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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

●園だより、学級通信、ホームペー
ジ、連絡帳、送迎時の面談、生活アン
ケート、また、毎月1回の保護者懇談
やオープンスクールにより、保護者と
の信頼関係を築くことができた。
●他園の園児や小学生、高校生、地域
住民との交流を通して、人とのふれあ
いを大切にし、臆することなく自己表
現することができた。
●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。

（Ｃの評価項目なし）

●園行事に地域住民を招いたり、園
庭開放を実施するなど、より多くの
方に来園していただく。
●朝会や保育の中で道具の使い方や
危険回避の方法について話をし、園
児の安全対応能力の向上を図る。

●来年度の新規入園者数が0人であることは残念だが、こ
れからも篠山幼稚園独自の取組をアピールするなどし、多
くの園児が入園するよう盛り上げてほしい。
●今後も自然との関わりを大切に、お城の環境を生かした
園教育に取り組んでほしい。
●多くの保護者に参加してもらいやすいよう、保護者懇談
会を井戸端会議形式で行う「ツキイチちょこっとタイム」
を来年度も実施し、保護者等と積極的に話をする機会を
作ってほしい。
●遊具等の点検を行うなどにより、安全に園生活が送れて
いることは素晴らしい。園児自らが危険回避能力を身に付
けられるようにも指導をお願いしたい。

八上幼稚園

●遊びの進め方や遊びに必要な物など
を自分たちで話し合って決めることが
できた。
●園だよりやクラスだより、懇談など
を通じ、保護者と連携しながら基本的
な生活習慣の定着を図ることができ
た。
●小学校と一緒に避難訓練を行うこと
で、避難場所や避難経路を知り、避難
の仕方を身につけることができた。ま
た、日常の中での危険な行動につい
て、絵本や紙芝居などにより指導する
ことができた。

（Ｃの評価項目なし）

●家庭の状況によっては、基本的な
生活習慣の定着について保護者に個
別で声掛けする。
●特別支援教育について、丹波篠山
市こども発達支援センターとの連携
をさらに深める。

●教諭のほめことばが、園児に自信を持たせることができ
ている。
●劇において、堂々とセリフを言えており、大道具を出す
という役割も果たすことができ、自分たちで劇をつくるこ
とができていた。
●不審者を見極めることは難しいが、普段の生活で園児な
りに意識を持たせることが大切である。
●子どものときはある程度の好き嫌いは仕方ないが、食事
のマナーの躾と指導が大切である。

たまみず幼稚園

●四季折々の味覚を楽しめるよう、プ
ランターや畑でとれた野菜を食してい
る。野菜を食べられなかった園児が、
家庭でも食べられるようになった。
●冬のお楽しみ会や生活発表会では、
園児同士で振り付けを話し合う場面が
多くあり、自分たちでより良くしよう
とする姿勢を身につけることができ
た。

●四季折々の草花等
を教材に取り入れ、
遊びを通して表現す
る活動や、季節の移
り変わりを感じさせ
る保育室の環境設定
がややできていな
かった。

●遊具を使って常に遊んでいる姿は
あるが、運動能力がどれだけ伸びた
か把握できていない。幼児用スポー
ツテストを春に実施し、体幹を鍛え
る運動遊びを通じ、年度末のテスト
で伸びを比較する。
●保育室の壁面のあり方を見直す。

●園の活動をおたよりやホームページで知ることができ
る。今後も同じように取り組んでほしい。
●園児は、いつも元気に遊んでいる。幼稚園時代は、でき
るだけ外で遊ばせるようにしてほしい。
●雑巾がけが体幹づくりに良いと聞いたことがある。取り
入れてみてはどうか。
●昔遊びの伝承など、どんなことでもいいので地域に応援
を呼び掛けてほしい。
●当番の仕事の際にみんなの前で発言する場面を増やすな
ど、表現力を高めていってほしい。

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。
●小学校の支援教員が、幼稚園5歳児
の様子を観察するとともに、小学校入
学に向けて支援を要する園児の保護者
と面談を行うなど、幼小連携を進める
ことができた。
●春・夏・秋それぞれに生息する昆虫
や水中生物を園内で飼育し、日々それ
らに触れたり観察したりすることを通
じ、生き物のおもしろさや不思議さに
園児が気づくことができた。

