
令和２年度 日本大学幼稚園 自己評価票 

〔本園の目指す幼稚園像〕 

日本大学幼稚園は創設92年を数える。日本大学の自主創造の気風を尊び，幼稚園においては，自主性・創造的

気概に満ちた感性豊かな人間の基礎を育む。保育者との信頼関係を基盤に一人ひとりの自ら育つ力を引き出し，

調和のとれた発達と成長への道筋をつくり，バランスのとれた幼児教育を目指す。 

〔本園の特長及び課題〕 

情操豊かな子ども・深く遊びを楽しめる子ども・人や環境と繋がる力のある子ども・自分なりに考えて行動で

きる子どもの４つの教育目標を柱に，保育者は子どもたちのありのままの姿を受け止め，一人ひとりの子どもと

丁寧に向き合い，心地よい信頼関係の基安心できる生活を築き，自ら育つ力を蓄え，自尊感情の高い生きる素地

をつくる。 

このような本園の教育方針に基づき，全教職員が共通理解をした上で，互いを尊重し合い，協力して同じ方向

を向いて実践に取り組む。また，指導計画や教育カリキュラムを完成させ，それを基に年少から年長まで一貫し

た教育環境を整える。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に努め，園児や保護者，教職員の健康管理と教育環境の在り方を追求する。 

令和２年度の取組結果 

〔概況〕 

１．子どもの発達と育ちの現状を捉えながら全教員共通認識の下，保育を実践できるよう，教育の道筋を明確にし

た全学年の教育カリキュラムを完成させた。しかし，長引く緊急事態宣言や継続的な感染者数拡大の影響を受

け，学年間と教員や学年リーダーの少人数での打ち合わせは密に行ったものの，教員全員での話し合いの場を

つくることが難しい環境となり，実践後の確認・見直しが不十分となった。  

２．新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，教職員をはじめ保護者や園児が新しい生活様式の実践に努めつつ，

