
 
 

令和３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94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，自主的・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・子育て支援の在

り方を追求する。 

令和３年度の取組結果 

〔概況〕 

１．園児の発達と育ちの現状を捉え個々の育ちの道筋を探り必要な環境を整えるとともに，全教員が共通認識でき

る年間カリキュラムを基に保育を実践した。発達に課題のある園児については，定期的に行う発達の専門家を

招いた研修が有効となり，担任，園長及び発達の専門家が連携することで，より良い育ちを促すことができた。

また，必要に応じて担任，園長及び保護者とで面談をし，子どもの課題や対応策を明確にして園と家庭の連携

が子どもの発育につながるように導いた。家庭の状況や保護者の悩みを把握し，保育に生かすとともに子育て

のサポートにもつながった。  

２．昨年度の経験を踏まえ，日常の遊びや生活を取り巻く環境，園行事などにおける新型コロナウイルス感染防止

策を見直し，幼児期にふさわしい教育環境を保障することを目標に実行した。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，保護者の理解にもつながった。 

３．感染力の高いウイルスの特徴を踏まえ，日々杉並区の感染者数を把握しながら園内での新型コロナウイルス

感染拡大防止策を模索し，実行した。日頃より園児と家族の健康状態を把握できるよう保護者に通知し協力

を求めたり，園児の感染拡大の兆候が見られたら即座に学級閉鎖の措置を取るなどして，慎重に対応し万全

の注意を払った。園の対応に保護者全員の理解を得ることが難しい場面もあったが，その都度保護者の思い

に寄り添い，向き合う努力を重ねた。日々緊張感を持ち真摯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．園庭での参観や運動会などの際，音響や園児の声などが近隣住民の騒音にならないように，また，隣接する

住民に不快な場面が生じないように可能な限り配慮しながら過ごした。立地条件や建築上の問題によって生

じる隣接する住民の苦情や要望に耳を傾け，即対応できることは実行し，建築上の不都合に関しては対応策

を検討して少しでも理解を得られるように努めたが，課題は残った。 

５．大学本部の協力と連携により，ウイルス対策としてトイレや保育室の手洗い場を自動水栓化したほか，日大

ＷＡＮ（学内ネットワーク）敷設など工事完了による Zoom 配信の実施，新任教員の採用などが実現した。 

 

 

 



 
 

教育課程・指導 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

講師による運動やリ

ズム遊びなどの継続

的な実践による体づ

くりと教育的効果の

追求 

講師による運動やリズム遊びは，脳の活性化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，コロナ渦で継続的に実践する方法を模索しながら取り組

んだ。リズム遊びは異年齢混合で行うことが，子ども同士の刺激や意欲につなが

り有効となるので，杉並区の感染者数の動向により各クラス・学年毎・３学年混

合とやり方を見極めた。年４回予定していた講師によるリズム遊びや研修は，感

染者数増により２回しか実現しなかったが，有意義な場となった。 

Ｂ 

研修等による環境と

子どもの育ちの関係

性の追及 

行事前など必要に応じて保育の確認の場となる園内研修を実施し，環境づくりと

子どもの育ちについて考え検証した。２名の教員が９月より産休・育休に入った

こと，日々新型コロナウイルス感染症対応に追われたことが要因で，思うように

研修の時間を作ることができなかったが，要所で全教員が同じ課題を持って保育

に取り組めるよう確認し合った。また，園長が各クラスを巡回しながら気づいた

ことを教職員に発信して研修を促したり，担任との話を密にして．より良い環境

づくりを心掛けた。感染防止に努めつつ安心できる環境を考え，実践した。 

Ｃ 

年間カリキュラムと

保育実践の検証 
昨年度の保育実践の経験を踏まえ，年間カリキュラムを基にコロナ渦における教

育の在り方を模索しながら，見通しを持って計画的に保育に取り組んだ。人員不

足や新型コロナウイルス感染症対応に追われ，全教員で検証する場を作ることが

できなかったが，今後も実践を振り返り，繰り返し検証して，年少から年長まで

一貫性のある教育カリキュラムを構築したい。 

Ｃ 

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 
感染防止の徹底を踏まえ消毒設置場所や給食時のマスクなどについて検証した。

