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成果がみられる項目 課題のある項目 今後の改善方策または充実方策

篠山幼稚園

・「学校だより」、「園だより」、毎月１回の
保護者懇談で、睡眠と成長の関係や脳
の活性化などについて啓発してきた。保
護者の自覚もあり、毎朝元気な表情で登
園できている。
・朝の会から終わりの会まで、園児みん
なが園生活を楽しんでいる。遊びの時間
や制作の時間に於いても、それぞれの役
割を分担しながら環境に働きかけてい
る。中学生や高校生、老人会の方々等、
異年齢の方たちとものびのびと自己表現
できている。

多様な動きを経験す
る中で、身体の動きを
調整することができた
か。

・園庭にあるブランコやジャングルジム、
滑り台等でよく遊んでいるが、さらに多
様な動きを提供できるよう、今後は小学
校の遊具を活用していきたい。また、幼
児用のスポーツテストを年度初めと年度
終わりに実施し、運動能力の比較調査
を行いたい。

・これからも篠山幼稚園独自の取組を地域へアピールするな
ど、多くの園児に篠山幼稚園へ来てもらうよう盛り上げて欲し
い。本年度はHPで積極的に発信されている。是非継続してほし
い。
・昨年同様、お雛様を飾っているので、実際に見学に行くなど、
本物との出会いを大切にしてほしい。
・大書院の和室は、幼稚園、小学生でも使えるはずなので活用
して欲しい。
・小学校の行事にも参加することで、日常的に子ども同士の関
わりが生まれているので、今後も引き続き交流して欲しい。
・親子活動で濠のボートを使ってみてはどうか。観光客にアピー
ルできる。また、園児を増やすことにも繋がるかもしれない。

八上幼稚園

・クラス全体で、子どもが自分の思いや
考えを伝え合う時間をとり、自分たちで考
え、決めて活動できるように心がけた。
・小学校と一緒に避難訓練を行い、避難
の仕方を身に付けられている。
・発達についての相談が必要な園児につ
いては、保護者と面談し、発達相談につ
なげることができた。

・篠山市ふた葉プロ
ジェクトに基づいて、
眠育、食育の指導を
行う。

・食事のマナーや食べ物の好き嫌いに
課題が見られる。給食などの時に指導
は行っているが、保護者への啓発が不
十分なので、知らせ方を工夫して指導に
つなげる。

・園児たちは個別から集団、自分の立ち位置まで夏から比べて
も大きく成長している。挙手の際、手が伸びて挙がっていた。指
導が行き届いている。
・自分ができるようなことは、できるまでじっくり待ってやることが
大切である。
・毎日の生活や遊びの中で創意工夫したり、振り返って思ったこ
とを発表する場があるのはよいことである。
・友達同士で手紙のやりとりをしている。子どもの成長の早さを
感じる。文字についても興味をもたせてもらっている。

たまみず幼稚園

・自然を題材とした工作・体験活動や行
事を通して四季を感じ、豊かな情操を培
うことや自ら学ぼうとする態度を育てるこ
とができた。
・園だより、学級通信発行、HP更新に努
力した。オープンスクール、保護者人権
学習会、お楽しみ会等の園行事を地域に
公開できた。

（Ｃの評価項目なし）

・地域の中の幼稚園を意識し、行事や体
験活動等で積極的に地域との関わりを
作っていく。

・自然豊かな篠山で多くの人や物・自然とふれあいながらのび
のびと成長していける目標設定がされている。
・アンケート結果から、幼稚園教育が充実していると同時に保護
者としっかり意思疎通を図れていることがわかる。
・様々な行事や交流活動などに取り組まれており、その中で園
児の自立心や協同性を育まれていることがわかった。

岡野幼稚園

・定期的に近隣の幼稚園、小学校、高校
との交流を行い、人とのコミュニケーショ
ンの楽しさを園児に実感させることができ
た。
・近隣の地域を散歩して、四季折々の草
花や生き物に触れる活動を行い、園児が
生き物の面白さ、不思議さに気づくことが
できた。
・積極的に保護者と面談の機会を設け、
保護者と連携しながらきめ細やかな支援
を行うことができた。

