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年末に実施した園評価についてのまとめができましたので、紙面にて報告させていただきます。

Ａ～Ｄ評価は、昨年度結果と対比させてグラフ化してみました。保護者の一部が入れ替わりアンケ

ートの母体が違うので、昨年度との正確な比較にはならないかもしれませんが、コロナ禍の中、園

が置かれている現状がうかがえる大事な資料となりました。たくさんの自由記述もいただきましたの

で、まとめてお示しをしています。いただいた園評価をもとに、次年度に向けてよりよい東横野幼稚

園を目指したいと思います。お忙しい中、大変ありがとうございました。 

 

 

Ⅰ「家庭・地域との連携」について  
 

Q１ 保護者参観・参加等の各種園行事や、園内セミナー等の父母の会行事の内容や時期、実施 

回数は適切ですか。（コロナ禍の中、不問） 以下は昨年度データ 

 

Q２ 各種お便り・お知らせ・幼稚園ホームページや保育者とのやりとりなどから、園の教育方針や 

日々の活動を始めとして、お子さんの生活の様子や成長ぶりがわかりましたか。 

今年度集計（上段）    A：十分当てはまる（青）      Ｂ：まあまあ当てはまる（水色）     

    昨年度集計（下段）                                Ｃ：あまり当てはまらない（黄） 

Q３ 本園は、地域の方々といろんな形で交流したり、施設等を利用したりするなど、地域と連携した 

幼稚園づくりに努めていますか。（コロナ禍の中、不問） 以下は昨年度データ 

   

           

 

東横野

幼稚園

■東横野幼稚園の教育目標 「心豊かでたくましく意欲あふれる子どもの育成」 

□具体目標   ・元気な子   ・やさしい子   ・友だちと遊ぶ子   ・がんばる子 
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【 Ⅰ に関する記述 】 

・ホームページの更新が早く頻度もまめなので園での様子が分かりとても良いです。 

・ホームページでの写真等での様子を見ることで、普段の活動がより理解しやすかったです。 

・今年はコロナの影響で色々な行事が中止になってしまったので、新年度は色々な体験ができる

と嬉しいです。ホームページで英語の授業の動画を見ました。授業の様子が見てみたかったの

でとても良かったです。 

・お便りやお知らせの他にも、気付いたことがあると担任の先生がいつも声をかけてくださり教

えていただきました。 

・保育参観がなくなり、園のみんなとどう活動しているかを見られないことは残念でした。 

・幼稚園のホームページに、写真や動画をたくさん載せてくださり、子どもたちの園での様子が

見られてありがたいです。 

・いつも子どもたちの生活を見ていただきありがとうございます。持ち物や大切なことをもう少

し大きくしてくれるとありがたいです。太枠や赤などで目立たせてもらえると尚いいです。 

・簡単な親と先生の交換ノートや連絡帳があると便利ですね。使用しない方もいると思いますが、

時間に追われている時には助かります。毎日とかではなく、先生と親が必要になった時のみ使

用する形で。すべての方に必要だとは思いませんが…。 
 

 

Ⅱ「生きる力・人間性の育成」について 
 

Q４ 保育者は、園児の行動から気持ちや内面を理解しようと努め、楽しく園生活が送れるように 

工夫や配慮をしていますか。 

 
Q５ 園児は集団生活の中で、自分でやろうとする自立心や、きまりや約束事を守ろうとする規範 

意識が芽生えてきていますか。 

 

Q６ 園児は友だちと関わる中で、一緒に考えたり工夫したり協力したりするなど、園児同士のよい関 

係（協同性）が育ってきていますか。 
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Q7 園児は、友だちや身近な人へのあいさつを始めとして、適切な言葉でやりとりをしようとする気

持ちが育ってきていますか。 

 

Q８ 自然に関心を持ち、自然と触れ合うなどの体験を通して、豊かな感受性や、命あるものへの優し 

  い気持ちが育ってきていますか。 

 

