
令和３年度 愛耕幼稚園学校評価 
 今年度の学校評価は「保護者アンケート」「公開保育」「自己評価・学校関係者評価」を行いまし

た。 

 

 

                             令和３年度 「保護者アンケート」の集計結果について                            
   令和３年度、保護者アンケートを集計し、ご意見も頂きました。 

 

アンケートは、７０家庭のご回答を頂きました。結果は下記の通りです。 
A＝あてはまる B＝ややあてはまる C＝あまりあてはまらない D＝あてはまらない 

  Ａ Ｂ Ｃ  Ⅾ 

１． 幼稚園の教育目標や保育内容がわかるように情報を発信している。 73％ 26％ 1％  

2. 幼稚園やクラスでの活動状況をわかりやすく伝えている。 73％ 24％ 3％  

3. お子さんの様子や諸連絡を適宜伝えている。 67％ 33％   

4. お子さんは、幼稚園に行くのを楽しみにしている。 78％ 21％ 1％  

5. お子さんは家庭で幼稚園の友達や先生の話をする。 65％ 33％ 3％  

6. お子さんは、幼稚園で集団生活ならではの喜びを体験していると思う。 89％ 10％ 1％  

７. お子さんは、幼稚園生活を通して成長していると思う。 93％ 7％   

８. 幼稚園は教育方針に沿った保育や活動を展開していると思う。 81％ 19％   

９. 子ども達の自立（意欲や主体性）を育む保育をしている。 77％ 23％   

１０.自他を大切にする心や、感謝の心など、心を育む保育をしている。 84％ 16％   

１１.子どもが生活しやすい幼稚園（環境）だと思う。 80％ 17％ 3％  

１２.教員は子どもを理解し、誠実に保育をしている。 91％ 9％   

１３.保育の方法や内容が考慮されている。 77％ 23％   

１４.園は、地震・津波・火災・不審者等に対しての防災に取り組んでいる。 81％ 19％   

１５.緊急連絡がスムーズに伝わるように工夫している。 80％ 20％   

１６.園は、新型感染症の対策を適宜行っている。 84％ 16％   

１７.保護者からの相談などに誠実に対応している。 90％ 10％   

   

お寄せ頂いたご意見 
<教師の対応について> 

 ・温かく見守ってくれていて、安心できる。 

 ・職員みんなが担任のように見守っているので安心。 

 ・心配なことも親身になって相談にのってくれる。 

                                                      

 

 

 

<感染症予防について> 

 ・感染症対策が大変だが、工夫して保育や行事を行っていてありがたい。 

 ・感染症の対策で仕方がないが、落ち着いたら祖父母や父親も参観できる機会があると嬉しい。 

 ・時間制限や人数制限等、感染症の対策を取りながら通常保育の様子も参観してみたい。 

 ・様々な行事をクラスごとに実施するのであれば、せめて両親が参加できないだろうか。他の園ではできていると

聞くと、何故できないのかと思う。 

 

 

 

 

・今後より一層、子ども達一人一人の育ちに寄り添えるよう配慮して参りたいと思います。 

 気になること等ありましたら、気軽にお声がけください。 

 ・感染症の対策については、今後も、文科省や専門機関からの情報により対応して参りたいと思います。 

 ・施設の人数や規模ごとの対策を検討しなくてはならないため、人数制限等をせざるを得ない状況があります。 

ご理解とご協力をお願い致します。感染症が収束した際には、ご家族そろってご来園頂きたいと願っております。 

 



 

＜給食について＞ 

 ・給食のメニューを写真で見て見たい。家庭で同じメニューを作っても食べないことがあるので、参考にしたい。 

 ・卵焼きが毎日でるが、卵焼きが苦手で家庭でも嫌いになってしまった。何か他の卵料理にはならないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜防災・防犯について＞ 

 ・園での避難訓練が家庭にもつながっている。身の守り方や防災リュックの点検等、防災意識に活かされている。 

 ・ニュース等でも取り上げられている不審者への取り組みや、セキュリティ面に不安がある。 

 

 

 

 

 

 

