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第三者評価結果 
 

事業所基本事項 

ﾌﾘｶﾞﾅ  ｱｲﾏｰﾙﾎｲｸｴﾝ 

事業所名 
(正式名称を記載) 

あいまーる保育園 

事業所住所 

最寄駅 

〒251-0052 
神奈川県藤沢市藤沢 551-1日進ビル 2 階 

事業所電話番号 0466-52-4150 

事業所 FAX番号 0466-52-4167 

事業所代表者名 役職名 園長  氏 名  川名 純子  

法人名及び 

法人代表者名 

法  人  名 有限会社 HARMONIE  

法人代表者氏名 佐々木 真也          

http://aima-ru.hoikuen.kanagawa.jp/outline.html 

問合せ対応時間 9：00 ～ 17：00 

 事業所の概要１ 

開設年月日 平成 18年 5月 1日  

定員数 50名 

都市計画法上の用途地域 市街化区域 

建物構造 鉄筋コンクリート 2階部分 

面積 延床面積（236.65）㎡  

事業所の概要２（職員の概要） 

総職員数 28名     

うち、次の職種に該

当する職員数 

園長（1名）、主任（1名）、  

保育士（19名）、管理栄養士（2名） 

その他（事務員 1名 調理員 2名） 

事業所の概要３（受入・利用可能サービスの概要） 

受入年齢 生後 2ヶ月～小学校就学未満 

延長保育の実施 有 ・ 無  備考： 

休日保育の実施 有 ・ 無 備考： 

一時保育の実施 有 ・ 無 備考： 

障害児保育の実施 有 ・ 無 備考： 

 

保育の理念 

 

1）温かい心を持つ子どもに育てる 

2）いきいきと未来を明るく歩んでいける子 

3）周りの人と協力しあえる子 

4）ルールを知ること・・生活に必要な習慣・きまり・態度を身に付け、経験した考えを自分

なりに表現できる力を培い、社会で活躍できる人になってほしい 

 



2 

 

 第三者評価結果 

 

１．総合コメント 

総合評価（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項） 

＜概要＞ 

園は、ＪＲ藤沢駅より徒歩５分のビルの２階部分にあります。0 歳児は独立した保育室、１歳児～

５歳児の保育室は可動式の壁で仕切られ、保育内容により壁を無くして広々とした空間を利用した保

育が行えます。 

平成 18年に開園し「温かい心を持つ子どもに育てる」「いきいきと未来を明るく歩んで行ける子へ」

「周りの人と協力し合える子」「ルールを知ること」を保育理念としています。平成 22年藤沢市認定

保育園に、平成 26年藤沢市認可保育園に登録され現在に至っています。 

現在 53 名（定員 50 名）と小規模な保育園です。中央児童相談所や神奈川県総合療育相談センタ

ーと連携して、障がい児保育にも積極的に取り組んでいます。園庭は有りませんが、可動壁を取り除

いて、子どもたちが伸び伸びと走り回れる空間を設定しています。 

 

＜優れている点＞ 

１.子ども同士が自然と協力し合い、思いやる心が育まれています 

 3、4、5歳児は一緒に散歩に出かけることも多く、異年齢での関わりを多く持っています。その中

で、小さい子どもは大きい子どもへの憧れの気持ちが芽生え、大きい子どもは小さい子どもの世話を

したり、見守りをしています。5歳児は赤ちゃんの世話をしたがるので、「赤ちゃん当番」を作って交

代で抱っこをするなど、世話をしています。少人数の園なので、0 歳児～5 歳児まで皆の存在を感じ

ながら仲良く生活する中で、異年齢が自然な形で浸透し、個々の育ちにつながっています。 

また、午前 7時から 9時までと 17時以降も異年齢が合同で保育をする時間となっています。長時

間保育では、人数が少なくなるため、ゆったりと安心して過ごせるように配慮をしています。職員と 1

対 1 で自分のしたい遊びをしたり、延長保育の時間だけ使えるおもちゃで遊ぶことができるなど、子

どもの不安や寂しさを取り除く工夫をしています。  

 0 歳児クラスの子どもたちには、職員や 5 歳児が語りかけやスキンシップを通して愛されている喜

びや甘えたい気持ちが満たされるように保育をしています。職員は、5 歳児に対しても子どもの気持

ちに寄り添い、スキンシップを大切にし、子どもの希望でおんぶやだっこなどをして甘えたい気持ち

を満たし情緒の安定を図っています。 

 

2.外部講師を活用して、専門的に子どもの育ちを支援しています 

 4、5 歳児クラスは、毎週 1 回専門講師による体操教室があります。スキップ運動やハシゴ床、キ

ャッチボールなど全身運動を行っています。講師の説明を良く聞くことで聞く力を養い、身体を動か

す気持ちよさを感じ、心身の成長に役立てています。講師の話を聞くことは、小学校の就学にも役立

つ準備として、よく聞く事の大切さを学んでいます。 

月 1 回の専門講師による絵画教室では、絵具をつけたビ－玉や色々な色紙、クレヨンなどで自分の

思いを絵として表現しています。絵画教室で作った作品を玄関横のガラスケースで展示しています。

作品を飾ることで子どもの自信に繋げています。夏にはスイミングスクールと提携して全 6 回のコー

スにより、水泳の指導も行っています。 
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3.食の安心安全に配慮して、食育活動につなげています 

