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施設名 株式会社小学館集英社プロダクション 

小学館アカデミーひよし保育園 

所在地 横浜市港北区箕輪町 2-2-12アリソワンプレミアム日吉 101 

電話番号 045（560）1710 

評価年度 平成 27 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

評価方法 

 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 28年 1月 18日～ 

平成 28年 2月 10日 

職員アンケートを下に、職員代表による検討。 

職員グループにより確認の上、合議。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 28 年 3月 8日 

平成 28 年 3月 9日 

評価調査者 2名で、2日間を通し、園内の視察、保育内容、子ど

もの観察、園長とのヒアリング及び書類確認により総合的に評

価を行いました。1 日目、職員インタビューを実施し、お昼は幼

児と食事を一緒に行い、食育の観察と共に保育士とのかかわり

を観察しました。また、延長保育での子どもの様子を見学しま

した。2日目は利用者本人調査を実施しました。 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 28 年 1月 18日～ 

平成 28 年 2月 8日 

玄関に回収 BOXを設置 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 28 年 3月 9日 

園から選定された 5歳児 10名を対象に、園長、主任が同席の下、

保育室にて 20分間、質問 6項目のインタビューを実施し、意見

を集計・分析し、また、0歳～5歳児の保育の様子も観察し、子

どもの姿を通した園生活、保育士とのかかわり等を確認しまし

た。 
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第三者評価結果報告書 

≪総括≫ 

対象事業所名 小学館アカデミーひよし保育園 

経営主体(法人等) 株式会社 小学館集英社プロダクション 

対象サービス 保育所 

事業所住所等 〒223－0051 横浜市港北区箕輪町 2-2-12               

アリアソワンプレミアム日吉 101 

設立年月日 平成 24年 4月 1日 

評価実施期間 平成 28年 1月～28年 3月 

評価機関名 株式会社 R-CORPORATION 

評価項目 横浜市版 

 

総合評価（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項等） 

●概要 

運営主体である、株式会社小学館集英社プロダクションは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉

県に保育施設を45ヶ所展開し、内、神奈川県（横浜市・川崎市）は、18ヶ所の保育園を運営

しています。小学館アカデミー保育園は、保育理念である『「あったかい心」をもつ子ども

に育てる』を全園で共有し、7つの基本方針をベースに、「楽習保育Ⓡ」を中心した、保育

環境（ラーニングセンター、みどりのあそび場、小学館ライブラリー）と、保育活動（遊

び、生活）の両立を目指し、「あそび・せいかつ」から「まなび」へ導き、理念の実現に向

けて保育を展開しています。保育理念に基づいた保育の内容の詳細は小学館アカデミー保

育園のパンフレットに写真・イラスト等で分かりやすく記載され（ホームページからも閲

覧可能）、各項目とも詳細、精緻
せ い ち

に組み立てられており、法人のポリシーが各項目に溢れて

います。これらの取り組みは、職員教育で意思統合を図り、保育プログラムと環境を大切

にした小学館アカデミー保育園を展開しています。 

●とりまく環境 

小学館アカデミーひよし保育園が位置する港北区日吉地域は、地域全体で市街化が進み、

残された資源を保全、活用を考え、公共施設等の緑化を進め、居住環境の整備作りを推進

し、幹線道路の交通を円滑化することにより、高齢者、子ども、障害者が安心して住める

街づくりを進めています。また、駅前には慶應義塾大学があることから、住民と学生との

交流や、文化を育む街づくりの方針を掲げ、「大学と緑と豊かな生活のまち」として、今後

整備が進められています。園舎は、東急東横線の日吉駅から徒歩10分程度の綱島街道に面

したマンションの1階部分を占有し、近隣には丘陵地の木々の生い茂る緑に富んだ公園や、

竹藪や畑も残る自然豊かな環境にあります。園舎を入ると、ガラス張りの事務室が右手に

あり、左側は0歳児保育室と1歳児保育室が独立して設けられ、玄関から正面には、調理室

と、4歳、5歳児の保育室に並び、2歳、3歳児の保育室が設けられ、仕切られた開閉式のド

アを開けるとオープン保育ができるように工夫されています。人工芝の園庭は、幼児保育

室側と、園舎左手に設けられ、子どもたちは縄跳びなどで遊び、夏はプール遊びで楽しん

でいます。元気いっぱいの園児が園庭で遊び足らない活動は、散歩や野外に多く出かけ、



積極的に体を動かしています。 

 