【 Ⅱ に関する記述 】 

・初めてのお当番が始まり、本人もやる気満々のようで自分のお当番が近くなるといつも嬉しそ

うに教えてくれます。おうちでも進んでお手伝いしてくれることが増え親としても嬉しいです。 

・毎日、園でめいっぱい遊んできます。帰宅する車内で眠ることもしばしば。土・日になると「今

日はようちえんに行かないの？」と少しさみしそうです。コロナ禍の中、なかなか外出できな

い毎日ですが、園で過ごす時間が子どもにとって大事な時間、楽しい時間のようです。心配は

つきませんが、毎日先生方には感謝しております。 

・子どもから「れんげさんのお世話をしたよ」や、「すみれさんのお姉さんと遊んだ」など話を

よく聞くのでとても良い環境だと思います。幼稚園で自然に触れているのもあって、虫を触る

ことに抵抗が無くなってきたように感じます。 

・お手伝いを自分でやってくれたり、自分でできる！が増えたように思います。 

・まわりの友だちの行いを見て、「いい」「悪い」と自分なりに判断する力がついているようで

す。「悪い」ことを理由に直そうとするだけではなく、その行動のウラを想像したり、罰する

ことは必ずしもいいことではないと教えて行きたい。 

・本人にやらせるべきことをやらせていなくてご迷惑をおかけしております。どうしたらいいか

を教え（自分がやったほうが早いのでやってしまっていた）本人ができることを増やし、達成

感を味わってほしいと思います。担任の先生と話せたことで変われました。ありがとうござい

ます。 
 

Ⅲ「基本的な生活習慣・安全確保」について 
 

Q９ よい食習慣が身に付き、十分な睡眠時間が取れ、体を動かす遊びを好むなど、健康的な生活 

  が送れていますか。 
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Q１０ 手洗い、歯磨き、衣服の着脱、排せつ、早寝早起きなど、幼児としての基本的な生活習慣が 

身に付いていますか。 

 

 

Q１１ 交通安全に関するキリンクラブの取り組みや火災・地震の避難訓練など、日々の保育を通して、 

命を守り、安全に生活する意識が育ってきていますか。 

 

 

Q１２ 本園では、施設・設備等の衛生・安全管理が適切になされ、園児が安心して生活できる場が提 

供されていますか。 

 

 

【 Ⅲ に関する記述 】 

・園長先生のコロナウイルスのお話は、理解したかわかりませんが心に残っているようで、外食

や外出等でいけない際の説明に「コロナウイルスだから？わかったよ」と素直に聞いてくれて

とても助かりました。ありがとうございます。 

・身の回りのことを自ら進んでするようになりました。早寝早起きがなかなかできず日々模索中

です。給食がおいしいといって家では食べられない野菜も食べているようなので、どんな給食

を食べているのか、どんな味付けなのか気になっています。機会があれば拝見したいです。 

・コロナウイルスに対しての意識が親が思っている以上にあることに驚きました。どうして知っ

てるの？と聞いたら幼稚園で言ってたもん！と教えてくれました。子どもにも理解しやすいよ

うに教えてくださり、ありがとうございます。 

・１２月から着る服の用意を自分でやると言ってくれて任せています。自立に向けて成長してく

れていると感じます。 
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Ⅳ 自由記述  

 

【れんげ組】 

・いつも小さなことでも子どもの様子に気づいていただき、日々家庭でどのように接していくべ

きかのアドバイスをいただきありがとうございます。小さいながらも入園当時より自分ででき

ることがたくさん増えました。協調性も身に付いてきているのがよくわかります。今後ともよ

ろしくお願いします。 

・いつもお世話になります。通常の保育に加え、コロナ対策としていつも除菌等対応していただ

き感謝しています。途中入園ということもありまだまだわからない点も多いのですが、先生た

ちを始め園児も優しく面倒見の良いお子さんたちが多く、親としては安心して預けられていま

す。コロナ禍ということもあり、園での生活を直接見ることが出来ない（参観日等）のがとて

も残念ですが、これからそういったことが見られるようになることを期待しています。 

・お世話になります。朝泣いて登園する姿に私も泣きそうになりましたが、担任の先生がその日

の様子を詳しく伝えてくださったり、給食を少しずつ無理なく進めていってくださったり、本

当に丁寧に接していただいて、だんだんと園生活に慣れ、今では先生に教えてもらった手遊び

や歌を嬉しそうに家でしてくれます。いつもありがとうございます。毎朝、園庭で出迎えてく

ださる園長先生、きれいな園庭や花壇、温かい園だなと感じます。これからもよろしくお願い

いたします。 

 