 給食の食材や調味料には旬の物を多く取り入れています。地元食材や出来るだけ無農薬な食材、オ

ーガニックな食材を使用するなど、安心安全にもこだわっています。ゴーヤなど、苦手な子どもが多

い食材でも、子どもの食に対する経験を豊かなものにすると考え食材として取り入れています。鎌倉

野菜などの珍しい野菜を調理前に子どもに見せたり、触らせたりする機会を持って食材に興味を持た

せる工夫をしています。 

おやつも手作りです。4、5 歳児では一人ずつ食べたものを栄養素ごとに 4 色に色分けしてシール

を貼り、棒グラフを作成しています。自分がどんな栄養素の食物を食べたかを、ゲーム感覚で楽しみ

ながら身につけています。また、栄養素の本や紙芝居を通して食の大切さを伝えています。 

 

＜独自に工夫している点＞ 

１.職員間での情報共有の仕組みにより、安全性を確保しています 

 「保育士の危険感受性の向上」を目指して、予測の上で余裕を持って危険を察知する目を養う活動

を行っています。職員だけでなく保護者でも理解しやすいヒヤリハットマップを作成し、保護者や職

員間で情報共有しています。「ヒアリハット報告書」「ケガ報告書」「事故報告書」の閲覧者サイン欄は、

職員名が記載済みで、閲覧状況を確認し易く工夫しています。 

 

＜改善すべき事項＞ 

１.運営に関するマニュアルの整備 

 衛生管理、感染症対策、事故防止、苦情処理など起こり得る状況に対して、職員がとるべき行動に

ついてのマニュアルが整備されています。基本的人権の遵守、個人情報保護、保育室内環境管理など

保育園の運営に関する項目については、「あいまーる保育園規則」に項目とし記載されていますが、職

員が日々の保育に当たって取り組むべき行動が整理されていません。 

基本的人権や個人情報保護の遵守すべき項目を整理し、職員の行動規範として、職員に周知するこ

とが期待されます。また、これらを見学者や実習生にも遵守することが望まれます。 

 

２.職員の人材育成計画の立案と達成状況の評価・見直し 

 職員は、設置法人や藤沢市、神奈川県などから来る研修情報をもとに、研修に参加し、能力向上に

努めています。職員に求められる役割と能力を、経験年数や職位別に明確にした人材育成計画を立案

しています。 

しかし、全体の人材育成計画をもとに、個人別の育成計画は作成していません。職員自らが個人別

の研修計画を作成して、園長が承認することが望まれます。計画に沿って受講し、その結果を職員会

議で発表し、他の職員にフィードバックする仕組み作りが期待されます。 

また、実習生の受入れマニュアル、受入れ実績がありません。実習指導を通じて職員自身も成長す

る人材育成の面からも、受入れマニュアルを作成し、積極的な実習生受入れを期待します。 
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３.保護者の意見・要望の把握と保育への反映 

 年度初めのクラス懇談会、年１回の個人面談、年度末の保護者アンケートを行い、保護者の意見・

要望の把握に努めています。 

保護者の意見・要望は、子どもの成長に伴って変化してきます。多くの親子行事後のアンケートや、

匿名で要望を提案できる仕組み、職員と個別の面談の機会を増やし、保護者の意見・要望を把握する

検討が望まれます。また、把握したことなどを、今後の年間行事予定や保育課程、年間指導計画に反

映する仕組み作りが期待されます。 

 

評価領域ごとの特記事項 

１ 

 

 

人権への配慮 

 

 

① 保育理念や保育目標をもとに、子どもたち一人一人が「温かい心を持

つ」「いきいきと未来を明るく歩む」「ルールを知って、周りの人と協

力しあえる」を園の方針として、心身共に成長できる保育に取り組ん

でいます。園規則には、「職員の心得」として「基本的人権の遵守」

「平等の原則」「保護者への配慮」「保育者としての責務」の項目を設

け、職員は、日々の保育、保護者との関わり方に活用しています。 

② 法人の就業規則及び保育所保育指針解説書をもとに、園規則の「平等

の原則」に従って、子どもの発達、性差、国籍、出身国や文化の違い

を認め合い、子どもたちがお互いにありのままの姿を受け入れられる

よう支援しています。 

③ 園規則の「職員の心得」に個人情報保護に関する規定が定められ、職

員は、個人情報の取得、利用、守秘義務について、入社時に研修で学

び、職員会議、乳児会議、幼児会議と会議録の回覧で再確認していま

す。 

④ 園見学者へは、園長が対応し、見学者用パンフレットを用いて保育内

容や園の方針、保育室の様子を説明しています。見学時に園内にある

個人情報は、事前に見学者から目に付かないよう配慮しています。 

２ 

 

利用者の意思・可能性

を尊重した自立生活

支援 

 

① 保育理念や園規則（家庭連絡）に「保護者と常に密接な連絡を保ち、

一緒に子どもを育てる」を掲げています。職員は、送迎時の保護者と

の会話や連絡帳で、乳児は毎日、幼児は連絡が必要な時に記入して、

個別に情報交換しています。各クラスのその日の出来事や様子を、玄

関に掲示しています。 

② 園だよりとしての「あいまーるレシピ」、クラスだよりを毎月発行、

クラス懇談会、個人面談などで、情報共有しています。年度末に、保

育に関する保護者アンケートを実施し、評価・検討し、結果を６月に

保護者に配付しています。 

③ 自由遊びでおもちゃの取り合いになった時などは、職員は様子を見な

がら仲立ちをして、それぞれの子どもの気持ちを代弁しています。子

どもたちが、相手の気持ちを知り、譲り合う気持ちや分かち合う喜び

を得られるよう支援しています。 

④ 月 1 回専門講師による絵画教室で、絵具をつけたビ－玉や色々な色

紙、クレヨンなどで自分の思いを絵として表現しています。専門講師

による体操やダンス教室で子どもたちは、リズムに合わせて体で表現
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する楽しさ、喜びを感じています。 

