて接してくれるのでとてもいい幼稚園だと思って 

います。とてもいい先生に恵まれ、子供達も楽しく幼稚園に通ってくれるのでありがたく思っています。 

・この２年間程はコロナの影響で、通常保育が出来なかったり我慢しなければならない事が多かったですが、 

その中でもきよた幼稚園には子供達の事を第一に考え、最大限の努力をして頂きとても感謝しております。 

・園庭も広く、園内も清潔で子供たちがのびのび遊べてとても過ごしやすい環境だと思います。 

先生方も優しい先生ばかりで、安心して預けられています。 

・先生方がいつも笑顔で子どもや保護者と接している姿が素敵です。子どもが、「先生大好き！」と言っている 

ので、安心して毎日送り出せています。 

・幼稚園に通わせ始めてから、友達や先生と関わることの喜びや楽しさを感じるようになりました。また、 

行事などの目標に向けて頑張ろうとする姿や、身の回りのことを自分でやろうとする姿が見られ、成長を 

感じます。いつもありがとうございます。 

・幼稚園の先生方が園児だけでなく保護者の顔まで覚えて下さっているのはとても安心します。 

・まずは、子供がいつも楽しく幼稚園に通わせてもらえているので、それが一番嬉しいことです。そして、 

子供のトラブルが起きたときに結果だけを見るのではなく子供と向き合って、そうなった理由を深く聞い 

てくれたり、親に対しても丁寧に対話して頂き、一緒に見守ってもらえているのだと心強くなれたことです。 

・送迎バスが家の前まで来てくれるのがすごく楽で助かります。 

・様々な事を経験し様々な人と関わる中で大きく成長し、少しずつ自立する基礎ができてきていると感じます。 

・園庭の遊具を新しくしたり等、遊具がとても楽しそうで良い。冬の雪山も凄い。息子は毎日雪遊びを楽しみ 

にしていた。あと、乗馬体験が出来る事もとても良い。 

・たくさんの先生達が子供達の出来事の話を知っているので、先生達で共有しているんだなと感じております！ 

・自然の中でのびのび過ごせる環境が、常にそばにあることが魅力的だと思います。広い園庭で他のクラスの 

自我が芽生え始める幼少期は、発表会や 

運動会でのお遊戯など、多くの人に見られる

ことが、恥ずかしかったり、緊張したりして、 

踊れないことはよくあることです。 

おおらかな気持ちで見守ってあげてほしいと

思います。 

申し訳ありませんでした。お子様のことで具体的な 

返答が無かったり、心配に思うことがございましたら、

担任もしくは教頭（ふなせこ）まで何なりとお問い合わ

せくださいますようお願いします。 

申し訳ありませんでした！ 
遠足では、外で食べることになりますので、食べやすいお弁当にしてくだされば幸いです。 

・メールのみ ・紙のみ ・メールと紙の両方 の区別を保護者の方にも分かるよう、整理していきたいと考えております。 

ご要望は分かりますが、園児の顔と氏名を印刷して配付することは防犯上好ましくないと考えております。ご容赦ください。 

マスクの着用が可能なお子様は、不織布の

マスク（布マスク＋フィルター）の利用を 

お願いします。 
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友達とふれあったり、お友達と役割分担をしながら森で虫採りをしたり、自然の中での遊びを通して子供が 