（Ｃの評価項目なし）

●保護者と積極的に話をする機会を
設け、家庭での園児の様子を把握す
るとともに、園での生活の様子を伝
え、家庭と連携しながら基本的な生
活習慣の定着を図る。

●支援を要する園児の成長を感じた。個に応じたきめ細か
な指導がなされている。
●幼稚園の生活の中で自然と接する様々な経験をすること
は、この時期の子どもにとって良いことである。諸感覚を
磨くためにも良い活動であり、今後も進めてほしい。
●1年を通じて園児は様々な人と交流しており、得るもの
はたくさんあると思うが、行事の精選も考えていくべきで
ある。
●降園後、園児を保護者へ引き渡す際に保護者同士の交流
の場はあるようだが、保護者同士の交流の「機会」を設け
ることも大事である。

令和元年度　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。

●幼児の姿や地域や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。

●「学校園安全管理マニュアル」を活用し、
定期的な安全点検の実施を徹底すると共に、
避難訓練、交通指導、衛生管理等の安全教育
の実施について指導する。

●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、園だよ
りや学級だより、個人懇談などを活用して啓
発を図るように指導していく。また、保護者
や地域住民に本市の教育・保育がめざすとこ
ろをお知らせし、一緒に子どもたちの育ちを
見守ることができるよう、幼児教育コンセプ
トブックを作成する。

●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夢中に
なる体験、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。

●教育要領における「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」をもとに、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。

丹波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
丹波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

●園児は、自然物を用いた遊び道具で
夢中になって遊ぶことができた。
●園児が小学校に出向き、一緒に遊ん
だり、小学校について教えてもらった
りして親しみをもつことができた。
●地域のゲストティーチャーと田植
え、稲刈り、さつもいも栽培を行い、
収穫した作物を調理していただくな
ど、地域と連携した食育を推進するこ
とができた。

（Ｃの評価項目なし）

●誰とでも自然に明るいあいさつが
できるように取り組む。
●就寝時刻の遅い園児がいる。眠育
にさらに取り組んでいく。

●自然を活用した保育に様々なバリエーションがあること
は、園児にとってよいことである。
●園域が広いため、市バスを活用するなどこれからも移動
手段に工夫をし、体験の場を広げてほしい。
●家庭の就寝時刻が遅いと、それに伴って子どもも遅い時
刻に就寝する。家庭での生活習慣を改善するため、保護者
対象の研修等で啓発する必要がある。

西紀みなみ
幼稚園

●クッキングを2回実施した。地域の
栄養士会の方に指導いただき、食育を
推進することができた。
●健康課やこども発達支援センター、
巡回相談等と連携し、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。
●外国籍の園児については、園生活に
少しでもなじめるよう、絵カードや翻
訳機を利用しながら、具体的に丁寧に
伝えることができた。

「自分から進んであ
いさつをする」、
「家庭であいさつを
する」という点に課
題がある。

●あいさつについて、保護者へ啓発
し、また、進んであいさつできる工
夫を保護者と話し合う。
●遊具の安全な使い方や遊びについ
て、園児が安全に意識して行動でき
るように具体的に指導していく。

●年度途中での担任の交代や外国籍の園児の転入など、例
年以上に大変な中、職員同士のチームワークを感じること
ができた。
●一年を通じて、様々な花や野菜などを世話したり、触れ
合ったりする環境が園内にあり、施設も整理整頓されてい
る。
●通院を要するケガが発生した。園児が安全意識や規範意
識を持つことができるよう、日頃から丁寧に言葉がけを行
う必要がある。

西紀きた幼稚園

●早寝・早起き・朝ごはんの基本的な
生活習慣定着や、あいさつ日本一の草
山地域運動など、家庭や地域との連携
を密にすることができた。
●指示したことだけをするのではな
く、園児自身に選択させるような場面
を日常化することができた。
●地域の老人クラブや市民農園、福祉
施設との交流、並びにきたっこ守り隊
などの行事参観により、園の活動を理
解いただくことができた。