特に感染リスクの高い排泄後の消毒や給食時のマスク付け外しのタイミングは

感染防止効果が上がるように見直し，改善したことで感染リスクを最小限に抑え

ることができ，感染者発生時の感染拡大防止にもつながった。また，園児数や発

達に課題のある子どもが多い学年には年間を通して補助教員を配置し，園児や教

員が安全に安心して過ごせる環境を整えたことで，個々の成長をより丁寧に促す

ことができた。園内外の環境にも目を向け，常に危険がないか確認して改善を図

り，安全な環境を整えた。 

Ａ 

感染予防策や衛生管

理の意識向上 
日常生活や園行事の際に感染リスクを最小限に抑えられるような方策を，年間を

通して教職員で検討し実行した。登降園時の分散登降園の継続や園行事の際の感

染防止策については，保護者にその趣旨を伝えた上で理解や協力を得られるよう

に努めた。全ての保護者の納得は難しいものの，その都度保護者の声に耳を傾け

真摯に向き合った結果，保護者の信頼につながった。また，園児の手洗い・消毒・

マスク着用・ハンカチの所持・給食の際の黙食などの習慣が身に付くように繰り

返し丁寧に指導し，衛生管理にも細心の注意を払った。消毒・マスク着用・黙食

など感染予防の意識向上は見られたものの，ハンカチの所持や爪の管理などの徹

底については課題が残る。 

Ｂ 

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の徹底を呼び掛け，園と保護者で連携して不審

者侵入防止に努めたり，登降園の際の交通安全の意識を高めるため年度初めに荻
Ｂ 



 
 

窪警察署の協力を得て交通安全講習を実施し，保護者の危機管理意識向上を目指

した。また，登降園の際に門で安全管理をする警備員，事務課長及び園長が連携

して安全管理の徹底を目指した。教職員間の危機管理と安全対策については連携

して実行できるようになってきたが，保護者の入園証着用・自転車通園の際のシ

ートベルトやヘルメット着用の徹底ができていないため，繰り返し声を掛け習慣

づける必要がある。 

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 コロナ渦において在園児保護者に教育活動を理解していただく情報源の一つと

なるよう，また，本園に興味や関心を持たれた未就園児保護者への情報提供とな

るように，日常の保育活動や遊び，四季折々の園庭の様子など，様々な内容での

情報発信を目指した。ホームページを有効活用できるよう意識的に取り組んだ

が，２学期から２名の産休教員が出て人手不足となったことと，教職員が新型コ

ロナウイルス感染症対応に追われたこともあり，ホームページ更新と掲載が滞っ

てしまった。ただ，保護者への通知や情報発信の際にホームページを有効活用す

る習慣は根付いた。 

Ｃ 

感染症予防や感染拡

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繰り返し情報発信し，理解と協力を得られ

るように努めた。コロナ渦での新しい生活習慣の確立や園行事参加の際の保護者

の感染拡大防止意識向上を促し，理解と協力を得ることができた。また，昨年以

上に園生活や園行事を保障し，コロナ渦での新たな幼稚園運営を構築できたこと

で，保護者の理解や信頼にもつながった。 

Ａ 

登降園時の安全に関

する意識の向上 
前年度に起きた２件の自転車通園時の衝突事故を踏まえ，新年度初め，荻窪警察

署の協力を得て交通安全講習を実施し，登降園の際の安全意識向上と完全事故防

止を目指した。また，園庭での自転車転倒防止や入園証所持の習慣づけが徹底で

きるように見守り，安全な生活を導く規律ある生活習慣を促した。年間を通して

無事故で何よりであったが，シートベルトとヘルメット着用は徹底できない現状

がある。園児の門からの飛び出しもあるため，親子の安全意識向上を促せるよう

継続的に投げかけることが必要である。 

Ｂ 

管理運営 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

大学本部との連携 建物の管理や園の運営に関する件について，大学本部の協力を仰ぎ，連携して対

応した。自動水栓化，日大ＷＡＮ（学内ネットワーク）敷設などの工事関係，人

件費や給与，教員の採用などについて本部との連携がなされた。 

Ａ 

園の建物・設備の安

全管理 
計画上の園舎内外の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

及び遊具を維持できるように管理した。また，雪や大風，地震に対しては園内外

を細心の注意を払って点検した。特に雪の予報には事前に対応するよう心掛け

た。 

Ａ 

教育における園の方

針及び価値観の教職

員間での共有及び実

現に向けた意識改革 

教育における本園の方針や価値観を全教職員で正しく理解して共有し，その方針

に基づく教育を教員間で協力して実現できるよう，随時，園長から教員に発信し

皆で考え取り組んだ。コロナ渦での教育活動の在り方など，必要に応じて教員間

Ｃ 



 
 