≪優れている点≫ 

1.まだまだ進化を続ける楽習保育Ⓡ 

前年度の優れた点では、楽習保育Ⓡのレシピと発表会が挙げられました。さらに、学習保

育Ⓡの進め方を工夫して、各保育園で保育のプログラムとして実施した実例を発表会で選

定し、2年分のレシピ集が作成されていました。このレシピ集は、楽習保育Ⓡの幅・高さを

大きく広げ、内包するプログラムが多岐に渡り、進化しています。今年度は、全小学館ア

カデミー保育園で楽習保育Ⓡの系列化に取り組んでいます。それは大きく楽習保育Ⓡを 3

つの大きなプログラム（①コミュニケーションプログラム、②リズミック・運動プログラ

ム、③ネイチャープログラム）に分け、小学館アカデミー保育園の保育の大綱を固めてい

く意向です。その中身は、コミュニケーションプログラムの中に、「ことば」の豊かさを身

につけること、「本育」なども含まれており、3 つの大分類に次ぐ中分類個々のカリキユラ

ムの充実が図られていることが見えます。特に、出版大手の法人として推し進める「本育」

が今後さらに進化されていくのか、大きく期待されます。 

2.職員の資質向上に向けた「30秒の誓い」と 3H 活動の推進 

全小学館アカデミー保育園では、今年度の方針として、「子どもと自分を守る 30秒の誓い」

と、「3H活動の推進」を進めています。この 2つの活動は、子どもに止まらず、一人一人の

職員にも向けた活動であることが特徴です。「子どもと自分を守る 30 秒の誓い」では、①

人数のチェック（活動の区切り、区切りで員数の確認）、②環境と変化のチェック（子ども、

保育士、スケジュールの変化確認）、③危機発生時には、「冷静」、「落ち着き」、「自分の 5

感」の 3 つにより子どもを守り、また、子どもを守ると共に、職員自身の保育活動を守り

ます。「3H活動の推進」では、3Hとは、「褒める」、「広げる」、「励ます」のスリーワードで

あり、保育の場面で子どもに対して「3H」を進めると同時に、職員同士でもスリーワード

を上司、先輩・後輩、同僚の間で展開していきます。これにより、保育の質の向上が図ら

れ、活動を進めることにより職員全体のボトムアップが期待され、今年度の目標として推

進し、小学館アカデミー保育園全園で展開しています。 

3．合同保育の利点  

小学館アカデミーひよし保育園では、3 つの保育室を活用して、0 歳児、１歳児、2 歳・3

歳児、4歳・5歳児の異年齢保育を行っています。特に、4歳・5歳児のクラスについては、

人員配置要件では年齢別に 1 人の担任要員のところ、異年齢で行うことにより複数担任制

が採用でき、子どもに対する気配り・目配り等、手厚い体制で「あったかい心をもつ子ど

も」の育みへの具現化に成果が上がっています。異年齢保育では、上の子どもが下の子ど

もの世話をしたり、教え、下の子どもも上の子どもを見て学び・育つ利点に良い効果を上

げています。また、職員間の連携が強化され、意思疎通と情報共有が円滑に図られていま

す。 

 

 

≪さらに期待が求められる点≫ 



1. 「本育」への期待 

小学館アカデミー保育園が推進する楽習保育Ⓡの中に「本育」があります。「本育」の内

容は、１日１回の読み聞かせタイムと、小学館ライブラリーの活用が現状であり、一般の

保育園も実施している内容と同じでもあり、法人の事業体として教育を一つの柱とされて

いることを踏まえ、「本育」が取り組まれることに「教育」との関連性や、本育での意味

合いの裏付けなる何か・展開、があると、大きな期待が膨らむことは否めません。世間で

の本離れが喧伝される中で、子どもたちに「本」に興味と“わくわく感”を持たせること

は活字、マスメディアを本業とされる法人の使命とも思われます。アイデア・工夫、若し

くは多くのラインアップがされるのではと昨年も期待しましたが、現在のところ目覚まし

いものは見えていません。楽習保育Ⓡのレシピのような画期的なアイデアと同様、是非、「わ

くわくをつくろう」に則り、「本育」の展開を期待しています。 

小学館アカデミーひよし保育園としては、職員で構成された「絵本グループ」が毎月、年

齢に応じた適切な絵本を購入し、今年度は、保護者に対しても毎月の園だよりに異なった

絵本作家を取り上げ、購入した絵本の内容も紹介して伝える取り組みを行っています。 

 