（Ｃの評価項目なし）

・少人数での活動の中で、小学校ではク
ラスの人数が増えることを想定した指
導、支援を行った。今後は小学校教諭に
よる保育参観を実施する。

・少人数の園であるので、地域・異校種との計画的な交流は必
要で、重点として取り組む課題である。
・１年間の歩みを見て、多様な活動が組み込まれており、一人
一人の将来への可能性を育む保育がなされている。
・入園当時と比べると大きな成長の跡が、園で開催された様々
な行事の発表を通じて見られた。

平成30年度　学校評価報告書（まとめ）

・園教育においては、保護者をはじめ、地域の
方々との連携を密にすることが重要である。自然
体験活動や伝統文化に触れる保育活動を計画的
に実施し、保育内容を充実させることができるよ
う、園訪問の機会等に指導する。

・幼児の姿や地域・園の環境を活かした教育課程
を編成し、実施・評価し改善に努めるよう指導す
る。

・基本的な生活習慣の確立に向け、保護者と園が
連携を密にして進められるように、園だよりや学級
だより、個人懇談などを利用して啓発を図るように
指導していく。

・一人一人の幼児の内面理解に努め、個々の成
長や課題を明確に捉え、個に応じた総合的な指導
を行うように指導する。また、年間計画の見直し、
日々の保育のねらいや内容について検討し、幼児
の主体的活動を主とした保育が展開できるよう、
計画的に環境を構成していくように指導する。

・園児が自然に触れて感動する体験や様々な人と
の関わり等を通して、豊かな感性や表現力を身に
付けることができるよう、保育内容の充実に向け
て、職員研修会を実施する。

・園と小学校との連携・交流を通して、幼児期から
児童期への発達や学びの連続性を確保すること
の大切さについて理解を深めるよう指導していく。
　
・小学校教育とのつながりを意識したアプローチカ
リキュラムの作成を推進し、幼小連携の工夫を促
す。
・平成30年度のふた葉プロジェクトの取組である
「どんぐりマーケット」を次年度以降も実施し、どん
ぐり拾いや身近な自然と触れ合うきっかけ作りに
なるよう働きかける。

篠山市教育委員会としての支援策
自　己　評　価　結　果幼稚園名

認定こども園名
学校関係者評価
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成果がみられる項目 課題のある項目 今後の改善方策または充実方策
篠山市教育委員会としての支援策

自　己　評　価　結　果幼稚園名
認定こども園名

学校関係者評価

かやのみ幼稚園

・自然物を使った遊び道具で様々な遊び
を見つけて工夫して遊ぶことができた。
遊び場所にバリエーションを持たせること
ができた。
・歌や演奏の練習に一生懸命取り組み、
楽しむことができた。 （Ｃの評価項目なし）

・栄養士や園長講話等により各家庭に
食育や規則正しい生活習慣を啓発でき
た。しかし、眠育については、就寝時刻
の遅い園児もいて、更に取り組んでいく
必要がある。
・園児同士でも挨拶ができるように取り
組む。

・様々な行事に参加させていただいたが、子ども達も元気にすく
すくと育っている。更に地域と連携を深め、よりよい幼稚園とな
るようにして欲しい。
・さつまいもや米を育てることで、作物を育てる楽しさや大変さを
体験し、好き嫌いなく食べられるようになって欲しい。今後も園
の行事に積極的に参加し、園児との関わりを通して園児の健や
かな成長につながればと思っている。
・保護者や地域とも連携して、一人一人の園児の背景の情報を
収集し、適切な支援に活かして欲しい。

前ページに記載

たき幼稚園

・月２回の安全点検を実施し、課題には
速やかに対応してきた。
・個人懇談を年２回実施すると共に、気に
なることはすぐに連絡し、出会う機会を設
けた。連絡帳にも丁寧に対応してきた。
・子ども達の興味や関心を生かしつつ、
のびのびと過ごせる園になるよう努めて
きた。ホームページ開設後は、ほぼ毎日
更新している。