成長できているように感じます。 

・些細な事でも教えてくれて、幼稚園の様子がよくわかるとこがとても良い。 

・年少さんの最初の頃、子供は知らない先生も多く、朝バスに乗るのを嫌がって泣いていた際に、「○○くん 

おはよう！」と名前を言ってくれる先生は、担任の先生じゃなくても嬉しかった様で、割とスムーズにバス 

に乗っていた気がします。年長さんになっても、名前を呼んでくれるのは嬉しい様です。 

・先生方やその他の職員の皆さんが、いつも笑顔で挨拶してくれる。それが出来ていない幼稚園や保育園も 

あります。園児も保護者もとても気持ち良く、幼稚園に通うことが出来ていると思います。 

・先生方はいつも笑顔で気持ちよく挨拶してくださいます。 

どんぐりタワーの新設時には、動画で子どもたちのどんな発達が期待できるか、分かりやすく伝えていただ 

き、安全性も理解しやすかったです。 

・今しかない、またとない貴重な幼稚園時代を清田幼稚園で過ごせることに感謝でいっぱいです。子どもらし 

くのびのびとしていて、子どもらしく元気いっぱいで、施設も申し分なく遊具やお山や雨の日の工作、育て 

たトウモロコシを食べたりなど、五感がしっかり育っていると思います。きよた幼稚園になってから「幼稚 

園に行きたくなーい！と朝のお見送りで泣いたのはゴールデンウィーク明けの一回だけです。以前は今生の 

別れのごとく毎朝大騒ぎだったので、ここまで違いがあるのかと私もびっくりしています。本人も楽しんで 

いるのだと思います。安心して働けます。ありがとうございます。 

・子どもたちがのびのびと楽しく過ごせていますし、自然にふれあうことが多くて、とても素敵だと思います。 

感染対策などもしっかりしてされていて、本当に有り難く思っています。 

・幼稚園でお友達と先生と遊ぶことが楽しく、また給食も楽しみになり、娘の成長を感じることができ嬉しい 

日々です。のびのびと遊び、見守って下さる先生方のおかげです。本当にいつもありがとうございます。 

・毎日帰ってきたら今日あった事、楽しかった事、また「明日は～するんだよ」と教えてくれています。日々、 

幼稚園の中で楽しめる事や、成長がわかる生活を送らせていただき、ありがとうございます。 

担任の先生からだけではなく、その場で会った先生からも園での生活の様子がわかるように伝えて下さって 

助かっています。 

・先生方の雰囲気がとても素敵だと思います。子供達を大切に思ってくれていると感じます。自由遊びの時間 

が多い事も良いと思います。たくさん考えて伸び伸び遊んで欲しいと思います。 

・子供が自然と触れ合う機会が増え、虫を怖がることなく触れるようになったり、遊具も怖がらずに遊べる 

ようになったり等とても逞しくなりました。 

・子供の成長と健康を第一に考えてくださっていることがとてもよく伝わってきます。なので、コロナ禍で 

いろいろな行事がなくなったり、保護者観覧ができなかったりしても幼稚園に対しての不満等は生まれませ 

ん。そして、幼稚園全体に優しく穏やかな雰囲気を感じます。 

・広い園庭とたくさんの遊具、山もあり野生のリスや虫など自然にふれあって、鉄棒や縄跳び、虫の名前を 

覚えるなど、たくさんの成長を感じます。 

４．設問１０「もっ良くしてほしい、改善してほしいこと…」に寄せられた意見と回答の紹介 （一部） 

＊寄せられた意見を真摯に受け止め、幼稚園として改善できることは改善し、よりよい幼稚園になるよう努め 

てまいります。（紙面の関係上、全ての意見、質問を掲載しておりません。掲載されていないことに関し、 

ご質問等がございましたら、直接園にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。） 

〇保育園の送迎バスでの悲しい事件が起こりました、清田幼稚園でも同様の大きな事故が起きないように 

事故につながる前に先生方で情報を共有して対応してほしいです。 

〇送迎時間は容易に園内へ不審者や車両が侵入しやすい状況にあるため、警備面での考慮をしていただきたい。 

□ご指摘はごもっともです。子どもの命を預かる幼稚園として、安全・安心な教育環境は最重要事項です。 

清田幼稚園では、園舎内外の施設・設備の安全管理、保育時間中の安全管理、感染症や疾病、ケガ等の対応、 

防犯・不審者侵入・不審車両侵入、爆弾予告、個人情報の保護、児童虐待、職員の園児に対する不適切な関わ 

り等、様々な状況に対する危機管理を職員会議や職員研修を通して徹底するよう努めています。 