２．さらなる地域との交流増進 

小学館アカデミーひよし保育園では、横浜市の地域子育て支援事業を開始してから3年が経

過し、地域との交流は開設当初より密に交流が図られてきており、今後さらに、地域との

交流活動が期待されます。地域の高齢者施設からの交流の声掛けの機会を生かし、高齢者

と園児の触れ合いの定期的な機会や、町内会の行事への参加、地域の公立の保育園を中心

とした近隣保育園との保育見学、保育参加の相互交流等を図り、子どもの生活の連続性を

踏まえ、地域社会と連携して保育を展開していかれることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市福祉サービス第三者評価結果 



 

領域Ⅰ 利用者本人(子ども本人）の尊重  領域Ⅱ サービスの実施内容  領域Ⅲ 地域支援機能   

領域Ⅳ 開かれた運営  領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上  領域Ⅵ 経営管理 

 

 

評価領域 Ⅰ 利用者本人(子ども本人）の尊重 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育計画

等の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保育理念・基本方針は、小学館アカデミー保育園全園共通 

で展開し、『「あったかい心」をもつ子どもに育てる』であり、 

7つの基本方針『「思いやり」・「生きる力」・「好奇心」・「経験、 

体験」・「得意」・「ことば」の美しさ、楽しさ・「地域との関 

わり」』を大切にして、保育サービスを提供しています。基 

本方針は、パンフレットや園の玄関、事務所に掲示し、期初 

の職員会議で、全職員で理念に沿った保育を話し合い､共通 

認識を図っています。 

●園の保育課程は、法人が策定した保育課程に沿い、理念・ 

基本方針を記載し、地域の実態、周囲の環境等を加味して作 

成し、小学館アカデミーひよし保育園の保育目標を加え、子 

どもの育ちの最善の利益を第一に考えて策定されています。 

保護者へは、入園の説明会や期初の懇談会で分かりやすく表 

現した資料と共に、説明しています。 

●保育課程に基づき、年間指導計画を作成し、期間・月案・

週案作成につなげて保育を実践しています。年齢ごとに作成

された指導計画は、子どもの年齢・発達や、個性に応じて立

案され、柔軟に実施しています。また、専門機関との関係性

を大切にし、子どもの育ちをより支えられるよう配慮してい

ます。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じた 

適切な援助の実施 

 

 

 

●3月中旬に子どもと一緒に来園を願い、入園前面接を行い、

児童票を基に、保育の中で配慮すべき体調面等を確認し、子

どもが遊んでいる様子を観察し、職員間で情報共有を図り、

共通認識を図っています。面接時の間、子どもには、新たな

環境に対する気持ちを考慮し、楽しく遊びができるよう環境

作りにも配慮しています。 

●新入園児の受け入れの際は、短縮保育（ならし保育）を行

小学館アカデミーひよし保育園 様 

評価年度 27年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#0
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#1
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http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#4
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#5


 

 

い、通常、1 週間～10 日を目安とし、子どもの個性や、保育

歴・保護者の状況に応じて期間を決めるようにしています。

在園児への配慮では、進級児の持ち上がりの保育士が担当す

るようにし、3 月末に新学期に向けて保育室の移動を行い、

新担任との関係性を作り、子どもたちに新入児を受け入れる

喜びを伝え、心の準備をしています。保護者への連絡では、0

歳～2歳児は連絡ノート（複写式）を使用し、3歳児以上は市

販のノートを活用して必要に応じて記入し、登降園時にも口

頭で伝えるよう保護者との連携を密にしています。 

●指導計画は、子どもの発達、個々の個性・興味に応じて見

直しを図り、確認しています。保護者の意向、要望に対して

は、お泊まり保育の希望を受け、法人の許可を得、園で工夫

を図り、今年度、夜間の保育にて「ねずみばーさん探し」を

テーマに、「夜のぼうけん」を企画し、子どもや保護者の意

向に副い、楽しく過ごす「時」を実現しました。 

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

 

 

 

 

 