【たんぽぽ組】 

・いつも大変良くしていただいていると思います。保育参観日で幼稚園での子どもの様子を見る

のが楽しみだったけど仕方がないですよね。でも子どもは幼稚園が楽しくて大好きって言って

ます。先生方のお陰だと思います。ありがとうございます。 

・コロナ感染防止のため時間を区切っての行事など工夫していただき、感謝致します。幼稚園が

いつもきれいで、本当に子どもたちのために力を尽くしていただきありがたいです。 

・コロナ禍の中、感染防止対策を日々の園生活の中でも取り組んでいただきありがとうございま

す。また、運動会や発表会など、子どもたちや保護者も楽しみにしている行事を開催していた

だきとてもありがたいです。 

・本人の特性上、成長がなかなか見えづらいところが多くありますが、衣服の着脱など確実にで

きることが増えてきたのは担任・担当の先生のおかげです。いつもありがとうございます。 

・コロナで普段では違う年でしたが、夏祭り、運動会など親子でのふれあいをテーマに工夫いた

だき、こういう形もありだなと思いました。毎日、職員皆様の情報共有、連携を様々なところ

で感じています。雰囲気も含めて安心して預けられる園だと思います。各先生の得意なこと、

はまっていること等しってみたいなと思うので、お便り等でそういったコーナーがあるといい

なと思います。 

・コロナの中、数々の行事を開催していただきありがとうございます。制限がある中で 大のこ

とをしていただき、どれも心に残るすてきな思い出になりました。改めてここに入園してよか

ったと感じます。息子は登園するのが毎日楽しみで園生活を満喫しています。今後も元気にお

友だちや先生方と過ごしていってほしいです。早く参観日が復活してほしいです。園長先生の

授業、説明会の時から楽しみにしていたので…。 
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・いつも園での様子を詳しく教えてくださってありがとうございます。発表会の時に折り紙など

で作られたサンタさん、X’mas の飾りが（階段）かわいかったです。発表会もすばらしかった

です。 

・コロナで大変な中、お祭り、運動会、発表会など色々と感染防止の対策を取りながら、開催し

ていただきありがとうございました。いつもとは少し違う形でしたが、子どもたちの楽しそう

な笑顔を見て、先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。 

・コロナ対策や日頃から園児の過ごしやすい環境を作っていただきとても感謝しています。いつ

も園内がきれいで、空気清浄機も置いてあるので安心しています。先生方がたくさん工夫され

て対策していただいているので、自宅でできる感染対策はしっかりしていこうと思います。今

年はピヨピヨ教室のクリスマス会に参加しましたが、サンタさんが絵にかいたような本物のサ

ンタさんだったので驚きました。子どもにとっても素敵な経験になったと思います。おじぎ草

やじゅず玉で遊んだと聞き、なかなか身近にない植物に触れられるのは良い経験だと思います。

他クラスの先生から名前を呼んでいただくこともあり、園全体で子どもたちを見てくださって

いるのを感じました。来年度は今年中止された行事に親子で参加し楽しい思い出をたくさん作

りたいです。今後もよろしくお願いします。 

・アルコール消毒やお茶うがいなど、こまめな対策をしていただき本当にありがとうございます。

そのおかげか、入園してから熱を出す風邪をひくことなく過ごせています。コロナ対策をしな

がらの保育は本当に大変だと思いますが、これからもよろしくお願いします。 

 