⑤ 職員は、基本的生活習慣について、子どもたちの発達、個人差を考慮

し、職員が手本を見せ、少しでも出来た時は褒め、自分から進んで取

り組むよう声掛けを行っています。４、５歳児の食育は、子どもたち

が食べた食材を栄養素別にシールで棒グラフを作り、どんな食材が体

の成長に役立っているかを学んでいます。子どもたちが興味を持った

食材について職員は、絵本や図鑑で子どもたちにわかり易く、理解し

やすいよう伝えています。 

３ 

 

サービスマネジメン

トシステムの確立 

 

① 苦情解決の仕組みは、苦情処理要綱に意見・要望等受付担当者を主任

職員、意見・要望等解決責任者を園長とし、第三者委員 3 名（近隣

保育園園長、弁護士 2 名）を任命しています。意見・要望・苦情等

解決の仕組み一覧表を、入園申込者に配布すると共に、玄関の保護者

向け掲示板及び事務室に掲示しています。現在まで、第三者委員と相

談する苦情は寄せられていません。 

② 健康管理マニュアルを用いて、保護者と連携して健康管理を行ってい

ます。保健日誌で子どもたちの健康状態や保育室の温度を記入し、職

員間で情報共有しています。衛生管理、感染症対策、藤沢市作成の「保

育園、幼稚園における与薬ガイドライン」に基づく与薬依頼書、事故

防止マニュアルなどを整備しています。衛生点検表、事故防止点検表、

保健日誌、ケガ報告書で、子どもたちの健康状態の観察や体調不良児

対応について確認し、保護者と連携して健康管理を行っています。 

③ 防災計画（消防計画）を定め、月 1 回防災訓練を実施しています。

火災、地震、消防署への通報を想定した訓練、不審者対応訓練、一時

避難所で保護者への引き渡し訓練を計画に沿って実施しています。 

４ 

 

 

地域との交流・連携 

 

 

① 「子育てを応援します。1人で悩んでいませんか？保育士とお話をし

てみませんか？」と記載した子育て応援のパンフレットを作成して、

近隣の未就園児の保護者を対象として、育児相談を開始しています。

育児相談のポスターを系列保育園で掲示しています。園舎近隣の商店

街への育児相談ポスターの掲示も検討しています。園児と職員で近隣

地域の清掃活動への参加を、地域交流の一環として検討しています。 

② 藤沢市幼保小中特別支援学校連絡会議に 5 歳児担任が参加し、近隣

の小学校と連携し、5歳児が小学校の運動会に参加できる機会を得て

います。 

③ 地域の子育てニーズの把握、具体的な子育て事業の実施は、園長を中

心に今年度から重要検討課題として取り組み始めています。 

５ 
運営上の透明性の確

保と継続性 

① 年間行事計画表で、保育参観・参加を明記し、保育参観・参加時間を

午睡後から午後 6 時までとし、保護者が参加しやすく、子どもの様

子が見られるよう開催時間を決めています。 

② 昨年度、子どもの援助 5 項目、保育課程・健康管理 6 項目、保護者

支援 6項目、職員の資質向上 6項目、組織的基盤 9項目からなる自

己評価を全職員対象に実施しています。今年度も年度末に同様の自己

評価と、第三者評価での自己評価を実施し、保育の質や組織としての

運営の自己評価を行います。 

③ 園が繁華街に面したビルにある為、安全性を考慮して、保育園の存在
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を積極的にはアピールしない事を法人の方針としています。園のホー

ムページには、園の目標、概要、特徴を掲載しています。藤沢市の「保

育施設ガイド」には、概要を掲載しています。 

６ 職員の資質向上促進 

① 保育理念、保育方針は、あいまーる保育園規則や園紹介パンフレット

に記載され、保護者や見学者にもわかり易くなっています。保育課程

にも明記し、年間指導計画、月間指導計画に反映しています。職員は、

職員会議で保育理念、保育方針を再確認し、周知を図っています。 

② 職員は、設置法人や藤沢市、神奈川県などから来る研修情報をもとに、

研修に参加し、能力向上に努めています。職員に求められる役割と能

力を、経験年数や職位別に明確にした人材育成計画の立案が望まれま

す。それをもとに、職員の意向を聞き、園長承認のもと、計画に沿っ

て受講し、その結果を職員会議で発表し、他の職員と共有する仕組み

作りが期待されます。 

③ 実習生受入れマニュアル、受け入れ実績もありません。実習指導を通

じて職員自身も成長する人材育成の面からも、受入れマニュアルを作

成し、積極的な実習生受入れを期待します。 
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２．評価項目に基づく評価の結果 

 

大項目 1 保育環境の整備 
評価機関が定めた評価項目に添って、調査を行った結果です 

 

大項目１全体を通してのサービスの達成状況 

（調査確認事項全 80 事項） 

 

