平成２６年度

学校評価総括表

「元気でよく遊ぶ、心あたたかい子どもの育成」
めざす子ども像 ○心も体も元気な子
○互いを認め合い思いやる子
○自分をいきいきと表現する子
○仲間と共に育つ子

教育目標

職員が協力して教育環境を整えると共に、保護者、地域をまきこんだ環境作りを行う。

重点目標
項目

重点項目

（２）基礎
基本の徹底 ・子どもの生活環境、発達
と、保育指 観を捉えた教育の推進を行
導
う。

具体的施策
・毎月１回以上は伊丹特別
支援学校の学校園コンサル
テーションを利用し、子ど
もの力を伸ばしていくため
のクラス経営方法や、個別
な支援方法の指導を受け
る。
・子どもの姿に焦点をあて
た、事例を各クラス出し合
い、学びを深めていく。
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伊丹市立 おぎの幼稚園

・時期や子どもの実態に合
わせ、その都度、環境を構
成したり、話をしたり、伝
え合う場を設定する。

・自分の健康に興味関心を
もち、感染症及び疾病の予
防に努める。

・毎週の保育の計画を立て
る担任が作成する週案に、
クラスの子ども達の伝え合
う姿を記録し、実態把握と
課題、クラス経営を明確に
していく。
・家庭でも自らすすんで取
り組むことができるように
「げんきカレンダー」をほ
けんの話と連携して作成
し、定期的に実施してい
く。
・ほけんだよりや保健通信
を通して、季節に応じた健
康情報を始め、園内での子
どもの様子や流行が予想さ
れる感染症等の情報をその
都度発信していく。

健やかな体
づくりの推
進

・教育への理解に繋がるよ
う保護者、地域と連携す
る。

・地区社協行事には、毎
回、職員２名以上が参加す
る。
・園内行事に地域の方に来
ていただく。年５回
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・園行事にケアセンターの
方も招待し、園児と交流に
つなげる。

自己評価

・子どもが、自分の思いを
自分なりの表現の仕方で、
友達や教師に示そうとす
る。
・子どもの実態や課題につ
いて教師間で共通理解し、
連携、統一した支援を行う
ことで、課題を成果につな
げていく。

保護者・地
域との連携

成果と課題
○成果 ・課題
○大阪府人権教育研究協議会の
人権ポスターを用い、子どもが
自分の気持ちを選んだり、使っ
て話したり等と、伝える手段が
増えるきっかけとなった。

A

・クラスだよりを、毎月１
回以上は発行する。

○学級懇談会で園での取り組み
を保護者に伝えることで、子ど
もの実態と課題の共有ができた
り、家庭でも取り組んだりする
ことにもつながった。

改善策

・子どもの成長、変化などを保
護者に直接こまめに伝え、保護
者と子どもの成長を引き続き共
有することができるようにす
る。

・園での取り組みを伝えている
が、家庭でのかかわりには反映
されにくい。

・親子でげんきカレンダー
に取り組み、園でも家庭で
も「自分のことは自分でで
きる」ようになる。
・保護者との連携を深め、
保健活動に対して協力が得
られるようにする。

A

・地域と人とのかかわりが
深まり地域、保護者、幼稚
園の３者が一緒に地域の子
として子どもの成長を見守
る。

○欠席状況や症状を細かく掲示
することで、保護者も子どもも
・基本的生活習慣の確立が生活
予防に努める姿につながってい
の基盤となるため、今後は生活
る。
習慣についての取り組みと、保
護者啓発・発信を行っていく。
○アンケート項目９ Ａ、Ｂ合
わせて９７％となっている。
・引き続き、子どもの実態や時
期に合わせた発信を、ほけんだ
○長期休暇に入る前に、子ども
よりやＨＰを通し行っていく。
への指導があることで、子ども
・大阪府人権教育研究協議会の
自身の理解につながっている。
人権ポスターを用いたことは良
い。子どもは。自分の思いを言
葉では表現しにくい。ポスター
を用いることで、絵から選ぶこ
とができ、子どもには分かりや
すいのではないか。また、絵で
○職員が、地域行事に、園長以 ・おぎのっ子タイムの時期、回 見ることで、感情を落ち着かせ
外に１名以上、必ず参加するこ 数については、保護者の意見も ることができたり、話す力にも
とが出来た。
取り入れていくように努める。 つながっていったりするのでは
しかし、保育後の職員会議、出 ないか。
○地域の方が、５回園内の行事 張、保育の準備などに影響が出
に参加してくださることが出来 ないようにしていく。
・アンケートの回収率１００％
た。
・講演会を通し改めて話をして は良かった。
○おぎのっ子タイムは，毎回ほ もらうことで、保護者の理解に
ぼ全員の参加になった。保護者 変化が見られた。引き続き行っ ・自由参観等で、いつでも見れ
る時に保護者に参加してもら
からも今後も続けて欲しいとい ていきたい。
い、園での様子を知ってもらえ
う意見もある。
・ＨＰの更新を全職員で行い、 るようにする。

