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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 コロナ禍の中、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） 

 

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。 

 

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、昨年度、今年度は不問）  
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Ⅰ家庭・地域連携 

・どんな作品を作ったのかなと思っていたところ、郵便局での展示があり自分の子だけでなくク

ラスの皆の作品と見比べながら楽しめたのがありがたかったです。皆それぞれの個性が見える

のが、またおもしろいですね。お便り・ホームページも様子がわかり祖父母も楽しみにしてい

ます。 

・発表会、平日は避けてほしいです。 

・コロナ禍でありながら、芋掘り等の自然に触れ合う機会を作ってくださり感謝しております。 

・普段の自由遊びの様子がまだ自分ではうまく話せないので、もう少し知りたいなと思います。

園での様子を聞いて「忘れた…」などが多いです。 

・幼稚園のホームページの更新が早いのでいつも楽しみで見ています。 

・ホームページの更新が早くて園での様子が見られてありがたいです。 

・バス通園をしています。帰りのバスの際にざっくりでかまわないのでクラスごとの様子を、こ

んな病気が流行っている等の話が伺えればありがたいです。 

・園までお迎えに行くことが少ないので、園で流行している病気の情報をもっと知りたいです。

（例えばバスのお迎えの時など） 

 

 

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 園児は集団生活する中で、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生きる力・人間性育成 

・毎日の会話にお友だち、先生の名前が出てくるので仲良くやれているのかなと安心します。 

・夏にカニが保育室に来たことには「自然豊かなのだな」と驚きました。 

・衣替えやプールの際の持ち物等について「園だより」と「たんぽぽ組だより」に書いてある 

内容が統一されていないことがありどちらかだけを見て準備してしまったためにご迷惑をかけ

たことがありました。できれば統一、あるいはどちらかのおたよりだけに掲載していただける

とありがたいです。 

（例） 使用後の水着等を入れる「ビニール袋」 

使用後の水着等を入れる「名前を書いたビニール袋」 

 園では「持ち物に名前を書くのが通常」だからかもしれませんが、初めての子を通わせる親 

には「園の通常」が何かもよくわかっていなくてすみません。 

・こだわりの強い娘にも合わせた保育をしていただき本人もとても楽しく園生活が送れていま

す。休みがちな娘のこともよく気にかけてくれていて感謝しています。 

・虫取りに連れて行ってもらえると嬉しいです。家だと怖がってあまり触れないけど、幼稚園

だと「今日この虫触った」と教えてくれるので、そういう経験はありがたいです。 

・お当番の仕事がたんぽぽの時より増えて自分のお当番が近くなると嬉しそうに教えてくれま

す。家でもお手伝いをしてくれ、自分でできることが増えて親としてもとっても嬉しく思い

ます。 

・他のクラスのお友だちもできたようで、良い環境だと思います。お友だちの真似をして色々

な虫も触れるようになりました。 

・れんげ組よりお世話になっておりますが、各年度の教育が一番発揮できた一年だったかな

（まだ途中ではありますが）と、思います。思慮や配慮といった内面的な成長が見られたの

で良かったと思います。 
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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。 

 

 

 

Q１０ コロナ感染防止のための手洗い・うがい、検温、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きていますか。 

 

 

 

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。（コロナ感染防止教育を含めて） 

 

 

 

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。（コロナ感染防止のための消毒や衛生管理を含めて） 

 

 

Ⅲ基本的な生活習慣等に関するご意見・ご要望 

・お茶うがい、良いですね。 

・手洗いうがいの習慣、マスクの着脱、幼稚園での習慣のおかげで家でも欠かさずできるように

なって感心しています。 

・入園までにトイレトレーニングがうまく進まなかったのですが、園でも根気強く行ってもら 

ったおかげでトイレや手洗いの習慣が良く身についた気がします。 
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・親の都合で就寝時間が遅れてしまうことがあるので気を付けねばと思います。 

・野菜の好き嫌いが多いので園ではきちんと食べられているのか気になります。コロナの関係で

難しいと思いますが給食の様子など見てみたいです。 

・手洗いうがいなど、よくしてくれるようになり衣服の着脱なども自分でやると言って頑張って

やっています。自立に向けて成長してくれていると感じています。 

・道路を渡るときなど、左右を確認して手をあげて渡っているので園でそのような指導が徹底さ

れているのだなと思いました。 

・フッ素洗口は、とてもありがたいです。 

・手洗いうがい、アルコール消毒はどこへ行っても率先してできています。横断歩道の渡り方も

覚えました。  
 

 

Ⅳ自由記述 

 