で確認し合う場を作り，共通認識のもとで保育を実践した。しかし２学期からの

２名の専任教員の産休・育休で人員不足による雑務増加や新型コロナウイルス感

染症対応で専任教員の負担が増え，園内研修も必要最小限となった実状がある。

園長が保育室を巡回して気づいたことを教員に発信し，教員間で確認し合い，保

育の質は保つことができたが，教員間での保育の価値観の共有と実現は不十分な

面があったので，意識改革には至らなかった。 

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（保護者の会）

との連携による理想

的な園運営の実現 

園長，担任共に日頃から後援会の会長，幹事（クラス役員）との信頼関係を大切

に築き，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作った。コロ

ナ渦での行事運営については，保護者代表として会長の意見を伺ったり理解を得

たりしながら実行し，保護者から意見が出た時には，会長が園と保護者の懸け橋

となり，その働きかけが保護者の園への理解と信頼につながった。クラス間の相

談事は担任と幹事で連携して最善策を考え対応した。 

Ａ 

コロナ渦での子育て

支援の在り方の模索 
区内の感染者の状況を見極めながら，少人数での「幼稚園体験」を実施し，親子

の触れ合いと新たな出会いの場を提供した。１日２組から３組で安心できる環境

を保障したことで無理なく実施できた。子育て相談も組み入れたことで，入園前

の保護者の不安や子育て上の悩み解消につながり，コロナ渦でありながらも有意

義な支援となった。また，幼稚園入園を視野に入れた保護者に本園の教育環境を

周知する場ともなった。 

Ｂ 

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

定員を削減したり，感染者が出たクラスの子どもは一定期間隔離して預かるなど

して細心の注意を払いながら実施した。春・夏・冬期休暇中の特別預かり保育も

継続的に行い，年間を通して就労する保護者の支援に貢献できるよう充実させた

がたが，一方子育てに専念する保護者に対する子育て支援が不十分となった。 

Ｂ 

地域との連携 

取組目標 取組結果・進捗状況 
達成 

状況 

コロナ渦での幼小連

携の取り組みの確立 
近隣の天沼小学校からの依頼を受け，２年生の生活科の授業「まち見学」に協力

したり，児童作成の年長児への小学校紹介のＤＶＤを視聴させていただくなど，

コロナ渦での幼小連携の取組を模索し，有効に生かした。来園した２年生のうち

数人が卒園児で，素敵なふれあいの場が生まれ有意義な時間となった。またＤＶ

Ｄを視聴した年長児は小学校への期待が膨らみ，コロナ渦での幼稚園と小学校の

連携の在り方を見出す良い機会となった。 

Ｂ 

近隣住民から寄せら

れた意見や要望を真

摯に受け止め，対応

策を模索する 

日頃から近隣住民への配慮を心掛け，信頼関係を育んだり，運動会開催に当たり

書面と共に直接挨拶に伺い理解を得られるように努めた。また，立地条件や建築

上の問題により生じる隣接する住民の苦情や要望に耳を傾け，即対応できること

は実行し，建築上の不都合に関しては対応策を検討して計画的に実行する道筋を

作り，少しでも理解を得られるように努めたが，課題は残った。 

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４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 

運動やリズム遊びな

どの継続的な実践と

教育的効果の追及 

子どもの脳の活性化と体の発達を促す効果がある運動

やリズム遊びは，講師と担任との連携で継続的に実践

する。リズム遊びは３学年の縦割りで行うことで互い

の刺激となりより効果的であるため，感染防止策を練

りながら計画・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重要で，子どもの

意欲を引き出すことにつながるため，専門講師による

定期的な研修で実践力をつける。 

・リズム遊び園内研修 年４回 

・運動 各学年    週１回  

園行事に向けた活動

についての共通理解

と教育的効果の検証 

運動会・製作展・劇の会などに向けての活動の目的や

狙いなどを確認し，全教員が共通認識のもと，同じ方

向性で取り組めるように話し合いの場を作り実践し，

その教育的効果を検証する。 

 