また、ご指摘いただいた不審者・不審車両の侵入に関しましては、防犯カメラの設置と監視、送迎時の複数

職員の配置等で安全確保に努めるとともに、今後職員の防犯訓練を実施します。また、園バス運行時以外の門

扉の閉鎖や車の侵入を防ぐ車止めの設置等の対応も検討してまいります。 

〇これからはインフルエンザも流行る時期になるので、感染症対策をしっかり行ってほしい。 

〇感染予防で、黙食やマスクの着用など、子どもの発達を考えるとやめていただきたい。 

〇感染予防のため、しかたのないと思いますが、子ども同士のつながりが希薄に感じられます。 

先生方のお力で、笑顔があふれる幼稚園生活ができるようよろしくお願いします。 

〇マスク生活で、せっかくの行事の写真もマスク・園服の着用で子どもの表情が見られずに残念です。 

写真の時だけでも、マスクや園服を無しにしてほしいです。 

〇参観日やプール遊びもしてほしいと思います。 

 

□新型コロナウイルスの感染予防について、様々なご意見をいただきました。現在、感染がやや沈静化し、 

社会的な規制も徐々に緩和されてきています。しかし、幼稚園においてはこれからの冬本番を控え、新たな

オミクロン株によるコロナの第６波やインフルエンザの流行の懸念があるため、今しばらくは現状の感染予

防策を継続します。ご理解とご協力をお願いします。 

* 幼稚園での教育を考えた場合、園児同士、園児と教職員の接触は避けられません。ですから、教職員や保護 

者、園児が園外で感染しないように気を付ける、感染が疑われる場合は、登園を控えるなどの感染を園内に 

持ち込まない対策が最も重要であると考えます。引き続き、同居の方が風邪等の症状がある場合は、登園を 

控えていただけますようお願いします。 

* マスクの着用は、マスクを長時間着用することが難しいお子様以外は、ご協力をお願いします。その際は、 

不織布のマスクを着用させてください。布マスクの場合は、中に不織布のインナーを装着してください。 

* 行事の際のマスクの着用は、保護者の判断を伺います。また、卒園式の記念写真撮影などの際は、撮影時の 

みマスクを外させる場合もあります。ご理解ください。 

* プールでの水遊び、参観日等の行事につきましては、開催時期の感染状況に応じて判断しますが、可能な 

限り実施できる方法を検討してまいります。 

 

〇幼稚園で平仮名や英語、鍵盤ハーモニカやミュージックベルなども教えてほしいのですが。 

また、工場見学や動物園、水族館遠足のような園外行事もあるとよいと思います。 

□「小１プロブレム」等が社会問題となり、子どもたちが幼稚園から小学校へスムーズに就学するために、 

幼稚園でもひらがなや数字、英語や鍵盤ハーモニカなどを学ばせることは大切なのかもしれません。 

また、確かに近隣の幼稚園やこども園では、そのような活動に力を入れている所もあります。 

少し専門的な話になりますが、小学校以降の教育で学習指導要領があるのと同様に、幼稚園にも文科省から 

「幼稚園教育要領」という幼稚園で取り扱う内容の指針が示されています。その中では、子どもたちに興味・

関心をいだかせ、「自らやってみたい」と遊びを通して多様な体験を積むことで、これからの学習の土台とな

る健康な体や自信、困難に立ち向かう気持ち、自分のことは自分でやろうとする気持ち、友だちと仲良く生

活する態度などを育むことが、幼稚園教育の目的であると示されています。 

本園では、この教育要領を受け１年間の教育計画（教育計画は、よりよい保育ができるよう毎年見直してい

ます）を立てています。４、５歳児になると、文字や数などに興味や関心が高まってきます。その時期に「子

どもたちがやってみたい」と思う環境を整えて、遊びの中で文字や数にふれさせます。例えば「文字と線遊

び（年長）」では、鉛筆の正しいもち方や線の書き方、ひらがなにふれさせます。そして、その後のはがきを

書いて配り合う「郵便屋さんごっこ」に発展させていきます。音楽も鍵盤ハーモニカなどの特定の楽器や音

符を指導したりはしませんが、計画的にリズム遊びやゲーム、歌や合奏（年長）などで、遊びを通して楽し

く音楽にふれあう活動行います。 

あくまでも遊びを通してですから、長い時間を使って教えたり、習熟することを目指してはいませんが、 

安全・安心 

コロナ関係 

保育の内容：計画 
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「ひらがなや時計が読めるよ！」と自信をもったり「お勉強っておもしろい」という気持ちを育んだりして、 