【れんげ組】 

・コロナ禍でも日々先生方が子どもたちのことを考え行ってくれていることが分かり安心して預

けられると共に感謝でいっぱいです。無理を言わせてもらっているところもあるかと思います

が引き続きよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。 

・敬老の日の葉書大喜びでした。 

・ぐんまちゃんが遊びに来てくれるとは！ ビックリでした。 

・秋の消防車が見られることは心待ちでした。 

・コロナ禍で大変な中、保育参観や園行事など実施していただきありがとうございます。 

・子どもたちも毎日楽しく登園できている様で安心しています。いつもありがとうございます。 

・トイレやエアコン完備、床の張替え、防犯面など、先生方が資金をやりくりして園児の為に尽

力してくださったのは本当にありがたかったです。運動会もコロナ禍の中、日程やグランドの

使用のことも含め、私たち保護者のことも考えてくれたお陰で、子ども達の晴れ姿を見ること

ができました。本当にありがとうございました。 

・コロナ禍、入園や登園のタイミングなど悩んだ時もありましたが、先生方が衛生面、対策など

精一杯考えてくださっているのでありがたいです。 

・体調不良で休んだりすると担任の先生以外からも声を掛けていただき、先生方の連携の良さを

感じ、園の温かさを実感します。 

・担任の櫻井先生には本当によく見てもらい、先生が忙しい中で撮ってくださる写真を見るとプ

ロ並みで、子どもの良い笑顔の瞬間が見られて感激しました。こんな所にも一生懸命になって

いただきすごく嬉しい。入園したら、こういう瞬間が中々見られないと思っていたので。 

・櫻井先生は伸び伸びと子どもの個性や長所を引き出してくれるので、とてもありがたいです。

マナーやルールもしっかり教えてくださっているのが、子どもの姿を見ると、時に驚きます。 

・子どもの成長や日々悩むこと、心配になってしまうこともありましたが、そんな私の小さ   

な悩みも真剣に聞いてくださり、寄り添ってくれる温かい先生で子どもの成長を見守ってくだ

さる絶対的に頼れる先生です。園生活でずうっと関わってもらいたいと思っています。毎日あ

りがとうございます。 
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・去年の今頃は入園のタイミングなどで悩んでいましたが思い切って４月から決断して本当  

に良かったと、子どもの成長を見て実感しています。 

 