78.8％ 

大項目１の内容(概要) 

１ 
人権の尊重 

（8事項） 

①子どもや保護者に対する態度や言葉遣い （3事項） 3/3 

8/8 ②出生や国籍、性差などによる差別の禁止 （3事項） 3/3 

③虐待予防や早期発見のための関係機関との連携 （2事項） 2/2 

2 
プライバシー確保 

（7事項） 

①プライバシー確保への配慮 （3事項） 3/3 

6/7 ②実習生などへのプライバシー確保 （3事項） 3/3 

③個人情報保護の体制整備 （1事項） 0/1 

3 

家庭と保育園との 

信頼関係の確立 

       （6事項） 

①家庭との連絡、情報交換の体制 （2事項） 2/2 

5/6 ②家庭の意向・希望の把握 （2事項） 2/2 

③意向・希望の記録・管理 （2事項） 1/2 

4 
苦情解決システム 

（8事項） 

①苦情解決の担当者・責任者の公示 （2事項） 2/2 

5/8 
②苦情解決の記録 （2事項） 1/2 

③第三者委員に設置、実施 （3事項） 2/3 

④理事会への報告 （1事項） 0/1 

5 
環境整備 

（8事項） 

①温度や湿度等の管理 （2事項） 0/2 

6/8 
②洗剤等の危険物の管理 （2事項） 2/2 

③おもちゃ、遊具等の管理 （2事項） 2/2 

④遊具などの安全保持 （2事項） 2/2 

6 

健康管理（感染症対策 

・救急救命を含む） 

（14事項） 

①体調不良児、けがへの対応 （2事項） 2/2 

14/14 

②体調不良児への対応 （2事項） 2/2 

③ケガなどへの対応 （2事項） 2/2 

④感染症予防への情報提供 （3事項） 3/3 

⑤感染症発生時の対応 （2事項） 2/2 

⑥救急事態発生時の医療機関・家族等との連携 （3事項） 3/3 

7 
危機管理（防災･防犯） 

（8事項） 

①火災や震災等の対応 （3事項） 3/3 

6/8 ②日常の防災･防犯体制の整備 （2事項） 2/2 

③災害発生時の地域支援体制 （3事項） 1/3 

8 
地域の子育て支援 

（6事項） 
①地域内の子育てニーズの把握と支援 （6事項） 2/6 2/6 

9 
自己評価と情報開示 

（6事項） 

①自己点検･改善活動の実施 （2事項） 1/2 

5/6 ②地域への情報提供、情報開示 （2事項） 2/2 

③見学や保育参観の機会の設定 （2事項） 2/2 

10 
職員研修 

（9事項） 

①理念などの職員への研修実施 （3事項） 3/3 

6/9 
②年間を通しての研修計画 （2事項） 0/2 

③外部研修の共有化 （2事項） 2/2 

④実習生の受入れ、指導 （2事項） 1/2 

63/80 
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大項目２ 保育内容の充実 

事業所から自己申告された内容について、事実確認を行った結果です 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

（事業所が記載した原文のまま公表しています） 
第三者評価での確認点 

（1） 

子どもと保育

士とのかかわり

において、子ど

もの情緒の安

定をはかること

や、順調な発

育･発達を促す

ためにどのよう

な取り組みをし

ていますか 

① 入所時情緒の安定と保育士との信頼関

係を築くために保護者の勤務状況を相

談しながら慣らし保育をしっかりと行

っている。 

 

② 発達の状況を把握するために乳児は毎

月、幼児は 3 か月ごとに経過記録と発

達の記録を記入している。気になる児

についてはケア経過記録の記載をして

いる 

 

③ 保育目標、理念に基づき、保育者が率

先して挨拶やありがとうの言葉を伝え

ることで優しさや思いやりの育ちを促

すまた、乳児幼児のわけ隔てなく沢山

のスキンシップを取り、安心して過ご

せる環境作りをしている。 

① 入所時に、特に０歳児は保護者がいなく

ても、ミルクが飲める、寝ることが出来

ることは大事なことと捉え、子どもと職

員との信頼関係をしっかりと構築するよ

うにしています。そのために保護者と相

談の上、時間をかけて慣らし保育をして

います。 

② 子どもの経過記録や発達を記録すること

で、発育や発達の様子がよくわかるよう

に工夫しています。気になる子どもにつ

いてはケア経過記録をつけて、さらに細

かくチェックしています。 

③ 職員が率先して挨拶をし、感謝の気持ち

を言葉で表すようにしています。そうす

ることで子ども達も自然と挨拶を身につ

けています。乳児はもちろん、5 歳児に

もおんぶやだっこなどスキンシップをた

くさん取り、子どもの情緒の安定を図っ

ています。 

（ヒアリング、個人記録、経過記録、発達の

記録、ケア経過記録、保育日誌で確認） 

（2） 

子ども同士

のかかわりにお

いて、個の違い

を認めあうこと

や他者と自分を

大切にする心を

もてるようにす

るためにどのよ

うな取り組みを

していますか 

① 日々の子ども同士のかかわりの中で、

譲り合う、分かち合う喜びが感じられ

るように保育の設定を行っている。ま

た、いろいろな考えを伝えることによ

り、個々の違いを認め、いたわりの気

持ちがはぐくまれている。 

 