日常の遊びや生活を取り巻く環境や園行事の有無について，幼児期にふさわしい教育環境を保障することを目

標として策を模索し，実行した。その結果，感染防止の徹底を図りながらこれまでの教育活動を継続する方策

を見つけ出すことができた。 

３．本園における新型コロナウイルス感染拡大防止策のマニュアルを作成するに当たり，大学本部付属学校課と杉

並区の教育委員会の指針を基に，杉並区内の幼稚園から情報収集しつつ，園長が中心となり精査し，全教職員

で確認の上で仕上げた。徹底した安全管理を考えて分かりやすく文章化して周知したことで保護者の理解と協

力を得て実行に努めることはできたが，一方で臨時休園の際の園の対応に全員の理解を得ることが難しい場面

もあった。その都度保護者の思いに寄り添い，しっかり向き合う努力を重ねた。 日々緊張感を持ち慎重に対応

したことが最終的に保護者の安心や信頼につながった。 

４．園舎建物の環境的課題を見つけ，改善できるところがあれば速やかに実行し，改善が難しい箇所については他

の対策を考え，常に安全安心できる教育環境を目指した。 

教育課程・指導 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

教育計画・年間カリ

キュラムの完成と計

画的な保育実践

保育の質の維持・向上を図り，各学年一貫性のある教育プログラムを確立するた

めの教育計画・年間カリキュラムを完成させたが，緊急事態宣言もあり４・５月

の教職員の在宅勤務，年間を通しての感染防止対策に追われ，全教員で検証する

に至らず最終確認することができないままになっている。教育の道筋が明確にな

る完成度の高い内容に仕上げたカリキュラムを保育に反映できるように，毎年内

容を見直していく。 

Ｂ 
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リズム遊びの継続的

な実践による教育的

効果の追求

令和元年から始めた全身運動のリズム遊びは，脳の活性と現代の子どもの体の発

達を促す有効な活動であると考え，継続的に取り入れていく予定だったが，新型

コロナウイルス感染防止策を余儀なくされ実践する際の環境条件を整えること

が難しかったため，積極的な実践ができなかった。クラスによっての取組の差も

あったように感じる。 

Ｃ 

教育環境の継続的追

及 
新型コロナウイルス感染防止を徹底することを一番に考えて園生活全般を見直

す必要があったため，本園で大切にしている環境を生かした保育の追求まで及ば

なかった。しかし，コロナ渦で制限の多い生活を過ごしながら環境と子どもの育

ちの関連性を探り続けたことで，これまでの教育環境の有効性を確信することも

でき，貴重な一年となった。ソーシャルディスタンスを保つために行動の制限を

余儀なくされる状況で，理想的な遊びの環境や他クラス・異年齢との交流の場を

作ることが困難であったが，どうしたらこれまで同様の教育的効果が得られる

か，様々な場面で，教員間で話し合い試みた。感染者数が落ち着いている期間は

少人数での異年齢交流の場を作ることで，子ども同士の刺激による心の育ちあい

を確かめることができた一方，環境の変化による教育的効果の低下も改めて知る

機会となった。絵本の読み聞かせや集まりの際の保育者との距離のとり方につい

ては，安全性を慎重に見極めながら見直す必要性があると考えている。 

Ｂ 

園生活への配慮 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

安全安心な教育環境

の検証
同学年の教員が互いのクラスの様子をつかめるよう．隣り合わせにクラスを設置

し，できるだけ３密を避けられるように部屋の環境を見直して，教員や園児が安

全安心して過ごせるように試行錯誤しながら過ごした。また，手洗い・消毒・マ

スク着用・ハンカチの所持・給食の際におしゃべりを控えるなどの習慣が身に付

くように丁寧に指導し，衛生管理にも細心の注意を払った。園内外の環境にも目

を向け，常に危険がないか確認しては改善を図り，安全な環境を整えた。

Ｂ 

安全のためのルール

の習慣づけ 
新型コロナウイルス感染防止のための具体策を考えてそのマニュアル化を園長

が提案し，教職員間で確認・決定した後，プリント配布やメール配信で保護者に

周知した。徹底できない部分は繰り返し投げかけ，実行できるように努めた。 

Ａ 

不審者進入防止や登

降園の際の安全対策

の検証 

来園者の門前での受け入れ方をマニュアル化し，不審者進入防止に努めた。また，

来園者に対しては入園を制限したり，検温・手指消毒の協力を求めるなどして，

新型コロナウイルス感染防止策を徹底できるよう実行した。登降園の際，外階段

の上り下りの際の転落・園庭における自転車転倒等による怪我や交通事故を防ぐ

ため，見守りながら安全指導を行った。 

Ａ 

情報提供・管理 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

ホームページの充実 コロナ渦での園運営において，ホームページを有効活用することで，在園児保護

者にこの状況下での教育活動を理解していただく情報源の一つとなるように考

えて，様々な内容で情報発信した。特に４・５月の臨時休園の際は本園ホームペ

ージの在園者保護者専用部分を利用して，園児が幼稚園に期待が持てるように画

像を添えた園内の近況報告をしたり，長期に渡る緊急事態宣言下での保護者の子

育て支援となるようにと願い給食レシピ等を掲載した。ホームページを通して，

Ｂ 
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情報発信の目的が保護者に届いたことを実感できた。人的な余力がなかったこと