【たんぽぽ組】 

・集団生活の基礎が身に着けるよう言葉での誘導に、園だけでなく家庭でも取り組めるよう私達

にお声がけをもらえたことが嬉しかったです。運動会、発表会で周りに自分の行動を見られて

いる意識、保育参観で分散化でできたことにより、回数が増えてできるようになったのではな

いかと思いました。子どもの様子を短時間で集中して見ることができて良かったです。一年間

大きなトラブルもなく過ごすことができ先生方には日々感謝をしております。ありがとうござ

います。 

・幼稚園から持ち帰る作品はとにかくかわいくて全部大事にとってあります。完成度の高い作品

で、先生たちの苦労も多いとは思いますが毎回楽しみにしています。祖父母にも見せると、と

ても喜んでくれます。また、敬老の日の葉書はとても喜んでくれていました。実家の神棚に飾

られています。特に私の実家は他県で離れているので、孫に３年程会えていないこともありす

ごく嬉しそうでした。 

・いつもお世話になっております。今年度もこのコロナ禍の中、感染対策をしながら園生活や行

事をしてくださり感謝しております。入園当初は通えるのか不安もありましたが家ではできな

い体験をして、お友だちとの関わりの中で成長を感じています。温かく見守ってくださる先生

方、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 

・給食室があると良いなと思うのですが、それでも、おにぎりの日や青空レストランなど工夫し

てくださっていて子どもたちは楽しいだろうなと思います！ 

・日頃よりご指導いただきありがとうございます。コロナ感染の影響で行事等を工夫してくださ

り感謝しています。ホームページで日頃の様子が伝わってきて写真を一緒に見ることによって

子どもも自信に繋がり、園での様子を楽しそうに教えてくれます。職員の方々は例年とは違っ

た大変さがあると思います。本当にありがとうございます。 

・日々の生活写真販売があるのはとっても嬉しい。運動会や発表会などＤＶＤ販売もしていただ

けるとありがたいと思います。コロナ禍で家族全員の参加はできなくなったので、もしくはオ

ンラインなど自分達の撮影では限界もあり、会に集中して参加できないので。 

・いつも大変お世話になっております。先生方のおかげで毎日楽しく幼稚園生活を送らせて頂い

ております。日々の生活でできることがどんどん増え成長する姿を見るととてもうれしく思い

ます。まだまだ手のかかる時期で先生方にはご迷惑等おかけしてしまうことがあると思います

が、これからもどうぞよろしくお願いいたします。子どもたちもですが、母としても先生方に

お会いしていろいろなお話が毎日の楽しみです。�

・分散でのイベント開催は、ほかのクラスの発表が見られないのは残念ですが、見る側の人数が

減るので、良い席で我が子の成長を見られるので、今後も続けてほしいと思いました。�

・薬の投薬をお願いできるとありがたいです。�

・園で流行している病気等を連絡していただけるとありがたいです。�

・子どもが毎週絵本を借りてくるのを親子共々楽しみにしております。�

・第一子の時もそうですが、幼児教育で小学校入学前までの非常に大切な土台の部分を東横野幼�

�
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稚園で二人ともお世話になり、本当にありがたいです。�

・毎朝、暑い時も寒い時も園長先生はじめ石井先生方に迎えていただき子どもが喜んでおります。

また、いつも温かいお言葉をありがとうございます。�

・運動会や発表会のイベントなどで、クラスごとに時間をずらして密にならないよう配慮され、

安心して観覧することができるのでとても助かっています。�

・いつもお世話になっております。進級したばかりの頃は環境の変化に少し不安そうな様子が見

られましたが、温かい先生方のお蔭様で少しずつ慣れ、今では色々なお友だちの名前を家で話

してくれたり歌や手遊びを教えてくれたり、きっと幼稚園が楽しいのだろうなという様子がた

くさん見られます。先日、「命は、ここにあって、大事なんだよ！」と、姉たちに話していま

した。園で大切なことを、繰り返し繰り返し、教えてくださって本当にありがたいです。また、

普段の保育や行事などでのコロナ対策大変だと思いますが、クラスごとに時間を区切ったりお

手紙でも詳しく丁寧でとても分かりやすく、子どものことを第一に考えてくださっているのが

伝わってきます。本当にいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。�

・いつも子どもたちのことを第一に考え対応してくださる先生方や園の体制に感謝しています。

今年の運動会の日程や開催場所の変更についても「いつもこうしているからこうします」とい

うのではなく、父母の意見もしっかりと受け止め臨機応変・柔軟な対応ひとつをとってみても

信頼でき、安心して子どもを預けられている理由のひとつだと思います。�

�

【さくら組】 

・面談で相談したことについて、翌日には情報をいただく等、先生方の素早い対応に大変感謝し

ています。 

・コロナ禍の中の運動会や発表会などの準備を進めてくださり本当にありがとうございました。

先生方は日頃から体調管理など私たち以上に気を張った状態が続いて大変だったと思います。

先生方の日々のご指導のおかげで子どもたちの元気で楽しそうな姿、成長した姿が見られて感

動しました。 

・いつも大変お世話になっております。毎朝、先生方の笑顔と「おはよう」の声に、親子で温か

い気持ちになっています。コロナの為、今回の運動会は園庭でしたが、次回は、また以前のよ

うに、元園児だった子どもも呼んでみんなで賑やかな運動会が出来たらいいなと願っています。 

・いつも大変お世話になっております。今年はコロナの影響で運動会が初めて園庭で行われまし

たが、子どもの表情が良く撮れなかったりしたので、やはり運動会は広いグランドでしたほう

が良かったかなと、とても残念でした。園での子どもたちの様子を教えていただいたりアドバ

イスをしていただいたりと、いつも大変良くしていただいて感謝しております。子どもは幼稚

園が楽しくて大好きといっています。今後ともよろしくお願いいたします。 

・いつもお世話になっております。朝早くから園庭の手入れや各所の消毒、コロナ禍になり先生

方の細やかな仕事が増えご苦労も増えるばかりかと思います。そんな中でも子どもたちを生き

生きと育てていただいていることに感謝しかありません。年中になり、ここへ来て成長をすご

く感じています。トイレの後の自身での処理もそうです。園で先生方が優しく指導をしてくれ

ているのでしょう。先日、本人はスイミング体験に行った際、コーチに自信満々で「トイレの

後、自分で拭けます！」と、言っていました。先生方、様々です。卒園まであと一年程ですが、 
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これからも宜しくお願いいたします。 