●施設環境について、「施設業務マニュアル」に「衛生管理マ

ニュアル」を設け、清掃・衛生チェックリストに沿って確認

を行い、清潔を保っています。園内は 24時間の換気システム

を備え、0歳、1歳児クラスは床暖房を設備し、各保育室には

加湿機能付きの空気清浄器を設置して、空気の乾燥等に配慮

しています。保育室の温度・湿度については、「衛生管理マニ

ュアル」の規程に基づいて確認し、適宜、自然換気を行い、

園庭に面した窓により通風も良好であり、快適な環境を確保

しています。 

●乳児保育室内に沐浴設備を備え、体を清潔に保っています。 

温水シャワーの設備は、乳児用、幼児用が備えられ、園庭に 

も温水シャワーを整備し、夏のプール時の前後にはシャワー 

を活用して清潔に過ごせるようにしています。各設備は、使 

用後、その都度に清掃および消毒（殺菌消毒剤）を行い、清 

潔にしています。 

●子どもの発達に応じた環境づくりでは、コーナーを工夫し 

たり、柱のスペースを生かし、小集団で遊べる空間作りを行 

い、子どもが居心地良く過ごせるようにしています。園では、 

0歳児の発達に応じて 1歳児との交流を進め、保育・遊びに 

工夫しています。食事と午睡の場所に関しては、それぞれ確 

保しています。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに個別に 

対応する努力 

●0歳～2歳児については、毎月、子ども一人一人の個別指導

計画を作成しています。現在、特別支援対象の幼児は在籍し

ていませんが、課題のある子ども、障害児などを含め、個別

に指導計画を立案しています。気になる子どもについては、



 

 

 

 

必要に応じて関係機関の指導を仰ぎ、適切に対応するように

しています。週間指導計画の見直しについては、必要に応じ

て随時行い、新たな課題ができた場合は、相談・解決が図れ

るよう職員間で連携を図り、保育にあたっています。個別指

導計画見直の重要部分（個別の離乳食の進め方、トイレトレ

ーニング等）については、保護者と連携をとり、協同で進め

ています。 

●指導計画の見直しは、乳児・幼児会議で報告および確認を

行い、カリキュラム会議、職員会議、毎日のミーティングを

通して、全職員が情報共有を図れるよう体制を整えています。 

●子どもの記録としては、面談票・成長発達記録・児童票・

保育経過記録、健康台帳を作成し、職員間で共有を図り、定

期的に評価・反省を行い、子ども一人一人の発達の過程に応

じた対応をしています。記録は、事務室書庫にて保管し、必

要に応じて職員が閲覧できるようにし、事務室外への持ち出

しは禁止にしています。毎年、3月の職員会議では、通常月

と同じ職員会議と、申し送り事項や見直し事項等の職員会議

を 2回開催し、クラス担任からの報告と今年度の反省を行い、

次年度に生かしています。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する 

子どもへの取り組み 

 

 

 

 

 

 

●配慮を要する子どもについては、職員会議で話し合い、子

どもの健康面・行動面・発達面・援助すべき項目について各

クラスで話し合い、情報を共有しています。個別記録につい

ては、専門機関の臨床心理士のアドバイスを受け、記録し、

保育に生かしています。 

●障害児保育のための環境整備では、園舎はバリアフリー構

造であり、多目的トイレにオスメイトも設備されています。

小学館アカデミー保育園全園共通で、障害児の受け入れ体

制・書式を整えており、いつでも受け入れ可能な体制を整え

ています。現状、障害児保育は実施していませんが、関係機

関とは連携し、専門機関から助言を受ける体制も整えていま

す。 

●虐待の定義については、入社前研修および、虐待マニュア

ルで全職員に周知しています。虐待予防・早期発見について

は、職員は、登園時などに子どもの健康観察を行い、着替え

の際や、シャワー時に視診を心がけています。防止策として、

法人の運営事務局会議(園長会議)で得た虐待事例などを基

に、全職員に情報を周知し、共有し、話し合っています。 

●アレルギー疾患のある子どもには、横浜市書式に基づいた

医師の指示（診断書）に従って除去食を提供しています。ま



た、家庭と連携を図り、6ヶ月（子どもによっては 12ヶ月）

ごとに見直しを図り、診断書は別綴りを設け、アレルギー一

覧表を作成しています。一覧表は、給食室や各クラスの収納

扉内に掲示して活用しています。給食時では、専用トレイ、

専用食器、名札等を使用し、調理室と保育士で連携を図り、

受け取り時には保育士がダブルチェックの確認を行い、誤食

がないよう徹底しています。除去食のメニューは、指示書に

従って別途作成し、保護者に早めに配布し、初めての食材に

ついては、家庭で事前に試食してもらい、アレルギーの有無

を確かめるよう伝えています。 

●文化が異なる対応については、外国籍に係る保護者と互い

の理解が図れるよう、園で対応できるところと、家庭に協力

してもらうところを双方で確認し、理解し合い、子どもが安

心して過ごせるように配慮しています。英語対応の保護者の

場合は、英会話のできる職員が対応し、互いの意思の疎通を

図るようにしています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

 