② 国旗や世界地図、日本地図などを身近

に置き、読み聞かせなどにより、世界

の国に興味を持ち様々な文化や人種が

いることを知ることができるようにし

ている。 

 

③ 朝、夕、日中の生活スペースにおいて、

異年齢での関わりが多くあることで、

憧れの気持ちや小さな子を守る気持ち

が育つ環境となっている。 

① 自由遊びでおもちゃの取り合いになった

時などは、職員は様子を見ながら仲立ち

をして、それぞれの子どもの気持ちを代

弁しています。その中で、相手の気持ち

を知り、譲り合う気持ちや分かち合う喜

びを得られるよう支援しています。 

② 運動会に向けて子ども達は様々な国旗に

色を塗って保育室に飾っています。絵本

や紙芝居の読み聞かせで色々な国のこと

を知り、自然な形で興味がもてるように

工夫をしています。 

③ 朝 7時～9時までと 17時以降は異年齢

で合同保育をしています。散歩も 3、4、

５歳児は一緒に行くことが多いので、自

然に小さい子どもは大きい子どもへの憧

れの気持ちが育っています。5 歳児は、

赤ちゃんの世話をしたい子どもが多いの

で、赤ちゃん当番を作り、交代で 0 歳児

の世話をしています。 

（観察、ヒアリング、保育日誌で確認） 
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（3） 

子どもと社会

とのかかわりに

おいて、人に役

立つことの喜び

を感じたり、人

と関わることの

楽しさを味わう

ことができるよ

うにするために

どのような取り

組みをしていま

すか 

① 年長児、年中児はお当番制を設け、お

手伝いする楽しさややり遂げる大切さ

を感じられるようにしている。 

 

② 自らの行動で、褒められたり、感謝さ

れることを知り、その心地よさを感じ

るような言葉かけを心がけている。 

 

③ 散歩時など近隣の方に挨拶をすること

により、挨拶の大切さ、気持ちよさを

知ることができるようにしている。 

① ４、5 歳児は交代で「今日のお当番」を

設けています。子ども達は自分のお当番

の日を心待ちにし、当日は張り切ってお

当番の仕事をすることで、頼りにされる

喜びや達成感、満足感を得ています。 

② 職員は常に子どものちょっとした事柄で

も褒めたり、感謝の言葉を伝えています。

牛乳を飲めなかった子どもが一口飲めた

ことを褒めることで、次第に牛乳が飲め

るよう成長しています。 

③ 散歩時には、顔なじみの警備のおじさん

や魚屋さん、お団子屋さんなど近所の商

店街の人たちに子どもたちが自発的に元

気よく挨拶し、関わりを持っています。 

（ヒアリングで確認） 

（4） 

生活や遊び

などを通して、

言葉のやりとり

を楽しめるよう

にするためにど

のような取り組

みをしています

か 

① 保育士が子どもの声に耳を傾け、やり

たいこと、言いたいことの代弁をする

ことで表現の仕方を伝えている。 

 

② 絵本や紙芝居などを取り入れ、言葉に

多く触れる機会を設けている。 

 

③ ごっこ遊びを十分に取り入れ言葉の発

達につなげるようにしている。 

① 自由遊びでは、職員が子どもの様子をよ

く観察し、タイミングを見計らい、子ど

ものやりたいことや言いたいことの代弁

をしています。職員の仲立ちにより、子

どもは表現の仕方を覚え、友達と楽しく

遊ぶ心地よさを感じています。 

② 絵本や紙芝居を多く取り入れています。

午睡前など、目をつぶって耳だけで聞き、

子どもの想像力を膨らませる工夫をして

います。絵本や紙芝居を通して色々な言

葉に触れています。 

③ 日頃から「運動会ごっこ」「お祭りごっこ」

「おままごと」などを取り入れています。

子ども達は色々な役割で遊び、自然と言

葉を習得しています。 

（ヒアリング、保育日誌で確認） 

（5） 

生活や遊び

などを通して、

話すこと・聞くこ

とが楽しめるこ

とや言葉の感

覚が豊かにな

ること、自分の

伝えたいことが

相手に伝わる

喜びを味わうこ

とができるよう

にするためにど

のような取り組

みをしています

か 

① 読み聞かせ後、絵本についての質問を

したり、感想をみんなの前で発表する

機会をもうけている。 

 

② 子どもの伝えたいことをゆっくりと聞

き満足ができるようにすると同時に、

人に話す喜びが感じられるようにして

いる。 

 

③ 見てきた事、感じた事を他者の前で話

す楽しさを知る機会を作っている。 

① 絵本や紙芝居などで、余韻が残る終わり

方の時は、子ども達がその後の様子を想

像して発表したり、感想を皆の前で発表

する機会を多く持っています。聞くこと、

話すことを自然に楽しめるよう支援して

います。（ 

② 職員は、子どもの話にじっくりと耳を傾

け、十分話が出来たと満足感を得られる

よう支援しています。また、「先生に教え

て」と子どもが話をするきっかけを作る

ように工夫しています。 
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③ 連休明けには、「連休は何をしました

か？」との職員の問いかけに、子ども達

は輪になって皆の前で発表しています。

また、散歩で拾った蝉の抜け殻を絵に描

いて、その絵を皆の前で発表し、人前で

自分の思いを発表する喜びが得られるよ

う支援しています。 

（ヒアリングで確認） 

（6） 

生活や遊び

などを通して、

楽しんで表現す

ることができる

ようにすること

や表現したい気

持ちを育むため

にどのような取

り組みをしてい

ますか 

① 絵画教室の時間があり、いろいろな題

材で表現する時間がある。 

 