【さくら組】 

・今までの当たり前だったことが当たり前でなくなってしまった今、普段の園生活でさえ脅かさ

れる中、コロナ対策を毎日しっかりしてくださる先生方のおかげで、安心して過ごすことがで

きました。色々なことが制限される中、夏祭り、運動会、発表会…、きっとなくなってしまう

だろうなと思っていましたが、今年もたくさんの思い出ができました。大変な１年でしたが当

たり前ではないことに気付き、どの行事も一層感動いたしました。ありがとうございます。 

・いつも普通に接してくれるクラスの園児たち。他の園だと関わりたくないと離れていく子ども

が多い中、ここの園児たちは皆が気にかけてくれて声をかけてくれます。親としては本当に有

難く大変感謝しています。これはきっと先生方が理解してくれて、皆に伝えてくれているのだ

と感じています。同じクラスの園児たちがこういう子もいるんだなと何となく覚えていてくれ

たら幸いです。幼稚園での経験は子どもにとって大きな成長となりました。出来なかったこと

が沢山出来るようになりました。ありがとうございました。これからうちのようなお子さんが

増えていくと思います。入園が難しい所が多い中、入園させていただきありがとうございまし

た。いい先生たちに出会えて子どもは幸せだと思います。いつも見守っていてくれてありがと

うございます。▼幼稚園での様子は妻から話を聞いています。園長先生を始め、先生方には感

謝しかありません。ありがとうございました。うちの子どもが行事に参加するために色々と考

えてくださったり、普段の活動なども大変なことが沢山あったと思いますが、皆さん温かい目

で見てくださり、ありがとうございました。施設では、気にかけてくれる先生たちはいらっし

ゃいますが、気にかけてくれる子どもたちはあまりいません。幼稚園では先生を始め、クラス

のお子さんたちもうちの子どもに気を遣ってくれているそうで、これも先生たちのお子さんた

ちに接する優しさが気持ちに出ていると思います。親にとって子どもたちがうちの子どもに気
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をかけてくれる、心配してくれる、うちの子どもの成長には欠かせないことだと思います。う

ちの子どもには小さな成長でも、親は大きな喜びしかありません。これからうちのようなお子

さんが増えてくると思います。もしそのようなお子さんが入園されたらきっと大きな成長の糧

となると思います。 （予め、ご両親さまの了解をいただいた上で掲載いたしました） 

・毎月１回は風邪を引き、病院通いが大変でしたが、今年の４～１０月まで、風邪を引かず元気

で過ごすことができました。季節の変わり目で１回風邪を引きましたがその後は元気です。こ

こまで風邪を引かずに過ごせたのが初めてでしたので、園での予防対策がしっかりしているせ

いだなと改めて感謝しております。 

・施設自体は年数が経っているのかと思いますが、園内も園庭もきれいにされていて、子どもた

ちは安心、安全に過ごすことが出来るのだと思います。先生方の日々の取り組みにはとても感

謝しております。 

・毎日大変お世話になっております。学年が上がるごとにどんどんお姉さんらしくなり、できる

ことも増え驚いております。日々、色々と親身にかかわってくださっていることを感じ感謝し

ております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

・コロナの影響がありましたが、行事もできるだけ子どもたちの思い出になるよう、工夫して行

っていただき感謝しております。クラス単位での行事（保育参観）が来年は通常通り行えたら、

普段、園で（教室）でどんなことをしているのか様子がわかると思うのでできたらいいなと思

いました。 

 