もあり，年間を通して継続的に園生活の様子を発信できなかったことは反省点で

ある。

登降園時の安全に関

する保護者の意識の

向上

不審者侵入防止を目的とする入園証所持の習慣，自転車通園の際の保護者の交通

安全意識向上とチャイルドシートのベルト・ヘルメット着用を徹底，園内での自

転車店頭事故防止を目標に，日々の声かけやプリントの配布・配信メールにより

保護者に周知し，安全に関する意識向上を促した。計画していた荻窪警察署員に

よる安全指導の講習会はコロナ渦で中止となり，保護者の自転車通園における事

故が続いたため，改めて保護者に対して事故防止の徹底指導を行った。習慣が継

続できるよう，今後もしっかり観察する必要がある。園庭での自転車の転倒や入

園証所持についても，まだ徹底できない現状があるため，引き続き徹底した安全

管理を目指していきたい。

Ｂ 

感染症予防や拡大防

止策の周知
行政の指針に基づいて策定された本園における新型コロナウイルス感染防止策

を，書面や配信メールで年間を通して必要時に情報発信し，保護者の理解と協力

を求めて周知した。教職員と保護者が同じ認識の基，感染予防の意識を育み，感

染拡大防止を徹底できるように導いた。

教職員も保護者も，幼稚園生活における感染拡大の危機感を持ち合わせながら

も，これまで同様の園生活を最大限に保障していかれるようにコロナ渦での幼稚

園運営を構築してきたことで，保護者の理解が徐々深まってきたように感じる。

Ｂ 

管理運営 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

安全管理体制の構築 今年度より専任教員が増えたので，組織的な運営体制を改めて構築し，限られた

人員で円滑な運営を実現できるように努めた。第一歩として園行事の実施案を作

成したことで，全教職員が運営の詳細を把握して合理的に遂行できる組織的運営

が確立され習慣化した。また，仕事の内容を整理し効率化を図り，超過勤務削減

につながるように改善を心がけたことで教職員の働き方改善の意識向上にもつ

ながった。園内研修の時間が不足しており，働き方改革については課題が多いの

が，教職員の健康管理とストレス減少を目指して今後も最善策を探っていきた

い。 

Ｂ 

園の建物・設備の安

全管理 
建物に関しては，不備不都合を発見した場合は，必要に応じて大学本部管財部の

連携を仰ぎ，直ちに修繕が可能かを検討し，速やかに対応した。植栽や総合遊具

の安全点検も定期的に実施し，園舎外の安全管理も徹底できるように意識して過

ごした。保守点検やメンテナンス等も予定どおり実施することができた。 

Ａ 

大学本部との連携 教員採用や案件等について，必要に応じて大学本部に相談し，連携を生かした問

題解決や課題改善を導くことができた。 
Ａ 

保護者との連携・子育て支援等 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

後援会幹事との連携 今年度は，年６回の幹事会を２回に抑え，新型コロナウイルス感染防止対策を徹

底しながら，随時後援会会長を中心に幹事との連携を図って園運営を行った。日

常や園生活の中で制約を余儀なくされ，初めて起こる難題に直面することが多か

ったので，園の方針や行事運営に関して保護者に納得していただけるよう，まず

Ａ 
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は，後援会会長及び幹事に相談し，少人数での話し合いの場を設け，理解を得ら