（Ｃの評価項目なし）

●小学校と連携した避難訓練をして
いるが、小学校と距離があるため、
幼稚園単独で避難する場合を想定
し、マニュアルを再確認する。

●少人数であることを活かし、地域と共に特色ある取組を
今後も続けてほしい。
●預かり保育（きたっこ守り隊、きたっこはうす）の存在
が、保護者にとって助けになっている。今後も連携しなが
ら続けていただきたい。
●少人数であるため手をかけすぎる傾向にあるので、待つ
ことも大切にしながら、指示が多くならないように努め、
さらに園児の自主性・主体性が育つ保育をめざしてほし
い。
●安全安心な園づくりに一番大切なことは、教職員の危機
管理意識である。高い意識をもって園運営に取り組んでほ
しい。

大山幼稚園

●地域の方と黒豆栽培やカニとりをす
ることで、園児は地域に親しむことが
できた。黒豆の芽が出たときの感動は
大きく、食べるものを育てることで、
いただくことの大切さを知ることがで
きた。
●子どもの活動が継続するためのルー
ルを設けたり、興味を持たせたりしな
がら自ら動けるように環境設定するこ
とができた。

（Ｃの評価項目なし）

●思いやりの心を育むことができる
よう、相手の立場に立って考えるこ
とができるような言葉がけをしてい
きたい。

●昔とは違い、子どもたちに考えさせる場面をよく見る。
それは大切なことで、自分たちで考えたり活動したこと
は、将来、役にたつ。
●初めから自立に向けた支援をしていくだけでなく、自ら
克服するための工夫や困り感を乗り越えることで達成感を
感じさせることができている。また、園児とべったりする
のではなく、距離感がよい。
●愛育班や昔話の会が幼稚園と関わりをもつことを楽しみ
にしている。園児も顔見知りになった。幼児期では、食べ
物を通しての記憶が残りやすいので、この活動を継続して
ほしい。

前ページに記載
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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
丹波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

城南幼稚園

●幼稚園職員と早朝預かり指導員との
連携により、あいさつができるように
なってきた。
●「自然の中での保育」「愛情深い保
育」を進め、園児には、友だちと関わ
りあ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（保育活動等
の掲示）の常設や送迎時の積極的な声
かけにより、保護者へ園児の学びや育
ちについて伝え、また、保護者の声を
聞くことができた。
●支援を要する園児については、保護
者の理解のもと、小学校のコーディ
ネートも同席し、就学も視野に入れた
教育相談をすることができた。

（Ｃの評価項目なし）

●溝や田畑、草むらなど自然を活か
した保育により、きまりを守る・危
険回避・危険予知の力が見につい
た。身辺整理等、自分の生活にも応
用できるようにさせたい。
●令和元年度の研究により、地域の
自然や人とのふれあいの重要性を感
じた。さらに平常保育の日にも地域
の方に入っていただけるような仕組
みづくりを進めたい。
●安全教育や食生活、睡眠につい
て、各々理解を図るのは難しいが、
保護者とともに「地域・保護者保育
ボランティア」について考えていき
たい。

●自然にふれあう機会をたくさんつくっているので、園児
はたくましく育つと思う。汚れても平気な子に育ってき
た。
●さつまいも掘りや焼き芋大会では、なかなか家ではでき
ないことであり、園児も夢中になっていた。次年度も継続
してほしい。
●折り紙を教えてもらうなど、地域交流がもう少し増えれ
ばよいと思う。
●時々、眠たそうにしている園児を見かける。睡眠不足で
登園してくる園児がいる。

前ページに記載

古市幼稚園

●多くの体験活動を取り入れるなど、
園児一人一人に寄り添うきめ細かな保
育を進めることができた。
●運動あそびや4・5歳児の交流を積極
的に取り入れ、仲間づくりを進めるこ
とができた。
●平成30年度の幼小接続推進事業の成
果を活かし、幼小の交流・連携を積極
的に行うことができた。
●朝食・睡眠などの基本的な生活習慣
の大切さについて、園だよりや面談に
より保護者へ伝えることができた。

（Ｃの評価項目なし）

●各種行事を通して保護者地域の方
と積極的に交流を行った。今後はさ
らに行事等への来園者を増やしてい
きたい。

●支援を要する園児が、職員や周りの子どもと楽しそうに
活動していた。今後も特別支援教育への理解を深めなが
ら、一人一人の個に応じた保育に取り組んでほしい。
●4・5歳児の交流や園全体での活動により、仲間づくりが
進んでいる。
●平成30年度に取り組んだ幼小接続の研究成果を活かし
て、小学校との適切な交流・接続を進めることができてい
る。
●基本的な生活習慣の定着について保護者から高い評価を
得ている。今後も家庭や地域と連携しながら取り組んでほ
しい。
●園庭の芝生の状態が悪化している。安全・安心な園をめ
ざすためにも環境整備を進めてほしい。