教育目標を踏まえた

園内研修の実施及び

子どもの育ちと環境

の関係性の検証 

令和４年度に新たに専任教員が入職することに伴い，

全教員共通理解のもと，教育目標を踏まえて本園の目

指す保育を実践できるよう定期的に園内研修を実施

し，保育環境や子どもの育ちの確認やその関係性を検

証する。 

園内研修 月２回～４回 

園生活への配慮 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

新型コロナウイルス

感染症感染拡大防止

策の遂行 

園児及び家族の健康状態を把握できるように日々情報

提供を保護者に投げ掛け，感染者が発生した際に敏速

に対応できるように備える。また，園児のハンカチの

所持や手洗い・消毒・黙食などの感染予防を習慣づけ

る。 

 

保護者の交通安全の

意識向上を図る 
４月に荻窪警察署の協力を得て保護者向けの交通安全

指導を実施し，交通安全の知識を高め意識向上を図る。

また，自転車通園の際の子どものヘルメット・シート

ベルト着用の徹底，徒歩通園の際の安全教育など，交

通事故防止と命を守るための習慣を身につける。 

 

整理整頓や身の回り

の所持品の管理と安

全な環境の検証 

所持品・ロッカーや着替え袋など，身の回りの物を整

理整頓したり管理する習慣を身につける。保育環境の

整理整頓も安全な環境づくりにつながることを踏ま

え，改善点がないか教員間で検証する。 

 

情報提供・管理 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

コロナ渦における幼

稚園運営・教育の在

り方や感染予防対策

行政の指針に基づく本園における新型コロナウイルス

感染防止策の策定や，園運営・教育の在り方について

 



 
 

などの明確化と保護

者への周知 
明確化するとともに，それらの情報を随時書面や配信

メールで分かりやすく発信し，保護者の理解と協力を

得られるように努める。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ながら，これまで

同様の園生活を維持していけるよう更に検討する。 

ホームページや

Zoom 配信の充実 
ホームページに，画像を通して園生活の様子や教育目

標，特色などを詳しく掲載し，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ホームページ

を活用し，情報発信の手段として最大限に生かし充実

させる。感染防止策として Zoom を有効活用し，保護者

や家族の期待や要望に応えられるよう計画的に実施す

る。 

・ホームページ 

月に１回～４回の画像更新 

各行事の掲載 

・Zoom 配信（劇の会・卒園式等） 

管理運営 

取組目標 取組方策 取組スケジュール 

大学本部などとの連 
携 

建物の安全管理や近隣配慮のための取組などにおいて

本部との連携をとりつつ対応していく。必要に応じて，

人員の補充などに関しても本部と相談し，しっかり連

携を取って対応する。 

その他，園の運営に関する事案に対しても，本部との

協力体制を構築し，連携して解決していく。 

 

園の建物・設備の安

全管理 
必要な保守点検及びメンテナンスを行い，安全安心な

建物，遊具を維持できるよう管理する。また，建物等

を細心の注意を払って点検し，悪天候や自然災害によ

る被害を予防する。 

 

教職員間における園

の教育方針及び価値

観の共有・実現 

職員会議や園内研修で，本園の教育方針や価値観を全

教職員で正しく理解して共有し，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に，計画的に取

り組む。 

 

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 

日頃から後援会会長を中心に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

力体制を作る。 

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継続的に模

索し構築する。 

 

預かり保育の充実 就労の保護者だけでなく，子育てに専念する専業主婦

の保護者の支援も充実するよう，預かり保育担当人員

を確保し，コロナ渦での新たな子育て支援の環境を構

築する。 

 



 
 

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

連携の在り方を模索し，実践する。 

近隣の天沼小学校との連携 

近隣住民への日頃か

らの配慮と信頼関係

を育む努力 

近隣住民に対して，日頃から心配りの積み重ねを心掛

け，信頼関係を育む。また，隣接する住民に対する建

物上の課題はできる限り応えられるよう計画的に実行

する。 

 

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 
スポーツや芸術などを通じて本学関係者や地域の方と

の交流の場を作り，園児の興味や関心を深める。 

 

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・預かり保

育の増設 
情操教育の一環として希望者を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などの実施を実現

し，子育て支援の充実と収入増につなげる。 

 

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。 

 

 

 