（Ｃの評価項目なし）

　・毎月非常訓練や安全に関する指導を
行った。職員会議でも常に共通理解を行
い、職員自身が安全意識を磨く場とし
た。今後も計画的に取り組みたい。

・こども達に関わる先生方の姿勢が、親や子に安心感を与えて
いる。それが、安全な園にもつながっていると思う。
・幼稚園でいろいろと経験し、一つ一つが自信になっている。今
後も伸びを認めて、伸ばしていって欲しい。
・ホームページのことを、もっと多くの人に知ってもらい、家庭で
の親子の会話のきっかけとしても活用して欲しい。
・たきこども園は、たき幼稚園が発展したものと捉えている。ま
だ、こども園のことでわからないことも多いが、たき幼稚園の良
いところを引き継いでもらいたい。

西紀みなみ
幼稚園

・ミニトマト、イチゴ、ジャガイモ等を栽培
し、菊栽培にも挑戦した。１月の「お餅つ
き」では、黒豆きな粉にしてお餅にまぶし
て食した。野菜の栽培を通じて、生き物
への関心を高めることができた。
・近隣地域を散歩したり、園近くの黒田の
森に出かけたりして、四季折々の自然の
食物に触れて遊び、楽しみながら自然に
関心をもつことができた。
・健康課や発達支援センター、巡回相談
等と連携を進め、積極的に保護者との面
談の機会を設けることで、個に応じた指
導・支援を進めることができた。

（Ｃの評価項目なし）

・大きな声で挨拶をする習慣が身につい
てきているが、自分から進んで挨拶をす
るという点では課題がある。
・来年度小学校に入学する園児の様子
を小学校職員が参観できる機会を一定
期間設けた。幼稚園職員から小学校職
員に対して、日々の園児の様子や支援
の必要な園児について、きめ細やかな
引継ぎを行う。

・野菜の栽培や身近な自然にに親しむ体験を通して、命の大切
さに気づき、様々な生き物への愛情が育まれていると感じる。
・自分の考えや思いを話し合いながら協力して遊んだり、、楽器
の演奏をしたりするところが良い。
・年少組では、入園当時に比べてたいへん落ち着いて行動でき
ている。子ども達の成長を改めて凄いと思った。
・年少組、年長組共に、多くの保護者が幼稚園生活を通じて自
分の子どもが良く成長していると保護者アンケートで答えてお
り、基本的生活習慣の確立等、日々のきめ細やかな指導の成
果が出ている。
・先生たちの園児への優しさを感じる。そのことが園児たちの成
長につながっていると思う。

西紀きた幼稚園

・「あいさつ日本一の草山地域」運動、早
寝、早起き、朝ご飯、また手洗い、うがい
等、基本的生活習慣の確立や、準備や
後片付け等、家庭や地域と連携を密に
し、習慣化をすすめた。
・豊かな自然の中での体験、草山地域の
人々との交流活動を積極的に行った。
・家庭訪問や個人懇談だけでなく、日々
の送迎時に短時間でも保護者との情報
交換をすることにより、園児理解、保護者
理解に努めた。

（Ｃの評価項目なし）

・小学校と連携した避難訓練はしている
が、小学校と距離があるために状況に
応じて、幼稚園独自で避難しなければな
らないことも起こりうる。その際のマニュ
アルが必要である。
・毎月、園内危険個所の点検を実施し、
早期の対応に心がけている。預かり保
育「きたっこはうす」の指導員と今後も連
携を図り、危機管理意識の向上に努め
ていく。

・地域との絆が強く、少人数だが、みんな元気いっぱいであっ
た。のびのび幼稚園を楽しんでいる。
・これからも人の気持ちのわかる園児を育て、西紀きた幼稚園
ならではの少人数の中でのよりよい仲間づくりをお願いしたい。
・預かり保育（きたっこ守り隊、きたっこはうす）の存在が、保護
者にとって助かっていると思う。今後も連携を取りながら続けて
いただきたい。
・子ども達の声が地域の中で響くことが、地域の活性化につな
がっている。「あいさつ日本一の草山地域」運動は、今後も園
内・家庭・地域と一体となって取り組みたい。
・特別な支援を要する園児が増えてくるので、関係機関とも連
携し、相談体制を整えていくことが必要になってくる。
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成果がみられる項目 課題のある項目 今後の改善方策または充実方策
篠山市教育委員会としての支援策