 

 

 

●保護者からの苦情に関しては、苦情処理に関するマニュア

ルがあり、入園のしおりに苦情受付窓口・受付方法を明示し、

入園説明会等で保護者に説明しています。第三者委員の仕組

みについては、玄関に掲示して周知し、権利擁護機関につい

ての苦情解決窓口も周知しています。また、保護者から要望

や苦情が言いやすいよう、玄関に意見箱を設置し、行事後に

は保護者アンケートを行い、意見等を集約しています。第三

者委員には園だよりを送付し、保護者へは園行事に招いた際

に委員を紹介しています。意見を表明するのが困難な園児や

保護者に対しては、職員からコミュニケーションを図るよう

努め、小さな事でも担任以外の保育士にも言ってもらえるよ

う、話しやすい雰囲気作りを心がけています。また、外部の

危機管理会社に依頼して事例の共有を図り、顧客満足に努め

ています。 

●外部の機関として、港北区こども家庭支援課と連携し、必

要に応じて第三者委員を交えて苦情解決にあたる体制があり

ます。苦情や要望を受ける体制では、会議などで職員に内容

を周知し、過去にあった苦情・要望に関してはデーターを蓄

積し、問題解決と再発防止に生かしています。 

 

 

 

 



評価領域 Ⅱ サービスの実施内容 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅱ－１ 保育内容［遊び］ 

 

 

 

 

 

 