<バス利用・送迎について> 

 ・バス通園だと、あまり様子がわからないが、とても楽しそうに帰ってくるので安心している。 

 ・園に送迎にいく機会の少ない親に対しても、わかりやすく配慮しているので安心している。 

 ・普段園バスに乗ることがないので、園外保育を増やして欲しい。 

 

 

 

 

 

 

<配布物・連絡について> 

 ・オンラインでのやりとりや連絡、行事カレンダー等があると便利だと思う。 

 

 

＜その他＞ 

 ・園の様子をホームページや新聞等で発信していて、市内全体に認知をあげているように思う。子ども達への 

関心を持ってもらうことにもつながっている。 

・一部保護者の中に、教育理念や礼拝の意義がうまく伝わらず、ルールが守れていないことを感じる。園の理念や

ルールのハンドブック化等、保護者への働きかけが必要ではないか。 

・園舎の様子から、幼児の生活環境として寒暖について十分とは思わない。 

 

 ・家庭ではなかなか食べない食材も、園だと食べるというお話もよく伺います。後日、業者さんに教えて頂いた作

り方をお知らせしたいと思います。ご家庭のメニューの参考や会話につなげて頂けますと嬉しいです。 

 ・卵焼きが苦手とのこと。業者さんが、栄養面・見た目・他のメニューとのバランスも考えて頂いているため、園で

はお任せしておりますが、ご意見をお伝えさせて頂きたいと思います。逆に、他のメニューがなかなか進まない

お子さんが、卵焼きは喜んで完食できる場合や、給食の卵焼きが大好きというお話も伺います。皆が、楽しく美

味しく食事が出来るよう園でも配慮して参りたいと思います。 

・幼稚園では、バス登降園も保育の一環として捉えております。お友達との楽しい会話や、四季折々の風景、公

共のルールを学び、感じながら過ごせるよう配慮しております。何か、お気付きの点がありましたらお知らせく

ださい。 

・園行事や感染症の対策を考慮しながら、バスでの園外保育の増加も検討して参りたいと思います。 

・月に一回の避難訓練では、緊急時の色々な場面を想定して身の守り方を確認しております。今後も、様々な状況

を想定して実施しながら、子ども達が〝命の大切さ″や〝自分の命を守る″行動が身に付くようにしていきたいと

思います。また、教職員の訓練や日々の安全点検も気を引き締めて行って参りたいと思います。セキュリティ面に

つきましても、関係機関にご指導を頂きながら、改善点は速やかに対応して、より気を付けて参りたいと思います。 

 ・プリントやメールでのお知らせ同様、オンラインでのお知らせについても検討していきたいと思います。 

 



 

 

 

 

 

貴重なご意見を、ありがとうございました。 

頂きましたご意見を、今後の保育に生かしていけるよう、教職員で話し合いを重ねて参りたいと思います。 

今後とも、幼稚園の保育にご理解とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

                               令和 3 年度 愛耕幼稚園 公開保育報告                               

 

 今年度、年長青組が年間を通して取り組んできた「ＳＤＧｓ」についての最後の保育を、３月３日（木）

に公開保育で行いました。一年の青組さんのたくさんの楽しい思い出と一緒に、皆で知ったり考えたりした

「ＳＤＧｓ」を振り返りました。また、公開保育を参観下さった方々からは、保育についての貴重なご意見

を頂くことができました。 

 

   日  時     令和４年 3 月 3 日 木曜日 午前 10 時～     

場  所     愛耕幼稚園の年長(青組)教室とホール 

教会の会堂 

 

参観者様        気仙沼市教育コーディネーター 5 名 

            市内小学校教諭 1 名 

        学校関係者評価委員(当園 PTA 代表) 3 名 

 

スケジュール 

        時 間 場 所 

受付 9 ：４５～ 教会会堂 

オリエンテーション １０：００       〃 

公開保育(年長組) １０：１５～１１：１５ 

 ・１０：１５ 朝の礼拝 

 ・１０：３０ 設定保育 

 

幼稚園 年長(青組)教室 

    ホール  

講評 １１：１５～１１：４５ 教会会堂 

 

