
竹原市立たけのここども園

改善方策

１０月 ２月

担当
ｈ

達成値
ｈ

達成値
イ ロ ハ

100% 100% 100% A ○

100% 100% 100% A ○

100% 74% 100% A ○

100% 100% 100% A ○

100% 90% 98% B ○

100% 100% 100% A ○

100% 100% 100% A ○

100% 100% 100% A ○

100% 97% 98% B ○

100% 100% 100% A ○

100% 100% 100% A ○

100%

100% 100% 100% A ○

令和4年度　　こども園評価表 （　中間 ・ 最終　）

ａ　教育・保育目標夢をもち　心豊かにたくましく生きる子供の育成
「生きる力」を育成するために調和的な成長を図り，保護者や地域の期待に応える

―　げんきな子　やさしい子　がんばる子　―

評価計画 自己評価 こども園関係者評価

ｌ 評価

①学期に１回運動遊び月間をもうける。（5月・9月・1月）

②年齢に応じた「経験させたい動き」を１つに絞り,年間計画をたて実行す
る。

③運動月間に個人の指標を見取り，５月から１月までにA評価を７０％以上
にする。

①６月・９月・１２月に箸・歯ブラシまたはスプーン・フォークの持ち方の記録
を取る。

②３歳以上は｢竹原市すくすくプラン2020｣(令和６年)の目標値に近づける。
　３歳→歯ブラシが正しくもてる（１２．２％）
　４歳→箸が正しく持てる。（３４．０％）
　５歳→箸が正しく使える。（５７．０％）

③体操を週に1回以上実施する。

①菜園活動を週1回以上実施する。

②異年齢児との交流を，学期に２回以上実施する。

③気持ちの良いあいさつができる園児を７５％以上にする。（６月・９月・1
月）

①園だよりを毎月発信する。

②クラスだよりを学期に１回発信する。

③地域の福祉施設との交流を年１回以上行う。

④子育て支援活動を学期に2回以上実施する。

【ｊ：自己評価　評価】
A：１００≦（目標達成）　　　　B：８０≦（ほぼ達成）＜１００
C：６０≦（もう少し）＜８０　　　D：（できていない）＜６０

【ｌ：園関係者評価】
イ：自己評価は適正である。
ロ：自己評価は適正でない。
ハ：分からない。

c　中期経営目標
ｄ　短期経営

目標
ｅ　目標達成のための方策 ｇ

目標値
ｊ

評価
ｋ

結果と課題の分析
ｍコメント ｎ 改善方策

が
ん
ば
る
子

最後まであきらめ
ない力を，年齢に
応じて育む。

自己選択，目標
の意識化，振り
返りの場のある
保育を実施す
る。

①1月は正月遊びと並行して，経験させたい動き
を取り入れた運動遊びを実施した。
②計画通り一年間を通して運動遊びに取り組む
ことができた。実態により，変更をかけながら進
めた。
③年間計画に沿った運動遊びを実施し，体を動
かすことの楽しさを味わう園児が増え，全体のA
評価指標が目標の70％に達することができた。
また，異年齢児との交流も評価が上がるきっか
けになった。

・目標達成値がすべて100％にな
り頑張れたと思う。
・常に中長期の計画を立案され
ており，とても有効だと思う。ルー
ルを守ることと競争原理の両立
が今後の課題だと思う。
・年間計画に沿って継続的に取り
組まれた結果，成果があらわれ
ている。
・それぞれの学年でわかりやすく
明確な目標をたて，課題に取り
組まれていると感じた。

・今後も単発の遊びにならないように年間を通し
て計画的に遊びを進め，体を動かすことの楽し
さを知らせていく。
・異年齢児との交流の場も増やし，年上児に憧
れの気持ちをもったり，年下児に遊びを教えて
あげるかかわりの場を増やしていく。
・個々に合わせてスモールステップで運動遊び
を進めていく。

