令和 3年 度

自己評価・ 学校関係者評価報告書
令和 4年
学 )は なぞ の学 園

3月 22日
はなぞ の幼稚 園

1.本 園の教育目標
一、物事をよ く考え、創造 力のある子 ども￨こ
一、感情豊かなのびのびと した子どもの
一、根気強く、1可 事もやり遂げる子 どもに
一、親切でうるおいのある子 どもに
一、だれとで も仲よ<遊 べる子どもに

2.本 年度重点的 に取 り組む 目標・ 計画
挨拶 をきちん とする
名前 を呼ばれた ら返事 をする
自分の持ち物 を決め られた場所 に片 づ ける

3.評 価項 目の達成及び取 り組み状況
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○ 自分か ら挨拶ができるよ うに声掛 けを した。
〇年度初め は自ら挨拶 をする子 が少なか ったが、保
育者 が意識 して言葉か けを増やす ことで、できるよ
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うにな つた。
○状況に応 じた挨拶をそ の都度指導 し、習慣付けを
保育者 が率先 して行 つた。
○全員に挨拶 がで きるよう に指導。
○挨拶された ら返す ことはできるが、 自発的に挨拶

する ことはできない子がいる。
○名前 を呼んで配布す ることで、 全員返事 ができる
ようにな つた。
○出欠確認以外にも手紙配布や発言を求める際 に返
事をする ことを推奨徹底 した。
○楽 しみながら意欲的に返事ができるように指導 し
た。
○出欠調べの時は、良く返事ができるが、不意 に呼
ばれて反応はするが、返事はなく何度 も呼ぶことが
ある。 日常でも呼ばれると返事ができるよ うに習慣
づけたい。
○ し故う場所を覚 える ことによ り、決 ま った場所 に
片付ける ことがで きた。
○自分の持ち物 を自分で しま うことができた。
○担任の言葉 かけの成果があ り、ほ とん どの子が出
来る。
○片 づけ方 を繰 り返 し伝え、乱れて いる ときは、子
ども自ら整理するよ うに促 した。
○片 づける場所がわか るよ うな工夫 し、声掛 けを行
い改善されてきて いる。
○節 目ごとに整理整頓 を子 ども達 と確認 してか ら活
動 に取 り組んだ ことで、決 ま った場所 に片 づけがで

きた。
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4.総 合 的な評価結果
理
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○ どの項 目も保育者の言葉 か けや取 り組みで成果 が見 られた。保育者同 士の 意識 を共有
する ことでよ り良い成果 が得 られ ると考 える。
○クラスの中や担任 との間で はよ く行 えていた。他 の先生やお客様 には、なかな かでき

B

て いなか つた。
○挨拶や返事な どは明る く元 気にできるが、 自ら進んで行 うことができな い。 まだ保育
者や、他児 か らの声掛 けを待 って いる子がいるので改善 してい く必要がある。
○持ち物の片付 けについて、全体 的には目標 が達成 しているよう に見受 けられる が、整

理するまでは習慣づけられている子は少ない。
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評価 (∧ …十分 に成果があ った

5.今 後取 り組む課題
課
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挨 拶 をきち ん とす る
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名 前 を呼 ばれ た ら返 事 をす る
自分 の持 ち物 を決 め られ た場
所 に片 づ ける

具体的な取 り組み方法
挨拶され てか ら挨拶するので はな く、 自ら挨拶できるよ
う ￨こ 指導 する。
3ヾ
出欠確認の時だけでな く、 お手紙配布の時 に名前を呼 ′
な ど、返事 をする機会 を増やす。
自分の持ち物 の場所や、 しまい方 を覚えるよ うに指導 を

する。
時間を意識 して片づける。

6.学 校関係者評価委員会の評価

○挨拶をされてからすることは全員できるようにな つたのは、成果があつた と考える。今後は、保育
者や反達に自分から挨拶できる今後の目標 に取 り組んでいきたい。
3ヽ など、返事をする機 会を増やす。
○出欠確認の時だけでなく、お手紙配布の時に名前を呼′
○自分の持ち物を決められた場所 に しまうことは、ほぼ達成できているが、引き続き指導 し、習慣づ
けることが必要である。
○子ども達が見てわかるような片づけ方などわかりやす <工 夫する ことが大切である。