れるように努めた。日頃より保護者の代表である幹事の方々の意見に寄り添う姿

勢を大事にして信頼関係を築いてきたことで，様々な場面で，難題も円滑に解決

することができた。また，コロナ渦で教育活動が滞った現実を踏まえ，保護者か

ら園児の心に残る特別なイベント実施の依頼があった際は，園側もその思いに寄

り添い，後援会費を運用してのコンサートを実現することができた。幹事との連

携が保護者への信頼にもつながり，理想的な教育環境を作り出す原動力になるの

で，今後も大事にしていきたい。 

子育て支援の推進 園長が子育てのサポートを必要とすると判断した在園児の保護者に対しては，面

談する場を作り，コロナ渦の中でも最小限ではあるが心のサポートが継続的に行

えるよう心がけた。発達の専門家等による講演会は，コロナ渦でかなわなかった。

未就園児保護者に対しては，地域の感染状況により実施時期と人数の制限を見極

めながら，「幼稚園体験」を実施し，親子の触れ合いや子育ての悩み解消に加え，

新たな出会いとコミュニケーションが生まれ有意義な支援となるように努めた。

この積み重ねが，本園の教育への関心や入園希望に反映することが実感できた。 

Ｂ 

地域との連携 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

近隣施設や小中学校

との交流 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため，今年度はこれまで大切にしてきた近隣

施設や小学校との交流がかなわない状況であった。 

２月末，年長児が小学校への期待が抱けるようにとの目的で天沼小学校の３年生

の担任教員が生徒作成によるＤＶＤを届けてくれたことをきっかけに，今後の連

携の在り方を考えるきっかけをいただくことができた。 

Ｃ 

近隣警察署と連携し

て緊急地震速報を使

っての避難訓練を円

滑に行う

３月に緊急地震速報を使っての避難訓練を行う予定だったが，大音量で近隣の方

に心理的負担や迷惑をかけることが懸念されるため，中止した。 

コロナ渦で人々の働き方や生活環境が変わる中，在宅勤務が増えている実情があ

り，従前は問題にならなかった園庭等での諸活動の活動音が原因で，近隣住民に

心労を与えてしまったことから，今後はこれまで以上に近隣住民に対して細心の

注意を払い，本園で改善すべきことはないか考えていく必要がある。 

Ｃ 

※【Ａ達成できた,Ｂ大体達成できた,Ｃあまり達成できなかった,Ｄ達成できなかった】

令和３年度の取組目標及び方策 

教育課程・指導 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

リズム遊び等の継続

的な実践と教育的効

果の追及

子どもの体の発達等を促進させる効果がある令和元年

に取り入れたリズム遊びは，コロナ渦でも日課として

継続的に実践できるよう，感染予防策を考えて計画・

実行する。教員がリズム遊びの動きを習得し，自信を

持って取り組むことが子どもの意欲を引き出すことに

つながるため，専門講師により定期的に研修を受け，

実践力をつける。

園内研修 年４回 

環境と子どもの育ち

の関係性の追及
コロナ渦での教育環境の探求と見直しを目的として，

定期的に教員間で実践を確認し合い，情報交換する場

通年
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を増やす。また，教育環境の変化による子どもの育ち

を追及し，今後の教育現場の在り方を探る。

年間カリキュラムと

保育実践の検証
昨年度のコロナ渦における教育の在り方を振り返り，

年間カリキュラムを検証して修正する。また，カリキ

ュラムを生かした保育実践ができているか定期的に教

員間で確認し合い，年少から年長まで一貫性のある教

育プログラムに仕上げていく。

随時

園生活への配慮 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

安全で安心できる教

育環境の検証
教員間で各クラスの環境設定が適切であるか検証し，

不具合や利点に気づき合い，安全で安心できる環境作

りに努める。また，園内外の環境にも目を向け，常に

危険がないか確認しては改善を図り，安全な環境を構

築する。

通年

感染予防策や衛生管

理の意識向上 
感染防止策を実行し，園児や保護者，教職員がその意

識を高めていく。今後も園児の手洗い・消毒・マスク

着用・ハンカチの所持・給食の際におしゃべりを控え

るなどの習慣が身に付くように丁寧に指導し，衛生管

理にも細心の注意を払う。徹底できない部分は繰り返

し投げかけ，実行できるように努める。 

通年 

不審者進入防止や登

降園の際の安全対策

の検証 

登降園の際の保護者の入園証着用徹底を投げかけ，不

審者侵入防止の意識向上を図ったり，登降園の際の交

通安全の意識を高めるために交通ルールを守ることを

投げかけたりする等，日ごろから様々なことに目を向

けて安全対策を実行できているか検証する。 

通年 

情報提供・管理 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

コロナ渦での幼稚園

運営・教育の在り方・

感染予防に関する対

策等を明確化

コロナ渦での幼稚園運営について，教育の在り方や感

染予防に関する対策等をより明確にし，引き続き保護

者の理解と協力を得られるよう努め，必要性に応じて

書面や配信メール・ホームページ等情報網を利用して

発信する。

通年 

ホームページの充実 画像を通しての園生活の様子や教育目標や特色などを

詳しく掲載することで，本園に対する期待や関心が膨

らむように工夫する。また，在園児や地域の未就園児

保護者への情報周知の手段としても活用し，ホームペ

ージを情報発信の手段として最大限に生かし，充実さ

せる。 

１週間に一度の画像更新 

登降園時の安全に関

する意識の向上 
昨年，自転車で登園の際の衝突事故が続いたことを踏

まえ，完全事故防止を目指す。日々シートベルトとヘ

ルメット着用のチェックをし，必要があれば個人的に

・手紙配布による登降園時事故

防のルールの周知（４月）

・荻窪警察署員による交通安全
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声を掛け，徹底して習慣づける。また，荻窪警察署員