 目的  

有識者から必要な指導・助言をいただき、保育の質の向上及び、 

小学校教育への円滑な接続を図る。 

 

 

・今後も、個人情報に配慮しながら園の様子を発信して参りたいと思います。保護者の皆様にも、園での子ども達の

姿や成長、思いや願いを共有していけるよう努力して参りたいと思います。 

・冷暖房を含む保育環境について、考慮して参りたいと思います。 



 主題  

年長クラスが 1 年間取り組んできた活動のまとめ 

 

 ねらい  

1 年を通してクラスで取り組んできた「SDGs」について、思いや考えを 

友達と言葉で伝え合い，一緒に活動する楽しさを深める。 

  ◦1 年間を通して知ったり考えたり経験したことを、みんなで思い出す。 

  ◦グループに分かれて考えたり、話をまとめて発表をする。 

  ◦自分の意見を発表し、考えを友達と共有する。       

◦みんなで行ってこれたことを喜び、次の意欲や自信につなげる。   

 

 

 

参考資料         年長組 ＳＤＧｓの取り組み     

  １学期                  ２学期               ３学期 

 「ＳＤＧｓって何？」  ―――――――――――――――――――――――――――――――→ 

  ・１７の目標を知る                ・自分達に出来ることを考える。 

 

 

 

 

   「水について知ろう」 （6/7） ―――――――――――――――→ 

 

                                    

 

 

 

    「海について知ろう」 （6/30）――――――――――→ 

    ・「ＲＥＤＣＵＰ」って何？ 身の回りで探してみよう！ ―――――――――→ 
・「シーグラス」って何？  ・シーグラス探し（7/21 デイキャンプ） 

          シーグラスを写真立てのフレームに飾った記念制作 

 

                    「森について知ろう」 （10/15） ――――→ 

                   ・安波山登山（10/18） 

                 ・「ＦＳＣマーク」って何？ 身の回りで探してみよう！ 

 

 

 

 
ＳＤＧｓは世界の皆で取り組む１７の目標

があるんだよ。 

皆は、海や、川、森の事を考えてみよう！ 

よ 
幼稚園の隣の川はどこに行くの？ 

どこから流れてきたんだろう？  手を洗ったお水は

どこにいくの？ 

 

 色々な物が 

混じっているね！ 

岩井崎でシーグラス探し 
 

 
水や空気を 

きれいにして森

を守ろう 

 
ノートについてたよ！ 

お菓子の箱に発見！！ 

📕皆で読んだ絵本 

『おいしい水』 作：片山建 

『つなげビニーのゆめ』  

作：みなみたいき 

『みず』 作：てづかあけみ 

『水はめぐる』 

 作：ロシェル・ストラウス 

『山に木を植えました』 

 作：スギヤマカナヨ 

『げんきのもと』 作：ハイチ友の会 

『手を洗おう』 作：ハイチ友の会 

                他 



                  公開保育 参観者様のコメント（一部抜粋）    

＜良かった点＞ 

・ＳＤＧｓを５才児に分かりやすく取り上げ、一年間を通して全体が参加活動してきた様

子が感じられた。 

・一年間の活動を振り返る内容で、学びの定着が図られていた。 

・絵本で幼児に無理なく環境問題を知らせている。 

・ＳＤＧｓを幼児がゲーム、クイズで楽しく学ぶ仕組みはとても良い。 

全員が楽しく自主的に活動できるように保育の工夫が感じられた。 

・子ども達のＳＤＧｓの取り組みが、家庭にも及び、良い伝播が起きた。 

・子ども達は落ち着いて話を聞く態度が身についている。また、全員が楽しく活動に参加

していることを感じた。 

・歌を歌う子ども達の姿勢がよく、歌の声も適切で、歌詞の意味を考えながら歌う姿に感

動した。歌を通して伝承することは有益だと思う。 

・教師が子ども達の小さな発言・反応をくみ取っている。 

・子ども達は元気は良いが、聞くとき、歌う時などしっかり心を一つにしている。 

・礼拝は、心を落ち着かせて一日をスタートできる時間である。 

 