小学校就学へつなげていきたいと考えています。 

*とは言っても…、「もう少しお勉強させたい」という保護者の方の気持ちも分かります。本園では、「国語や 

算数、英語などにふれさせてみたい」とお考えの方を対象に、従来のスポーツクラブの他に、今年度から「学

研教室」と「ECC ジュニア」を課外教室として開講しました。関心がある方は、幼稚園へお尋ねください。 

*園外保育につきましては、バスでの遠足の他、徒歩で行ける地域の公園や小学校、老人施設、神社等の活用を 

 中心に計画しています。これらにつきましても毎年見直しを行い、より充実した園外保育を考えていきたいと 

 思います。 

〇担任の先生を１クラス２名が希望です。 

〇様々な個性や特性のある子どもたちに対して、担任を補佐する先生がいたらよいと思うのですが。 

□子どもたち一人一人をしっかり育むために、また働き方改革の上からも、職員の数を現行よりも増やすこと

ができると…というのは保護者の皆様だけではなく、私たち幼稚園に勤める者も同じ思いです。 

現行の「幼稚園の職員配置基準」では、「１学級の幼児数は、35 人以下を原則とし、各学級に担任を１人置

かなければならない」となっています。そういう中、本園では可能な限り子どもたち一人一人をしっかり育

むために、「保育園の職員配置基準（３歳児は２０人につき１人、４・５歳児は３０人につき１人以上とする）」

よりも多くの先生を雇用しています。今年度の学級編制では、満３歳児は１８名/組（１２月現在）、年少は

約１６名/組、年中は約２４名/組、年長は約２７名/組となっております。 

また、補助教諭（補佐する先生）につきましては、〔満３歳児：常時１～２名〕）、〔年少：常時１名〕、年中・

年長は、年度当初、その後も保育の内容や支援が必要な際には必ず補教諭がクラスに入ることにしています。 

* 個別に支援が必要なお子様に関しましては、補助教諭が支援するとともに、幼児教育支援員等の関係機関と

連携し、適切な対応を行います。心配なことがございましたら、担任または教頭までお申し付けください。 

〇年少はカラー帽子がクラス毎に分かれていて、我が子を見付けやすいのですが、年中、年長になると同じ色

になってしまうので、どうして同じ色なのかな…と疑問でした。 

〇カラー帽子は毎年買い替えなくてもいいと思います。 

〇夏用の園服は汚れが目立ちやすく、洗っても取りにくいです。 

〇制服などをなくし、ひとりひとりの個性を大事にしたらよいと思います。 

〇『リュックは自由』であればよいと思います。 

〇園服や、園帽、カバンは、引き取ってもらうようなバザー的なものがあるといいと思います。 

 