② 体操やダンスをすることにより、体で

表現する楽しさを体感できるようにし

ている。 

 

③ ごっこ遊びの中で子ども同士のやり取

りを見守ったり、時には子どもの手本

となり保育者も子どもの目線に立って

かかわる 

① 月 1 回、専門講師による絵画教室で、絵

具をつけたビ－玉や色々な色紙、クレヨ

ンなどで自分の思いを絵として表現して

います。絵画教室で作った作品を玄関横

のガラスケースに飾ることで、子どもた

ちの自信に繋げています。 

② 毎日の朝礼では、その月の歌を歌い、音

楽に合わせてダンスし表現活動の楽しさ

を味わっています。週 1 回、体操の専門

講師が来て 4、5 歳児は楽しみながら

様々な運動を経験しています。 

③ 毎日の遊びの中で、職員が手本を見せた

り、子ども達の仲立ちをしています。職

員は子ども同士の言い分に耳を傾け、心

の内を聞くようにしています。子どもが

自分の言葉で自分の気持ちやいきさつを

表現できるよう支援しています。 

（ヒアリング、観察、資料「絵画教室」、資料

「体操教室」、保育日誌で確認） 

（7） 

生活や遊び

などを通して、

自発的に表現

する意欲を育

むことやみんな

で一緒に表現

する喜びを味

わえるようにす

ること、創造的

に表現すること

ができるように

するためにどの

ような取り組み

をしていますか 

① 音楽に合わせてリズム運動をしたり、

他者の動きを見ることで表現する喜び

を知るようにしている。 

 

② ままごと遊びやブロック遊びを通し

て、表現する楽しみを養い、他者と協

力して表現することを促している。 

 

③ 運動会やクリスマス音楽会の練習を通

して、たくさんの人の前で表現する喜

びや緊張感を味わえるようにしてい

る。 

① 特に雨の日は、室内で音楽に合わせたリ

ズム運動を多く取り入れています。合奏

や合唱を行い、友達と一緒に表現する楽

しさを味わっています。 

② ごっこ遊びやブロック遊びなど、友達と

関わり表現する、協力して作品を作り上

げることで、皆で一緒に表現する喜びを

味わえるよう支援しでいます。 

③ 運動会前は、運動会の歌を歌って運動会

当日の演技を待ちどうしくなる雰囲気づ

くりを行っています。練習では演技をす

る人、応援をする人に分かれて、皆の前

で表現する喜びや緊張感を味わっていま

す。 

（観察、ヒアリング、保育日誌で確認） 
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 （8） 

生活や遊び

などを通して、

聞く・見るなど

感覚の働きを

豊かにすること

や身体を動か

す楽しさを味わ

うこと、身近な

ものに対する興

味や関心を引

き出すためにど

のような取り組

みをしています

か 

① 天候に応じて散歩に出かけ、公園や通

り道でいろいろなものに触れることで

注意深く観察することや、興味のある

ものを探すなどの活動を大切にしてい

る。 

 

② 公園内で自由に体を動かすことで、身

体の発達を促している。 

 

③ 体育指導を通してコーチの話を聞き、

理解して体を動かせるようにしてい

る。 

① 職員は、子どもたちが散歩の途中、魚屋

さんの前で魚に興味を持って立ち止まっ

たり、信号の前で信号の色や標識に興味

を持ったりと、生活の中で子どもが体験

する事柄や気づきを大切にしています。 

② 散歩で行く公園では、まず１周思いっき

り走って体を温めてから、おもいおもい

に遊んでいます。公園内の遊具や縄跳び

などで遊び、身体を動かす楽しさを味わ

っています。 

③ 体育教室は、専門講師が子どもたちに

様々な全身運動の指導をしています。小

学校の授業で役立つ準備として講師の話

をよく聞く事の大切さを学んでいます。 

（ヒアリング、資料「体操教室」で確認） 

（9） 

生活や遊び

などを通して、

身近な様々なも

のに対する探

索意欲を満足さ

せることや社会

や自然の事象

や、動植物へ

の興味や関心

をもてるように

するためにどの

ような取り組み

をしていますか 

① 季節に応じて、触合えるものを考え、

日々の計画を立てている。 

 

② 季節の野菜と触れ合う機会を設け、食

に対する意欲を持つようにしている。 

 

③ 絵本や図鑑を身近に置くことで、いつ

でも興味を持った時に調べられる環境

を作っている 

① 夏は公園で蝉の抜け殻を集めたり、虫を観

察して絵を描いています。秋は色づいた葉

っぱを拾って制作に使っています。季節に

応じて自然や動植物と触れ合い興味や関

心が持てるよう支援しています。 

② 珍しい鎌倉野菜を実際に手に取って観察

したり、トウモロコシの皮むきや枝豆とソ

ラマメのさや取りなど、季節の野菜と触れ

合っています。触れ合った野菜が調理され

て、給食に出て来ることで、食材に興味を

持ち、食に対する関心がわくよう支援して

います。 

③ 保育室では、子どもの手に取りやすい場所

に絵本や図鑑を置いています。子どもが興

味を持った時にすぐに手に取り見ること

が出来るように環境を整えています。 

（観察、ヒアリング、給食サンプル写真、資

料「食育」、保育日誌で確認） 

（10） 

自分から食

べようとする意

欲を育んだり、

排泄をしようと

する意欲を育

むためにどのよ

うな取り組みを

していますか 

① できた時は、そこにいた職員がみんな

で褒め、自信につながるようにしてい

る。 

 