＜気になった点や今後の課題＞ 

・クイズの答えが分かれた場面で、じっくり意見を聞きあう、話し合う等のコミュニケー

ションを、この子ども達にさせることもできるのではないか。 

・クイズの問題は子ども達にわかる内容だったが、答えの説明が少し難しく感じた。 

・グループでの話し合いを主軸として行うのであれば、床ではなくテーブル、椅子に着座

でもよいのではないか。 

・年間指導計画を幼・小で連携させ、学びの連続性を図りたい。 

 

 

 

 

                             令和 3 年度 自己評価・学校関係者評価報告書                             

 

                

１.～５. は幼稚園教職員で行った、「今年度の自己評価」についてまとめたものです。 

６. は学校関係者評価委員会による、今年度のご講評です。 

 

 



1. 本園の教育目標   

 建学の精神「めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。」(フィリピ 2：4) 

  ・豊かな探求心と想像力を持ち、創造的に生きる子ども 

・自己肯定感と、感謝と思いやりの心を持つ子ども 

・聞き、判断し、行動と表現ができる子ども 

・心身ともに健やかに成長する子ども 

 

２. 本年度重点的に取り組む目標・計画 

    聖書の言葉に親しみ祈りながら、四季を楽しみ、行事活動では集団ならではの喜びを体験し、 

    一人一人が神様の愛の中でのびのびと健やかに成長する。 

 

3. 評価項目の達成及び取り組み状況 

 評価項目 評価 取り組み状況 

1 心身の健康と成長を考えた保育 Ａ 

今年度も、感染症対策に努力をさせて頂いた。一昨年

以来変化した保育のあり方に不安も覚えたが、各クラ

ス一年を通して健やかに成長して頂けたと思う。 

2 育ちの共有と連携 Ｂ 

職員間の連携や、外部機関との連携もよく取れた。致

し方無いが、保護者様とはもっとコミュニケーション

したかった。 

3 
教育や体験の充実 

自然との関わり 
Ｂ 

各クラスとも、育ちに応じて多様な経験をして頂けた

と思う。来年は、もっと他年齢との関りをさせてあげ

たい。 

評価（A…十分に成果があった B…成果があった C…少し成果があった D…成果がなかった） 

 

4. 総合的な評価結果 

評価 理 由 

Ｂ 
新型感染症対策で、幼稚園の保育は初めてのことや工夫が必要な年であったが、保護者様のご

協力も頂きながら、園児一人一人は楽しく生活し健やかに成長して頂けたと思う。 

評価（A…十分に成果があった B…成果があった C…少し成果があった D…成果がなかった） 

 

5. 今後取り組む課題   

 課 題 具体的な取り組み方法 

1 
心身の健康と成長を 

考えた保育 

引き続き、感染症対策に取り組みながら、一人一人の望ましい成長を考え

ていきたい。 

2 育ちの共有と連携 幼稚園での園児の生活をもっと発信できるように考えていきたい。 

3 
教育や体験の充実 

他年齢児との関わり 

市中の状態にもよるが、子どもの育ちに大きく影響を期待できる他年齢児

との保育を増やしたい。 

 

6．学校関係者評価委員会の評価 

○幼稚園が振り返りをしてくれるのはありがたい。 ○今年度も感染症対策の中、できる限りの 

工夫をしながら保育活動を行ってくれた。 ○建学の精神について；時代、世代が変わっても、愛耕の精神

が引き継がれていると思う。 ○長く働いている先生がいることにも、安心がもてる。 ○情報伝達につい

て；HP が更新されているので嬉しい。幼稚園に安心感ももてる。 ○保護者は子どもからの話は聞けるが、

幼稚園での生活を他の点からも情報を発信してほしい。 ○幼稚園が計画や目標を持ちながら行っている

保育を、子供の成長を共有する視点で、発信してもよいと思う。 ○今年度の公開保育は、年長組が年間で

取り組んだ SDGS だったが、そういったことも発信してよいのではないか。 



 

  今年度も、教職員以外の方のご意見も頂きながら、幼稚園の保育活動について考察を行う事が 

出来ました。 学校関係者評価委員の皆様の、ご意見ご鞭撻に感謝申し上げます。 

 

 