げ
ん
き
な
子

成長する喜びや健
康への関心を高め
る。

食事のマナーの
確立を図る。
健康な体づくり
を推進する。

①予定通り記録をとることができた。
②3歳児，4歳児では，「竹原市すくすくプラン
2020」の目標値を達成することができた。5歳児
では，頑張り表を活用した取組を行ったが，指導
の時には正しく使っていても，すぐに元の持ち方
に戻ってしまう園児が数人おり，正しい使い方に
修正することが難しかった。
③予定通り，週1回以上体操を行うことができ
た。

・歯ブラシの使い方について家で
の指導をもっとしてもらえればと
思う。
・箸の持ち方，歯磨き等生活の基
本となる事項ですので難しい面も
あろうかと思いますが，継続的に
取り組んでいただきたいと思う。
・箸や歯ブラシの持ち方の指導と
見取りは大変だと思いますが，丁
寧に取り組まれていると感じた。
・箸の持ち方については家庭でき
ちんと指導すべきと思いますが，
園でも積極的に行っておられて
心強く感じた。

・箸の持ち方については，間違った持ち方の癖
がついてからでは修正が難しいので，癖がつく
前に，正しい持ち方の指導を行い，正しく持とう
とする意識を高められるようにする。
・戸外遊び前に体操を行うことで，体を動かす楽
しさを味わいながら健康な体作りを推進してい
く。

や
さ
し
い
子

互いの気持ちや考
えを伝え合ったり
折り合いをつけた
りして，よい関係を
つくっていく。

関わり合う気持
ちを育てる。

①予定通り菜園活動を週1回以上実施すること
ができた。
②感染症対策を行いながら，行事やクラスごと
に異年齢児との交流を行うことができた。
③3歳児，4歳児では，目標を達成することがで
きた。5歳児では，人前で話すことが苦手な園児
や登園渋りから気持ちを立て直すことが難しい
園児がおり，毎日「自分から挨拶をする」ことは
難しかった。

・来年度も続けて実施してもらい
たいと思う。
・生き物に対する愛情，興味をも
たせ，とても良いことだと思う。コ
ロナ禍の中，様々な工夫を凝らし
て触れ合い，交流に取り組んで
おられる。
・先生方の声かけにより子供たち
に優しい心が育まれているのだと
思う。
・植物を育てることで自然を大切
にする気持ちを育めてとても良い
と思います。家庭では難しいとこ
ろもあるのでありがたい。

・園生活の中で，クラスのプランターや畑の植物
に興味をもち，世話をする中で，植物に対する
優しい気持ちを育てていく。
・感染症対策を行いながら，異年齢児との交流
を実施することで，年上児に対する憧れや年下
児を思いやる気持ちを育てていく。
・個別での指導，頑張り表の活用に加えて，園
児が安心して自己表現できるような人的・物的
環境を整えていく。

信
頼
さ
れ
る
園

地域・保護者に信
頼され貢献する園
になる。

園の方針，教
育・保育内容を
保護者に周知
し，理解を図る。

①②園だより，クラスだよりについては一
年間を通して計画通り発信できた。写真を
多く取り入れた便りになるようにしている。
③交流は新型コロナウイルス感染症拡大
防止のためできなかったが，連携をとり見
学まで進展した。計画案も作成したので，
来年度に活かしていく。
④3学期は「たんぽぽのへや」に来ていた
だきペーペサート等を披露していただい
た。育児サークルは１．２月と計画通り実
施することができた。3月はピアノの講師を
招きリサイタルをする予定である。

・本年度と同じように頑張ってもら
いたい。
・おたよりを発信することによって
保護者と園との信頼関係が構築
され，更なる園の発展に結びつく
と思います。子育て支援活動も
開かれた園づくりにもつながり，
とても良い取り組みだと思う。
・おたよりに写真を多く取り入れら
れ，積極的に情報発信をされて
いた。来年度は外部機関との交
流ができると良い。
・子育て支援活動は子供たちに
とってもとても良い刺激になって
いると感じる。福祉施設との交流
は来年は実施できたら良いと思
う。

・園だよりは園の取り組みや評価について
知らせ，クラスだよりについては園児の頑
張っていることや日頃の様子がわかるよう
にしている。
・福祉施設との交流については，来年度の
交流時期を検討する。
・子育て支援活動については，来年度も来
ていただけるように連携をとっておく。ま
た，育児サークルについても年間計画を
立てる。