による交通安全講習会を実施し，保護者の交通安全に

関する意識を高める。園庭での自転車転倒防止や入園

証所持の習慣づけも徹底できるよう管理し，安全な生

活を導く規律ある生活習慣を促す。

講習会（４月）

管理運営 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

大学本部との連携 建物の安全管理・園運営に関する相談事等があった場

合，大学本部の協力を仰ぎ，連携して解決策を探る。

通年 

園の建物・設備の安

全管理
計画上の園内外で必要な保守点検及びメンテナンスは

積極的に行い，安全安心な建物を維持できるように管

理する。また，雪や大風時は園内外を細心の注意を払

って点検する。 

通年 

教育における園の方

針及び価値観を教職

員間で共有・実現と

それに向けた意識改

革 

教育における本園の方針を全ての教職員で正しく理解

し共有し，その方針に基づく教育を教員同士協力して

実現できるよう，確認し合う機会を増やす。また全教

職員が各々の力を発揮しつつ合理的かつ能率的に仕事

に取り組めるよう，意識改革の向上を図る。 

通年 

保護者との連携・子育て支援等 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

後援会との連携によ

る理想的な園運営の

実現

日ごろから後援会幹事との信頼関係を築き，園行事の

際は連携して円滑な運営ができるよう協力体制をつく

る。行事運営において天候不良等で変更に迫られた場

合は保護者の代表である後援会会長及び幹事に相談

し，連携して最善策を考える。

後援会幹事会 年６回 

＊必要に応じて臨時幹事会開催 

コロナ渦での子育て

支援の在り方の模索
在園児や地域の未就園児の保護者が必要とする支援を

探り，コロナ渦での充実した子育て支援を構築する。

区内の感染者状況により実施を見極めながら，少人数

での「幼稚園体験」を実施し，親子の触れ合いや子育

ての悩み解消に加え，新たな出会いとコミュニケーシ

ョンが生まれ有意義な支援となるよう，引き続き大切

に迎える。 

通年 

預かり保育の充実 新型コロナウイルス感染拡大に伴い，感染リスクが低

減できるように本来の収容定員を削減する等の配慮を

しながら，通常の保育終了後も春・夏・冬期休暇中 

の預かり保育を継続的に行い，就労する母親の支援に

も貢献できるよう充実させる。また， 密集・密着・密

着を避けられるような保育環境を作り，収容定員の預

かり可能を目指す。 

通年 
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地域との連携 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

コロナ渦での幼小連

携の取組の確立
近隣小学校と協力し，コロナ渦での幼稚園と小学校の

連携の在り方を見出す。年長児が小学校への興味や関

心を持ち，期待や自覚が持てるような流れを互いに考

え，実践する。 

天沼小学校との連携 

信頼関係を育む近隣

住民への日頃からの

配慮

日頃からの心配りの積み重ねが近隣住民との信頼関係

を育むことにつながる。園行事の際の騒音や，落ち葉

の季節の掃除等できる限り注意を払い，苦情があった

場合は誠意をもって対応し，理解を得られるように努

力する。 

通年 

中長期的目標及び方策 

教育課程・指導 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

豊かな創造力・知的

好奇心を育む 
スポーツや芸術等を通じて本学関係者や地域の方との

交流の場をつくり，園児の興味や関心を深める。 

通年 

情報提供・管理 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

課外教室の増設 情操教育の一環として希望者対象とした課外教室の充

実を図るとともに，空き部屋を利用して長期休暇中の

預かり保育や未就園児クラス保育等の実施を実現し，

子育て支援の充実と収入増につなげる。 

通年 

管理運営 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

危機管理意識の向上

を図る 
危機管理マニュアルで園の安全性を教職員が確かめ合

い，必要があれば見直していく。 

通年 
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