□カラー帽子の色については、ご指摘の通りです。そこで、来年度からクラスの色が重複しないように変更し 

ます。なお、帽子の買い替えですが、学級編制替え、汚れ等もありますので、年度ごとに購入いただけます 

ようお願いします。 

□夏服はご指摘のように汚れが分かりやすい水色です。子どもたちは園庭で、砂場で、遊具で、お山でと、 

思いっきり遊びまわります。ですから、砂や泥などの汚れがついて目立ってしまいますが、これは幼稚園で 

子どもたちが一生懸命活動した証です。ご家庭での洗濯にご苦労をおかけしていることと思いますが、ご容 

赦ください。なお、今後汚れが落ちやすい素材の夏服等の採用も検討していきたいと考えております。 

□園服が必要か否かは、様々なご意見があると思います。本園では園服や園帽は、それを身に付けることで、

「子どもたちが幼稚園へ行くんだ」と気持ちを切り替えるために、とても大切なものだと考えています。また、 

入園式や卒園式などの儀式に際して、制服を着て身なりを整えて臨んだり、園外活動の際に同じ園の子ども 

であることを示したりするなど、様々な利点があると考えております。園服等の着用にご理解ください。 

□幼稚園のリュックは、３～５歳の子どもの体格を考え、園が独自に注文して製造しています。これよりも 

大きい物は、子どもの体に負荷がかかることが懸念されますので、現状のリュックの使用にご理解ください。 

□バザーですが、現在、園として卒園児の園服等を回収して、新入園児の方に配布する等の対応をとることは 

考えておりません。ご理解ください。 

〇発表会で、年中・年長になると「お遊戯」と「劇」に分かれてしまうのはなぜですか？ 

〇運動会の個人競技は、普通の「かけっこ」が見たいです。 

＜発表会について＞ 

年中・年長でお遊戯と劇の両方に、全ての園児が取り組み、発表することも価値のあることかもしれません。 

しかし、そうすることで、これまで以上の練習時間が必要になったり、子どもたちの負担が大きくなったりす

ることが懸念されます。ですから、年中・年長はこれからもお遊戯と劇のどちらかを発表する形で行いたいと

考えています。お遊戯か劇のどちらか一つにじっくり集中して取り組み、同じグループのお友だちと力を合わ

せて完成させていく練習の過程を大切に、また一つのことを最後までやり抜く力を育んでいきたいと考えてい

ます。そしてその練習の過程で、お遊戯の子は劇の練習をしている友だちを、劇の子はお遊戯の練習をしてい

る友だちをしっかり見ることで、その劇や遊戯の中に自分の姿を重ねて真似て演じたり、演じている友だちの

よさを見付けたりしながら一人一人の成長を促していきたいと考えています。 

＜運動会について＞ 

本園の個人走の取組は、練習から本番までをクラスみんなで力を合

わせて取り組めるような「一つのお話」にした計画を立てています。

例えば、今年の年中児の個人走では、「みんなで力を合わせて、うさ

ぎの“うさぴょん”に、給食のカレーライスを食べさせてあげよう」

というお話にして、練習ではにんじんやじゃがいもなどのカレーの

材料を集める活動をしました。そして、運動会当日の本番では、カ

レーのルーを入れて完成させ、「“うさぴょん”にカレーを食べさせ

る」という子どもたちの活動のねらいが達成されました。このようにお話に沿って練習を進めることで、子ど

もたちは活動のねらいを知ったり、見通しをもって意欲的に練習したり、練習を重ねるごとに達成感をもてる

ようになります。そのため、本園では小学校の徒競走のように足の速さを競う個人走を行っておりません。 

来年度は、より個人競技の練習の過程が伝わるようにお知らせしながら、クラスで協力して取り組む競技を 

行なっていきたいと考えております。 

〇給食をもっと増やしてほしいです。〇お弁当や給食が選べるようになるといいと思います。 

給食については、令和４年度から９０回／年を基本に、それ以外のお弁当の日も希望される方には、給食を提

供できるようにします。また、長期休業期間中の預かり保育の際の給食提供も計画中です。 

利用の仕方、料金等の詳細は、年度末に改めてお知らせいたします。 

〇行事は、土日にしてくれると嬉しいです。 

□運動会・発表会は、多くの方が来られるよう休日の開催を基本に計画していますが、その他の入園式等他の

行事は、働いている方の月曜日の振替の対応を考え、平日開催を基本に計画しています。ご理解ください。 

 

〇預かり保育の申込は、当日でもいいと思います。 

〇お迎え時刻もアプリで入力しているのに、ノートにも書くのは負担です。 

預かり保育の計画や教材・おやつの準備などのため、できるだけ現状通り前日の申込をお願いします。 

ノートは、子どもたちが「今日は預かりの日」ということを意識するためにも、またシールを貼ることを 

楽しみにしている子もいますので、これからも使用します。 

ただし、お迎え時刻をアプリで入力している場合、変更が無ければ記載しなくとも構いません。 

 

〇上靴の持ち帰り  ⇒汚れ、サイズの確認も含めて、毎月の持ち帰りにご協力ください。 

〇疾病の流行情報提供⇒園児の１割程度の罹患が発生した場合は、メール等で情報提供しますが、それ以外の 

時で情報提供が必要な際は、園にお尋ねください。 

〇写真のデータ販売 ⇒写真業者と対応を検討しています。しばらくは、プリント販売でご容赦ください。 

保育者の充実 

園服・カラー帽子等 

運動会・発表会 
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