自　己　評　価　結　果幼稚園名
認定こども園名

学校関係者評価

大山幼稚園

・子ども自らが考え、意欲的に活動できる
ように、言葉がけをしたり、話し合い活動
をしたりする機会を取り入れた。
・５歳児は特に特別な支援が必要な子ど
もが多く、自分の力でできるように言葉が
けをしたり、視覚支援をしたりした。
・今年度は栽培活動と共に飼育活動も積
極的に行った。特に５歳児は地域の方に
カブトムシを４歳児はサワガニをわけてい
ただき、命の大切さを学ぶことができた。

（Ｃの評価項目なし）

・遊びの中で、子ども達が遊びのイメー
ジを友達に伝えて受け入れてもらった
り、友達の思いを受け入れたりする経験
ができるような保育を心がけた。アン
ケートに基づき、眠育についてもっと保
護者の方に興味をもっていただけるよう
発信していきたい。

・園教育目標にある自立する子どもを育てるために、朝一人で
起きることから始めたらどうか。さらに体力的なたくましさ、粘り
強いたくましさなど、少人数の大山から出ても、たくましく生き抜
ける力をつけて欲しい。
・自立を促すことで、時間を守る子どもを育てる。そのためにも
引き続き時間感覚を養う保育を取り入れて欲しい。
・昔の遊びを取り入れるなど縦割りで遊び、「たくましさ」や「仲間
づくり」に繋げてほしい。
・地域（特に愛育班）と連携して保護者との交流の場を作り、食
育を通しての子育てや食事のマナーのこと、昔ながらの料理の
作り方を伝える場として大切にしてほしい。

城南幼稚園

・園職員と早朝預かり支導員の連携した
取組により、挨拶ができるようになった。
・「自然の中での保育」「愛情深い保育」
をすすめることで、友だちと関わり合い協
力して活動を進める姿と自信が見られる
ようになった。
・ドキュメンテーションの常設や送迎時の
積極的な声かけで子ども達の学びや育
ちを伝え、保護者の声を聞くよう取組ん
だ。
・支援を要する園児については、保護者
の理解を得て、小学校のコーディネー
ターも同席し、就学も視野に入れた教育
相談ができた。

（Ｃの評価項目なし）

・溝や田畑、草むらなど自然を活かした
保育で、きまりを守る・危険回避・予知の
力がついた。身辺整理等、自分の生活
も意識させたい。
・安全教育や食生活・睡眠について、各
理解を図るのは難しいが、保護者ととも
に「地域や保護者による保育ボランティ
ア」を考え、協力を求めていく。

・園児は１年を通じて自然と関わり、自然に関心をもって生活し
ているように思う。
・園児一人一人が、自分のペースで与えられた課題に取り組め
ているように思う。
・自分で考えて行動するということは、小さい時から積み重ねが
大切で、園生活でも重点目標とされているので、とても良いと感
じた。
・自然に触れ合う機会をたくさん作ってもらっているので、たくま
しく育つ子どもになるように思う。
・職員の確保において保護者に不安を感じさせないように対応
して欲しい。

前ページに記載

古市幼稚園

・多くの体験活動を取り入れ、園児一人
一人に寄り添うきめ細やかな保育を進め
たい。
・運動遊びや年長・年少の交流を積極的
に取り入れ、仲間づくりを進めることがで
きた。
・幼小接続事業の研究に取り組み、成果
を広く発信できた。また、日頃から幼小の
交流・連携を積極的に行った。
・小学校と合同で毎月２回安全点検を実
施した。