② 個々のタイミングをしっかりと把握

し、引継ぎをきちんとすることにより、

成功する喜びが感じられることを大切

にする。 

 

③ 素材をしることにより、食べる意欲を

高め、興味が持てるようにしている。

① 子どもの苦手な食べ物が一口でも食べら

れた時は、職員が必ず褒めて、子どもの

食べようとする意欲を育んでいます。小

さな事でも子どもが出来た時には必ず褒

め、達成感を味わい、次へ繋げるよう支

援しています。 

② トイレトレーニングは、トイレに座るこ

とから始め、座れたら褒めています。タ

イミングを見計らってトイレ誘導し、排

泄をしようとする意欲を育んでいます。

子どもの排泄のタイミングを職員間で引
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また、旬のものを使ったメニューを多

く取り入れ季節感が感じられるように

している 

き継ぎを確実に行い、成功に結びつけて

います。 

③ 子どもは野菜を見たり、触れたりした野

菜を食べることで、食材に対する興味を

感じて、食べる意欲を高めています。メ

ニューは栄養士が旬の食材を多く取り入

れ、季節感があふれています。 

（観察、献立表、ヒアリング、保育日誌で確

認） 

（11） 

身の回りのこ

とを自分でしよ

うとする意欲を

育むことや基本

的な生活習慣

を身につけるこ

と、食事や休息

の大切さを理解

することができ

るようにするた

めにどのような

取り組みをして

いますか 

① できることを褒め、できないことはや

さしく援助し、つぎの挑戦につながる

ように言葉がけをしている。 

 

② 自分でという気持ちを大切にし、個々

の成長に合わせた援助が行えるように

している。 

 

③ 体の成長に必要な栄養素や食材につい

ていろいろな素材を使い伝えるように

している。 

① 身の回りのことを子どもが少しでも出来

たら褒め、次も自分で行う意欲に結びつ

くよう支援しています。着替えの時、子

どもに「出来ないのでやってください」

と言われたら、一部援助しますが、出来

る限り子どもが自分で服を着られるよう

な声掛けをしています。また、「じゃあ、

先生がするね。でも、次は先生が見てる

から自分でやろうね。」などの声掛けをし

て自分でしようとする意欲を育んでいま

す。 

② 基本的生活習慣については、子どもの発

達段階、個人差、タイミングをよく見て

個々にあわせた援助をしています。何で

も自分でやろうとする時は見守り、「先

生、やって、やって。」の時期には、やさ

しく援助し、個々の成長に合わせて支援

しています。 

③ 4、5 歳児では、食育の一環として、一

人ずつ食べた物を栄養素毎に4色に色分

けしてシールを貼り棒グラフを作成して

います。自分がどんな栄養素の食材を食

べたかが、ゲーム感覚で楽しみながら身

につきます。職員は、子ども達に栄養素

の本や紙芝居を通して食の大切さを教え

ています。 

（ヒアリング、保育日誌、資料「食育」、年間

指導計画で確認） 

 

 



13 

 

大項目３ 保育園の特徴 

事業所から自己申告された内容について、事実確認を行った結果です 

 

項 目 
事業所による特徴的取り組みのアピール 
（事業所が記載した原文のまま公表しています） 

第三者評価での確認点 

12－（1） 

子どもの豊か

な心と身体をはぐ

くむための特徴

的な取り組みに

ついて説明してく

ださい 

① 外部講師による体育指導に参加するこ

とにより専門的な心身の向上が期待さ

れる。また保育者以外との関わりによ

り豊かな心の育みを促す。 

 

② 絵画教室で絵を描くことにより豊かな

心を育み、表現の豊かさを身に着けて

いけるようにしている。また、作品を

ガラススペースに飾ることで自信につ

なげている。 

① 週 1 回の体育教室では、スキップ運動

やハシゴ床、グーパー、キャッチボー

ルなどの運動を行っています。講師の

説明を聞く力を身につけ、身体を動か

す快感を感じ心身の発達を促していま

す。 

② 月 1 回、専門講師による絵画教室で、

絵具をつけたビ－玉や色々な色紙、ク

レヨンなどで自分の思いを絵として表

現しています。絵画教室で作った作品

を玄関横のガラスケースに飾ること

で、子どもたちの自信に繋げています。 

（観察、ヒアリング、資料「体操指導」、保

育日誌で確認） 

（2） 

保育環境に特

別な配慮を必要

とする子ども（長

時間保育、障害

児保育、乳児保

育、外国籍園児）

の保育に関して

の特徴的な取り

組みについて説

明してください 

① 長時間保育ゆったとした安心して過ご

すことのできるスペースの確保を行う 

 

② 障がい児個別の配慮を行い、毎日の記

録をつけることにより、成長発達を職

員間で把握できている。 

 

③ 外国籍の保護者にも安心して登園して

いただけるようにわかりやすく日々の

ことを説明している 

 