今田幼稚園

●月1回の園だより、週1回の学級だよ
り、また、月1回以上のホームページ
更新により、園の様子を保護者へお伝
えすることができた。
●園周辺の自然環境を取り入れ、主体
的に園児が諸感覚を働かせながら、友
だちと協同して遊ぶことができてい
た。
●発達が気になる園児については、保
護者との連携を密にするとともに、積
極的に外部機関へつなぐようにするこ
とができた。

●支援を要する園児
が多く、保育者が苦
労する場面が多かっ
た。

●職員が共通理解して同じ対応を心
掛け、個別に適切な支援を行ってい
るが、追加の人員配置が望まれる。
●避難マニュアルを見直すとともに
避難訓練や引き渡し訓練を実施し、
園児の意識を高めることができた。
訓練において、小学校との連携を今
後考えていきたい。

●家庭ではどうしても子どもに甘えが出てしまい、親の指
導も甘くなりがちなところ、幼稚園ではきちんと諭して指
導できている。
●防犯カメラの設置等、安全な園づくりに尽力されている
ことがわかった。
●支援を要する園児が多く、教諭の大変さがよくわかる状
況であった。教諭の目配りにも限界がある。支援員等の増
員が必要である。
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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
丹波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

たきこども園

●新築初年度のため、施設点検を毎月
2回実施し、点検方法について職員間
で共通理解することができた。
●毎月、訓練や安全指導を行った。職
員間での事前打合せや反省を重視し、
安全意識を磨く場とすることができ
た。
●園行事や園だより、各クラスからの
通信、ホームページなどで、園の方針
や保育内容をわかりやすく保護者へお
伝えすることができた。

（Ｃの評価項目なし）

●新築施設であるため、積極的に地
域へ出かけ、地域を知りながら自然
と触れ合う機会を設けてきた。さら
に、身近な散歩コースを増やしてい
きたい。

●常に複数人で安全点検を実施し、職員全体で安全な園に
なるよう努めている。
●1年目のたきこども園を職員と保護者が一緒になって創
り上げてきたことがわかる。多紀地区以外からも「たきこ
ども園に通わせたい」と思われるような園にしていってほ
しい。
●職員の笑顔が、園児にとって楽しい園につながってい
る。保護者との連携をさらに深め、家庭と園が一緒になっ
て育んでいってほしい。
●園児への声かけや指導は丁寧にできている。幼児への安
全指導は難しいとは思うが、家庭と一緒になって進めて
いってほしい。

味間こども園

●ホームページに行事や保育の様子を
掲載し、週に1～2回程度更新した。ま
た、各種便りの定期発行や、保育室前
にドキュメンテーションを掲示するな
ど、情報発信に努めることができた。
●計画的に地域との交流活動を実施す
ることができ、お互いにとって有益な
活動とすることができた。
●園外保育やお散歩を計画的に取り入
れ、自然と触れ合う機会を大切にする
ことができた。

●食物アレルギー対
象児に誤っておやつ
を配膳してしまい、
直前に職員が気づく
事態が生じてしまっ
た。

●食物アレルギーについては、職員
間の連携や、おやつの成分チェック
を職員室の職員でも行うなど念入り
に確認することとする。
●一斉でのあいさつはできるが、一
人一人になるとできないことがある
ので、こちらから声をかけていきた
い。
●眠育に関する保育の機会が少な
かったので、意識的・計画的に行う
ようにする。

●クラスの一斉活動と個々の興味関心に応じた主体的な遊
びの両方がうまく連動している。
●園の周辺は散歩にも行きやすく、幼児が触れやすい自然
がある。保育室の中には、自然につながるものや自然物を
取り入れた製作物があり、工夫を感じられる。今後も自然
に触れる保育を続けてほしい。
●個に応じた支援・指導においては、保護者と思いを共有
することが大切である。ときには思いが通じないこともあ
ると思うが、心を開いて話し合えるように時間と機会を十
分にとって進めてほしい。
●園児の栽培活動や保育教諭と連携しながら、旬の食材や
行事食を提供できている。食物アレルギー対応について
は、職員で協力しながら取り組んでほしい。
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