・幼稚園がいつもきれいで先生方の真心に本当に感謝しています。 

・お誕生日の絵本や家族の日のプレゼントなどありがとうございました♡朝、園服を着ると嬉し

そうなので幼稚園がとても楽しいんだと思います！今後ともよろしくお願いいたします。 

・コロナ禍の中、保育参観や園行事など実施していただきありがとうございます。子どもたちも

毎日楽しく登園できているようで安心しています。いつもありがとうございます。 

・毎日、園内やおもちゃの消毒を細かいところまできちんとしてくださっている姿を見ると、本

当に感謝の気持ちでいっぱいになります。早く収束して以前のような園生活になってほしいと

思っています。 

・園ＨＰで写真や動画が見られるのはありがたいですが、パスワードなど保護者限定にしてもっ

と長めの動画が見られるといいなと思います。（運動会・発表会など） 

・今年もコロナで大変な中、さまざまな行事や日々の生活へのご配慮等ありがとうございました。

預かりの迎えで園舎に入ると教室や階段など隅々まで清掃してくださっている先生方の姿を拝

見します。消毒液の匂いに皆様の愛を感じ、いつも感謝しております。本当にありがとうござ

います。 

・いつも大変お世話になっております。先生方のおかげで毎日楽しく幼稚園生活を送らせていた

だいております。東横野幼稚園での生活もピヨピヨ教室から数えると４年お世話になっていま

す。毎日楽しく通えているのは、先生方がきちんと子どもたちと接してくれていて、一人一人

の子どものことを考えてくれているからだと思います。本当に安心して通うことが出来る幼稚

園だと思いますし、入園して良かったと心から思います！さくら組はあと一年で卒園ですが、

来年一年も子どもたちのことをよろしくお願いいたします。まだまだ、コロナで大変なことや

思うようにいかないことも沢山あるかと思いますが、その中でできること、思い出になること

を先生方と一緒に作ってくれたらと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

・各教室のエアコンや床の張替え等、園児の過ごしやすい環境を整えてくださりありがとうござ

いました。キリンクラブの行事で郵便局まで葉書を出しに行く際、年長さんが一人ずつ歩いて

いく取り組みは良い経験になると思いました。お迎えに行くと花壇のお花が綺麗で癒されます。

ゴミも落ちていないので素晴らしいと思います。 

（要望）  ・水遊びの日程をもう少し増やしていただきたいです。 

・体操教室や英語の授業も見学してみたいです。 

・給食はどのくらいの量で出てくるのかなど機会があれば見てみたいです。 

・お帰りの時などに子どもたち同士でお店屋さんごっこなどできると良い経験になる 

ように思いました。（おもちゃのお金などで） 

�

【すみれ組】 
・保育参観、各行事、時間や行事ごとに分散して実施することにより、子どもたちの普段の様子

発表会での頑張りが集中して観られたと思います。保育参観では自分の親がいつ来るから、お

友だちの親がいつ来ると、本人も３日間行われた中で意識をもって出来たのではないかと思い

ました。今年は個人的に成長（協調性）が、より良く感じられたなと思いました。お友だちに

対する気持ち、家庭外で過ごした際、お世話になった人たちへの配慮が感じられました。残り

少ない園生活ですが今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 
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・毎年のことですが、常に清潔でお掃除が行き届いており、とても良い環境だと思います。あれ