④ ０歳は個々の活動を大切にしている 

① 長時間保育では、人数が少なくなるた

めに、異年齢が合同の保育でゆったり

と安心して過ごせるように配慮をして

います。職員と 1 対 1 で自分の好きな

遊びをしたり、延長保育の時間だけ出

すおもちゃで遊んだりと、少しお気に

入りの時間となっています。 

② 障がい児には、保育の様々な場面で個

別の配慮をしています。個別指導計画

を立て、毎日の生活の様子を記録し、

子どもの成長、変化が分かり、保護者

と職員間で情報共有しています。 

③ 外国籍の子どもの保護者には、日々の

保育について、時間をかけて分かりや

すく説明をしています。職員が保護者

の悩みに耳を傾け、スキンシップを図

ることで、保護者のストレスの軽減や

解消を図っています。 

④ 0 歳児の保育は、一人ひとりの生活リ

ズムを大切にし、甘えや欲求を満たし、

語りかけや触れ合いを通して愛される

喜びや自信を持てるよう支援していま

す。 

（観察、ヒアリング、個別指導計画、保育課

程で確認） 
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（3） 

健康管理に特

別な配慮を必要

とする子ども（ア

レルギー疾患を

もつ園児、乳児

保育、病後時保

育など）の保育に

関しての特徴的

な取り組み（アレ

ルギー食対応、

個別食、離乳食

など）について説

明してください 

① アレルギー対応として 

食器の色別を実施、写真入りのアレル

ギープレートを作成、除去食材の確認

後の提供、年１回の受診と確認 

 

② 月１回の食育会議による変更事項や離

乳食の進み具合の細かな確認 

 

③ 離乳食について 

保護者に食材チェック表の記入のお願

いし、進み具合によって面談とアドバ

イスを行っている。 

① アレルギーを持った子どもの給食は、

子どもの写真とアレルゲンを記載した

アレルギープレートを用意して提供し

ています。専用のお盆に給食とアレル

ギープレートを乗せ、調理員と職員が

声を出して除去食材を確認してから、

提供しています。職員が見守る中、他

の子どもたちと離れた席で給食を食べ

ています。 

② 月 1 回、栄養士や調理員、園長、主任

で食育会議を行っています。職員から

の要望や厨房からの要望など、今後の

給食や離乳食について、話し合われて

います。 

③ 離乳食は、保護者の食材チェック表の

記入に基づいて行っています。お迎え

時に主任が保護者に新しい食材につい

て「食べたがっていましたよ」などと

話しかけて離乳食の段階を進めること

もあります。保護者と面談をし、その

都度見直しを行っています。 

（観察、ヒアリング、離乳食食材チェック表、

アレルギー対応ファイル、食育会議議事録で

確認） 

（4） 

食に関しての

特徴的な取り組

みについて説明

してください 

① 新しい野菜に触れる機会を作っている 

 

② 食事、おやつは安全・安心な食材を使

い、手作りしている。旬な物や地場の

食材を使用し、できるだけ無農薬、オ

ーガニックな食材を仕入れる努力をし

ている。 

 

③ 「自然食・食材のおいしさ」を味わい。

食べ物への感謝として行儀よく食べら

れるようにしている。 

① 調理前に、鎌倉野菜など珍しい野菜を見

たり、触れたりする機会をもっていま

す。 

② 食材や調味料は旬の物や地場の物、出来

るだけ無農薬、オーガニックな食材を仕

入れるなどこだわりを持っています。お

米は地元の「かるがも米」を使用してい

ます。ゴーヤなど苦味のある食材も使

い、子どもの食に対する様々な経験を深

めています。おやつも手作りです。 

③ 職員は、子どもをだっこして厨房の中を

のぞくなど、厨房を身近に感じ、食に対

する意欲を育んでいます。 

（ヒアリング、献立表、保育日誌で確認） 

（5） 

家庭とのコミュ

ニケーションに関

しての特徴的な

取り組みについ

て説明してくださ

い 

① きちんとした挨拶を交わし、一日の様

子をきちん伝えることにより信頼関係

を築くようにしている。 

 

 

 

① 玄関での受け入れ時、必ず保護者と挨

拶を交わしています。お迎え時には、

今日の子どもの様子が伝わるようにエ

ピソードを話しています。 
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② 保護者の様子にも気を付けるように

し、子どもと同じように配慮や会話を

大切にしている。 

 

③ 保護者懇談会や親子参加行事を行って

いる 

② 職員は、保護者とコミュニケーション

を取る努力をすることで信頼関係を築

いています。保護者の様子にも注意を

払い元気がなかったり、顔色が悪い時

は声をかけ、話をじっくり聞き、スト

レスの軽減や解消を図っています。 

③ 年間行事計画表をもとに、保護者懇談

会、保育参観や親子遠足などを行って

います。親子参加行事以外でも、随時

必要に応じて個別に懇談をしていま

す。 

（ヒアリングで確認） 

（6） 

地域の子育

て支援に関して

の特徴的な取り

組みについて説

明してください 

① 子育て相談の実施を予定。現在準備中。 

① 「子育てを応援します。1 人で悩んで

いませんか？保育士とお話をしてみま

せんか？」と記載した子育て応援のパ

ンフレットを作成して、近隣の未就園

児の保護者を対象として、育児相談を

開始しています。育児相談のポスター

を系列保育園で掲示しています。園舎

近隣の商店街への育児相談ポスターの

掲示も検討しています。園児と職員で

近隣地域の清掃活動への参加を、地域

交流の一環として検討しています。 

（ヒアリング、パンフレットで確認） 
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