【すみれ組】 

・今年は幼稚園生活 後の年というのに、コロナの為、行事が制限されてしまい行事の中止や縮

小でとても残念に思います。そんな中、先生方には子どもたちが楽しく過ごせるよう考えてく

ださり、本当に感謝しています。特に、崇台山への山登りは、近くにこんないい所があると再

発見させてもらえたし、また子どもたちが達成感を感じ頂上で食べたおにぎりがとてもおいし

かったと言っていました。世の中は暗いニュースが多いですが、幼稚園へ行くと明るく楽しく

過ごせているのが子どもたちを見てよくわかります。感染防止のため先生方の仕事が増え、大

変ご苦労をおかけしています。安心して子どもを送り出せるのは先生方のお陰です。この幼稚

園は子どもを預けて本当に良かったと思っています。もう少しお願いします。 

・いつも子どもたちのために制限のある中で、行事や保育を行っていただいて本当に感謝しかな

くありがたく感じています。先生方が一人ひとりにこまめな対応をしてくださって助言してく

ださったり、あまり幼稚園にも行けない中でも様子を教えてくださったりとよく見てくださっ

ているのがわかり、本当にここの幼稚園の子どもたちは幸せだなあと思います。もう卒園まで

数ヶ月ですが毎日を楽しく過ごせて、楽しい幼稚園だったなあと思い出に残るような幼稚園で

の生活をすごせたらいいなあと思います。これからもよろしくお願いします。 

・東横野幼稚園でよかったなと思える園生活を送れていると思います。とても良い先生に出会え

てよかったです。あと少しで卒園ですが、もう少し子どものことをよろしくお願いします。 

・毎日の掃除をしてくださり感謝いたします。形を変えた運動会でしたが、幼稚園らしさが際立

って結果満足の一日となりました。フッ素うがいのおかげもあってか今まで一本も虫歯がなく

嬉しいです。発表会ではお世話になりました。子どもたちの歌う声が例年より小さく聞こえま

した。ピアノ伴奏もノリがイマイチでした。もっと単純で歌いやすい曲がいいのかなと個人的

に思いました。 
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・今年はコロナの影響で本来ならあったはずのたくさんのイベントが中止になってしまい、親子

共々残念な気持ちになりました。しかし、先生方が子どもたちのために一生懸命色々と考えて

くださり、崇台山ハイキングや天気の良い日には給食を外で食べピクニック気分を味わえたり

と、子どももとても喜んでいました。先生方も大変な中、ありがとうございました。 

・私たちの知らない所で、コロナ対策や色々な行事など、きっと大変悩まれて、そしてたくさん

話し合ってくださったんだろうなというのがよく伝わってきて、先生方には日々感謝しており

ます。年長児だからこれで終わってしまうし、色々な想いはあるけれど、でも子どもは変わら

ずに毎日を一生懸命に楽しむことが出来ました。ありがとうございます。特に、崇台山ハイキ

ングは喜んでいましたし、そこで食べたゼリーも嬉しそうに話してくれました。 

・今年は色々なことがあり、親も子もとても考えさせられる１年でした。そんな中でも「楽しく」

「安全に」と子どもたちに思い出を作ろうとたくさん考えて工夫してイベントを企画していた

だいたこと、本当にありがたかったです。もっともっと先の将来、今年のことを思い出すたび

に東横野幼稚園を思い出すと思います。「よい思い出」として心に残してくださったことに感

謝です。施設の管理・感染対策など、一つ一つを見るたびに子どものことを一番に考えてくれ

ていることがよくわかります。こんな世の中だからこそいざという時の対応を見ると、東横野

幼稚園でよかったと安心しました。小さな幸せがたくさんあふれていて気付くと大きな幸せに

なっているすてきな成長をしたなあと子どもを見ていて実感します。まだまだ出来ないことを

たくさんもっている我が子ですが、それでもいいんだと、その中に長所があり、私を親にして

くれると思えさせていただいた園生活でした。 

・担任の先生にも、他の組の先生にもとてもよくしていただき、また親以上に細かい箇所に目を

配っていただいて大変感謝しています。いつもありがとうございます。 

・毎日先生方が、こまめに手すりや様々な所を除菌してくださっている様子をよく見かけます。

本当に有難いです。また、リスクを回避しながら様々な行事を行ってくださることは、大変な

ご苦労があると思いますが、安全対策をしてくださり行ってくださっていることに感謝です。

今年はきっと色々なことが中止になるのかなと思っていましたが、沢山の事を行ってくださり、

良い思い出が残せたことを嬉しく思っています。ありがとうございました。 

 

 今後の対応について  

お忙しい時期にも関わらず、丁寧な回答をお寄せいただき本当にありがとうございました。結

果の集計をしながら、園を温かく見守ってくださっている保護者の方々に対して、職員一同、感

謝の気持ちでいっぱいです。とりわけ、今年度はコロナウイルス感染防止のため、行事やイベン

トがことごとく取り止め・縮小を余儀なくされる事態となりましたが、保護者の皆様のご理解・

ご支援により、無事に年を越すことができました。「何も出来ない」という悲観的な考えではな

く、「何が出来るだろうか」と発想を転換し、厳しい状況にも対応した保育内容を懸命に考えて

は今日に至っています。まだまだ、コロナ禍は続いていきますが、子どもたちの健康・安全を第

一に保育環境を整えていければと考えています。 

さて、評価の概要についてまとめてみたいと思います。Ｑ１～Ｑ７においては、前年度比較で、

ポイントは軒並みダウンとなっています。「子どもたちの園生活や成長ぶり」が保護者に伝わら

ない。これについては、保育参観等、園でのお子さんの様子をご覧いただけなかったことが大き

な原因だと思われます。コロナ感染防止のため、非常に残念なことでした。また、「集団生活の
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中で育つ自立の意識」や「協同性などの育成」についても、クラスづくりの要となる４～５月に