（Ｃの評価項目なし）

・各種行事を通して保護者や地域の方と
積極的に交流を行った。今後はさらに行
事への来園者を増やしていきたい。

・英語遊びやピアノ演奏会、クリスマス会、花植等、保護者や地
域と交流する活動がたくさんあり、積極的に交流活動に取組ん
でいただいている。
・季節ごとに地域へ出かけたり、身近な自然に触れたりする体
験活動に取り組めた。四季折々の自然物を活用した制作活動
は、子ども達の豊かな心を育んでいる。
・園のアンケート結果より、朝食・睡眠時間は評価が高いが、挨
拶・お手伝いはやや低い評価となっている。基本的な生活習慣
については今後も家庭と連携して取り組んで欲しい。

今田幼稚園

・行事では保護者会等と連携して有意義
な活動ができた。今後も連携を強めてい
きたい。
・家庭とも連携を取り合い、園児一人一
人の発達段階に応じて丁寧に指導でき
た。その結果、ほとんどの園児に基本的
な生活習慣が身についてきた。
・保護者や関係機関との連携を密にし、
支援の在り方を常に見直していけた。ま
た、定期的に職員会議をもち、園児一人
一人について共通理解を図り、適切に対
応した。

（Ｃの評価項目なし）

・安全点検を確実に行うことができた。避
難マニュアルを再確認して避難訓練や
引き渡し訓練を計３回実施し、園児の意
識も高まった。不審者対応の訓練も今後
考えていく。
・毎日の給食指導やクッキング、お弁当
の日の実施により食育が進められた。今
後も保護者と連携して「早寝・早起き・朝
ごはん」の啓発に努めていく。

・発表会等では子ども達の普段の姿を取り入れた発表もあり、
成長が感じられた。
・オープンスクール等、地域に開かれた幼稚園づくりはよいが、
行事等がある時は特に自由に園に入れる状態になるので、不
審者対応に注意する必要がある。
・保護者会と幼稚園との連携をいっそう密にしてほしい。
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成果がみられる項目 課題のある項目 今後の改善方策または充実方策
篠山市教育委員会としての支援策

自　己　評　価　結　果幼稚園名
認定こども園名

学校関係者評価

味間こども園

・１０月からホームページを開設し、行事
や日常保育の様子を掲載し、週に１～２
回程度更新した。各種便りの定期発行
や、保育室前に活動のコメント入り写真
の掲示にも取り組むことができた。
・計画的に地域との交流活動を実施する
ことができ、互いにとって有益な活動に
なった。今後は日常的な交流の在り方に
ついて考えていきたい。
・味間特産のお茶摘み体験をはじめ、年
間計画に基づいて交流・体験活動を実施
することができた。
・「お散歩マップ」を活用して、園周辺へ出
かけ、四季を感じたり、自然物を園内に
持ち込んだ保育に取り組んだりすること
ができた。

（Ｃの評価項目なし）

・毎月１回非常訓練の実施、年１回消防
本部の指導による訓練や保護者による
引き渡し訓練も実施できた。今後、地域
自治体や篠山警察署との連携を密に
し、安全管理に活かしたい。
・就学に際しては、関係機関との連携を
密にし、発達課題のある園児のスムー
ズな就学が図られるように努める。
・眠育については家庭との連携が重要で
あり、取り組み方の工夫が必要である。
情報発信等を積極的に行っていきたい。
・自然や四季の行事、生活などを遊びの
中に取り入れ、主体的に遊びを進める喜
びを味わうことができた。次年度は今以
上に園周辺の自然環境を取り入れ、遊
びが更に発展するようにする。

・目標に向かい、職員が力を合わせて取り組んでいることを感じ
る。
・３回の評議員会時に見る園児たちの姿から、心身ともに成長
を感じる。こども園での丁寧な関わりがあるからだと感じる。
・生活発表会での園児の姿から、自信に満ちたやりきった満足
感がうかがえた。日々の丁寧な保育を感じることができた。
・ホームページの開設はとてもうれしく思う。保護者としては、園
からの一方通行ではなく、ホームページの内容をきっかけに先
生と話すことにより、コミュニケーションを増やし、同じ思いで子
育てをしていきたい。
・味間こども園の周辺は散歩にも行きやすく、幼児が触れやす
い自然があっていいと思う。各保育室の中には、自然につなが
るものや自然物を取り入れた制作物などがあり、工夫が感じら
れる。今後も自然に触れる保育を続けて欲しい。
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