・常に、園内の様子を、保
護者、地域に公開し、ねら
い、内容、子ども一人一人
の成長を伝えることで、理
解を得る。

A

・おぎのっ子タイムを毎月
１回１５：００まで取り入
れる。
・ＨＰを通して、発信をし
ていく。

○講演会を参観日とあわせて行 積極的に情報を発信していく。
・園情報の内容が多い。何回も
うことで、参加率が高かった。
読まないといけない配布物の内
子どもの実態や時期にあった内
容にならない方がいい。
容を取り入れたことで、保護者
の気付きにもつながり、前向き
な感想が聞こえた。
・幼稚園ウィークや自由参観の
保護者の参加率が低い。
・園から情報をＨＰや園だより
を通し発信しているが、保護者
には見られていないことが分
かった。

安全管理

・安全管理の項目を年間計
画に取り入れ、園だよりに
も記載し、職員の意識向上
に努め、月一回の安全点検
の完全実施を行う。
・様々な場面を想定した避
難訓練を月１回行い、訓練
をもとに安全について子ど
もと共に考えられるような
機会を設ける。
・園庭清掃を、子どもと共
に戸外遊び後に行う。

・園庭、保育室内外、物品
の点検を毎月１回担任が行
うと共に、他の職員の目で
も点検する。常に安全点検
の視点から遊具、用具、室
内外の様子を見ることが習
慣化する。
・避難訓練を確実に行い、
それぞれの災害に対して職
員が確実に行動できるよう
になる。
・環境を整え、子どもがす
すんで見つけたごみをごみ
箱に捨てることができるよ
うにする。
また、危険箇所を見つけた
人（保護者、園児、地域の
人が、すぐに職員に連絡が
できる体制にする。）

学校関係者評価総括
・保護者への啓発は、見やすく、分かりやすい方法を用いて発信していく。
・アンケートの回収率１００％は良かった。
・人権ポスターを用いた保育は、今後も子どもの姿に合わせて工夫していって欲しい。
・子ども達の成長を見守ってきた中で、２年間の子ども達の育ちを感じることができた。

次年度に向けた重点的な改善点
・保護者支援
・情報の積極的な発信

学校関係者評価

・学級懇談会や、クラスだより
でも引き続き、クラスの様子、
課題を全体に分かりやすく伝え
ていく。

・子ども自身の伝える力の成長
を感じてもらいにくいことがア
ンケートを通し分かった。保護
者への伝え方を考えていく必要
がある。

・参観日にあわせ、子ども
の実態や保護者に大切にし
て欲しいこと、悩みにあっ
た、講演会を行う。

・生活の場として、安全で
過ごしやすいように環境を
整える。

そ
の
他

達成目標
・講師招聘や学校園コンサ
ルテーションを通し、学び
合いの確保や保育指導力の
向上を図る。

○避難訓練や講習を子ども達が
学ぶ機会になったり、職員も災
害を想 定し た動 きを 確認 しあ
い、行動したりすることが出来
た。

・安全点 検の時間を設け、習慣
化するよ うに職員間で意識し声
を掛け合う。

・子ども の遊ぶ姿を職員が常に
把握し、 遊び方に応じて、安全
○子どもがすすんで見つけたご な遊具の使い方を知らせる。
みをご み箱 に捨 てる 姿に つな
がっている。

B

・遊びについての安全指導（遊
具の使い方、危険意識、遊具の
点検）は、子どもの遊ぶ姿にあ
わせ伝える必要がある。
・月１回の安全点検が習慣化に
はつながらなかった。