だけの子どもが在籍しているにもかかわらず室内がホコリっぽくないのにはいつも感心してい

ます。 

・いつもお世話になっております。今年度もこのコロナ禍の中感染対策をしながら日々の園生活

や行事を行ってくださりありがとうございます。先生方が親身に温かく見守ってくださるので

子どもの園での様子や成長がわかり安心しております。卒園まで残り３か月程ですがよろしく

お願いいたします。 

・子どもの〝できる″を見つけてくれて信じて大役を任せてくれてありがとうございました。き

っと、小さな積み重ねの成功体験が自信に繋がっていくと思います。 

・卒園する前にお泊り保育、広い場所でのリレー・ダンス見たいです。卒園旅行も県内になるだ

ろうし、コロナ禍でも安全下でそろそろ新たにイベントを組んでも良いのでは？あと３か月期

待します。 

・いつもお世話になっております。年度が始まってから始まった月１のお弁当の日について少々

思うことがあったので書かせていただきます。年度の途中から急に文書のみの開始で少々びっ

くりしました。お弁当を作ることは多少なりとも家庭に負担になることですし、アンケートや

説明会があっても良いのではなかったのでしょうか？東横野幼稚園遠足以外ではほぼ給食で、

そこが我が家ではとても良いと思っていたところです。子どもは喜んでいるので良いのですが、

親としては疑問に思うことでしたので書かせていただきました。 

・近年コロナ禍の影響により生活も様々な面で我慢せざるをえない場面が増え、園での行事など

も見送られたり縮小されたりするなどで子どもたちには少し残念な気持ちもあったと思われま

すが、その中でも開催される運動会や発表会などで一生懸命に取り組む姿勢に家などでは見ら

れない部分に親目線からとても成長を感じ嬉しく感じております。それもひとえに日々の先生

方のご指導あってのものだと思い、また、感染予防にも努めてくださり園などで感染者の報告

がなく油断はできませんが園生活が送れることに、共に感謝しております。春にはいよいよ小

学校も始まります。 後まで園生活を楽しみ良い思い出をたくさん作ってほしいと思います。

引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。 

・３月に卒園します。入園してからずっと送り迎えをしてきました。自宅から少し距離もあるた

め通いきるか心配でしたが通うだけの価値はあったと思います。職員全員の方が何かトラブル

があった時の対応も早くて子どもの解決事も早かったです。 

・こちらの幼稚園を選んで本当に良かったと思います。子どもの人生の通過点ではありましたが、

私にとっては重要な３年間でした。ずっと感謝とありがとうを、心に残したいと思います。あ

りがとうございました。 

 

 今後の対応について  

２学期末、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。昨年度に続いて今年度も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。ご不便をおか

けすることが多々ありましたが、保護者の皆様のご理解・ご支援により、早や３学期も半ばとな

りました。コロナのせいで「何も出来ない」という悲観的な考えではなく、「困難な状況の中で

何が実現出来るだろうか」と発想を転換し、職員で新たな保育内容を考えては今日に至っていま

す。コロナは、感染力が強いオミクロン株による新たな局面に入ってきていますが、子どもたち
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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ます。昨年度と比較して、質問全般でＡ・Ｂ評価が軒並み上

昇しており（グラフの青い部分が前年度と比較してさらに右に伸びています）コロナ感染防止に

よる園運営が極めて困難な中、保護者の方々から高評価をいただきました。とりわけ、Ｑ12 「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る」につ

いては 高の評価が届いています。本園職員の努力だけではなく、保護者の方々の協力なしには

実現できなかったことです。コロナの終息が未だ見えない状況が続いており、これからも我慢の

生活を強いられますが、保護者のご支援をいただきながら引き続き感染防止に努めます。 

一方、Ｑ４ 「保育者の、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

ような工夫・配慮」については若干ポイントがダウンしています。このことに関して、幼稚園では

重要なご指摘だと真摯に受け留めています。感染防止により行事の縮小や中止を余儀なくされ、

保育参観等において園児の成長ぶりを直接見ていただく機会が極端に減少しました。そして、そ

れを補うための日常的な情報提供が十分にできていたかを改めて顧みています。「ざっくりでかま

わないのでクラスごとの様子を、こんな病気が流行っている等の話が伺えればありがたい」とのご意

見もあり、今後、送迎時などのわずかな時間でも、できるだけ保護者の方へお子さんの様子をお

伝えする努力をしていきます。また緊急時だけではなく、一斉メールを使って必要な情報提供を

クラス単位で発信しようと職員で話し合っています。保護者の方々からも、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き、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。 

園の施設・設備面の改善についての評価もありました。今年度の成果として、 

①れんげ組・たんぽぽ組のフローリングの貼り替え ②全館のエアコンの交換 

③２階トイレの手洗いの改修   

などに着手いたしましたが、今後、教材教具・絵本等のソフト面の充実に向けて園の資金を投入

して、より充実した保育が実現できるよう尽力いたします。その他、ホームページでの動画配信

などのご意見もありましたが、技術的な面での難しさもあり今後の検討課題といたします。ＩＣ

Ｔ（情報通信技術）が急速に発展する時代となり、幼稚園においてもそれらの有用な技術を取り

入れていくように努める所存です。 

 令和４年度は、コロナ感染の終息を期待しつつ、「（今まで当たり前に実施してきた）行事や保育

の在り方が大きく問われる年になる」と考えています。「ビフォーコロナ」時代に実施していた各

種行事を「アフターコロナ」時代を迎えた時、元通りに戻すべきか、あるいは、新しい様式で行

っていけばよいのか、必要なコストと効果を十分検証しなければなりません。父母の会役員さん

とも十分協議しつつ、季節ごとの新たな行事の考え方を提案できればと考えています。 

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。十分達成できた項目もあ

れば、今後いっそう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関連し

ているところが多々あります。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。新たな年度に向けて、東横野幼稚園職員一同力を合わせて頑張りますので、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４年度を迎える所存です。 