登園自粛期間が重なったため、集団で高め合う機会が損なわれてしまったのが大きな要因でしょ

う。園としても非常に困った状況を懸念し、保育が正常化し始めた６月以降、集団生活を特に意

識して保育を行ってきました。現在ではどの学年も子どもたちの年齢に応じた社会性の発達が見

られますが、子どもたちを励ましてくださった保護者の方々のお陰でもあると思っています。 

一方で、Ｑ８以降については、すべてポイントがアップしています。とりわけ、子どもたちの

健康面、安全面に対する意識の向上を評価していただきました。この紙面の発行時点で、インフ

ルエンザ発症が皆無、普段なら厳寒のこの時期には発熱等でお休みする園児が多い中、欠席率が

ゼロに近い日が続いていることは驚異的です。保護者の方々の、お子さんに対する健康管理・栄

養管理の徹底が功を奏していると考えられます。また、Ｑ１２の「施設・設備等の衛生・安全管

理の徹底」の項目においては、昨年度以上に高い評価をいただきました。とりわけ、コロナ感染

防止への取り組みに、たくさんの文章記述による称賛をいただき、職員一同強く励まされる思い

です。まだまだ予断を許さない状況が続いていますが、手をこまぬく（こまねく）ことなく日々

の業務をていねいに遂行していく所存です。 

今年度の成果として、昨年いただいたご意見をもとにいくつかの対策を講じました。 

①施設・設備の充実（すみれ組・さくら組・預かり保育室のフローリングの貼り替え、園

舎周り犬走の貼り換え、２階和式トイレを洋式トイレに改修、１階トイレの手洗いの改

修） ②空気清浄機の追加配置 ③遊具の充実、絵本や玩具の新調 など 

 さらに、保護者の方から、「親と先生の交換ノート、連絡帳」の提案がありました。れんげ組

ではお昼寝の時間を利用して担任が毎日様子を伝えていますが、上のクラスでは連絡帳をチェッ

クして返事を書く時間がどうしても取れないのが現状です。お子さんの引き渡し時に口頭で連絡

する場合がありますが、預かりの場合にはそれも叶わないことが多々あります。特にコロナ感染

防止のために教室までお迎えに来られない現状では、なおさら情報交換が希薄になるようです。

お子さんについて心配事などがあればメモなどをお届けいただければ、担任から電話でのお話も

可能ですので、必要な情報はぜひ園までお伝えいただければ幸いです。さらにご要望。職員の個

人的な話題に関して「お便り」コーナーなどで紹介…。先生方と相談してみたいと思います。 

本園の教育に関わり、例年、職員による自己評価も実施しています。その中で十分達成できた

項目もあれば、今後力を入れていかなければならない項目もあり、保護者からのご意見とも密接

に関連しているところがあります。これらをひとつひとつ吟味し、本園の教育のいっそうの充実

を目指していきます。また、父母の会からの貴重なご意見等も反映させつつ善処していきたいと

考えていますので、今後ともご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

保護者の皆さんによる幼稚園評価の実施と公表については、文部科学省の「幼稚園における学校評価ガ

イドライン」に沿って実施しています。ガイドライン序文において、「保護者が入園を選択するという幼稚園の特

性を考えると、幼稚園の基本的な情報を保護者に対して積極的に提供することが前提」という指摘に基づ

き、本園では積極的に幼稚園評価に関わる情報開示を行ってきました。ホームページでも園評価を広く一般

に公表しています。いただいた評価は職員一同真摯に受け留め、今後の改善のために大いに参考にさせてい

ただきます。また、未就園の保護者の方におかれましては、幼稚園の選択に関し、今回の評価を参考にして

いただければ幸いです。職員一同、新たな発展を目指して令和３年度を迎える所存です。（中津瀬） 