●子どもが自主的に活動できるよう、玩具は子どもの手の届

く場所に設置し、自由に取りだして遊べるようにしています。

玩具は、楽習保育Ⓡ（小学館アカデミー保育園独自の取組み）

のコンセプトで揃え、季節ごとに見直し、入れ替え、形状の

違うものを提供しています。玩具の設定については、朝夕の

合同保育・自由時間・クラス別・年齢別等、それぞれに応じ

て使い分け、環境設定を行っています。 

●子どもがそれぞれの遊びに集中できる環境作りを工夫し、 

各クラスにラーニングセンターを工夫して設け、コーナーの

１つとしてゴザも活用しています。ライブラリーコーナーで

は、絵本等の内容・冊数が充実しており、職員で構成してい

る「絵本グループ」が毎月、年齢に応じた適切な絵本を購入

しています。園では、昨年度に続き、今年度は、「本育」の取

り組みとして、保護者に対しても園だよりに毎月、異なった

絵本作家を取り上げ、購入した絵本の内容を紹介して伝えて

います。また、子ども自身が絵本を選んで借りて帰り、翌日、

返却するルールを決め、園児一人に対して、平均年間 100 冊

以上も貸し出される等、本育を進めています。 

●カリキュラムに応じて、一斉保育と自由保育を組み合わせ、

実施しています。一斉活動では、子ども同士のトラブルや玩

具の取り合いなどを通して、人間関係を学ぶ場とし、みんな

で一緒に遊ぶ楽しさ、喜びを味わい、友だち関係やルールを

守る等の社会性を育んでいます。理解できない子どもには繰

り返し伝え、保育士が援助することで自分を受け入れてくれ

る保育士の存在が社会性を育む醸成になっています。自由遊

びでは、子どもの意見や自由発想を取り入れながら、ラーニ

ングセンターを数種設定し、子どもが自由に選択できるよう

にし、個々に楽しく遊べるように配慮しています。 

●動植物の飼育や栽培の取り組みでは、園で畑を借り（地主

所有）、子どもたちは土と触れ合い、草刈や、さつま芋を栽培

し、収穫を体験する機会を設けています。収穫したさつま芋

で芋スタンプの製作や、焼き芋を作り、スィートポテトの調

理体験を行う等、食育に生かしています。園内では、プラン

ターを利用して、お米や野菜の栽培を行い、水やりや成長を

観察し、収穫の喜びを共有しています。また、全園児でクラ

スごとにクラスをイメージする色のチューリップの球根を植



え、名前をつけて毎日の生育状況を観察し、4 月の開花を楽

しみにしています。5歳児は新たに入園する 0歳児のために、

「もも色」のチューリップを植えて育てる等、思いやりと子

どもの感性を育む良い取り組みです。飼育では、散歩先で捕

まえたバッタ・カマキリや、保護者からいただいたクワガタ・

カブトムシを飼育・観察し、時期を見て自然に放し、科学絵

本で生き物の生態や命について知る機会につなげています。

現在は、カタツムリを飼育しています。4歳、5歳児は自分た

ちで図鑑を手に取り、生態等を調べています。 

●子どもが自由に自分の気持ちを表現できる機会として、3

歳児以上は自分専用の自由画帳やハサミ、糊、クレパスを保

有し、みんなで使える素材も用意し、個々が自由に表現でき

る機会を提供しています。 

●子ども同士のケンカの場合は、保育士はすぐに仲裁せず、

危険のないよう見守りながら状況を確認し、双方の話しを聞

き、お互いが理解・解決できるよう話し合いを促し、他人の

痛みや人の気持ちに気が付く経験や、仲間を褒める経験を大

切にしています。保護者には、クラス懇談会等を通して人と

関わりながら育つことの大切さを伝えています。さらに、園

だより等で、兄弟のように育ち合う幼児期の関わりが人生の

基礎になることや、発達の状況確認の仕方等を伝えています。 

●園外活動では、天気の良い日は散歩や野外活動に積極的に

取り組んでいます。訪問調査当日は、ネイチャープログラム

の一環として、「春の自然を見つけよう」をテーマに、近く

の公園に出かける活動に同行し、3歳～5歳児合同で出かけ、

子どもたちは、新しい芽の息吹や、鳥の声に触れ、冬眠から

でてきた蟻を見つけたり、春の花を見つけ、観察し、自然と

の触れ合いを体験する姿を観察できました。天候の不順な日

は、室内でマット・跳び箱・鉄棒・平均台を使用して、体を

動かす運動や、園庭で縄跳びなどを行い、健康増進の工夫を

図っています。夏の屋外活動では、気候に応じて日陰の多い

公園を選んで散歩に行き、紫外線対策に襟足付き帽子を着用

し、必要に応じて、長袖のシャツの着用や、要望に応じて虫

よけリングの装着をする等、配慮しています。子どもの健康

状態については、朝の受け入れ時の確認により、子どもの体

調に合わせて看護師、園長が個別に配慮しています。   

Ⅱ－１ 保育内容［生活］ ●食事では、子どもの負担にならないよう盛り付けに配慮し、

年長児は自分で盛付けをして食べられる量を盛り付け、完食

の喜びを味わえるようにしています。乳児の授乳、離乳食に

ついては、授乳から離乳食に移行できるように配慮し、離乳



 

 

 

 

 

食の進め方では、保護者と相談しながら、離乳食進行表（目

安表）に基づいて確認し、子どものペースに合わせて個別に

対応しています。 

●毎月の献立は、栄養士が献立表を作成し、季節感を取り入

れ、旬の食材を提供しています。素材の形状、硬さ・柔らか

さなどは子どもの成長に応じて工夫して調理しています。食

事は、落ち着ける雰囲気の中で食事ができるように配慮し、

食事のルールやマナーも伝えています。食器は、陶器製のも

のを採用し、幼児はお椀を使用し、茶碗 2 種類と皿 3 種類を

用意し、食具（フォーク、箸等）も年齢に応じて用途で揃え

ています。 

●子どもの喫食状況について、毎日のミーティングでクラス

ごとに給食・間食の状況を確認し、次回の配膳量や食材の切

り方等の調整に生かすようにしています。栄養士・調理師は、

3 人体制で１人は食事時間に保育室に入り、食事の様子、喫

食状況を観察し、残食を記録し、献立・調理の工夫に反映す

るようにしています。また、栄養士は、児童表から個々の子

どもの好き嫌いを把握し、苦手な食材については「一口食べ

てみよう」と声かけを行い、身近な関係性を築いています。

初めての献立の際は巡回し、食事の状況を観察しています。

行事食は、節分、ひな祭りなどの行事に合せて提供し、日本

の伝統・文化を継承する機会にしています。 

●献立表は、毎月月末に翌月の献立表を各家庭に配布し、各

保育室にも掲示しています。食育については、給食だよりに

献立のポイントや旬の食材、レシピについて掲載して保護者

の興味・関心につなげています。給食サンプルは、玄関に設

置して保護者に知らせています。 

●午睡時は、睡眠環境に配慮し、年齢、発達に応じて休息の

長さや時間帯の調整を考慮し、その日の状態に応じて個別対

応を行っています。眠れない子は、無理強いをせず、静かに

過ごせるよう配慮して対応しています。SIDS予防では、各保

育室でタイマーを利用し、0歳児は 5分ごと、1歳、2歳児は

10分ごと、3歳児以上は 15分ごとにブレスチェックを行って

います。年長児は就学に向けて、9 月頃から午睡を徐々に短

くし、小１準備プログラム（小学館アカデミー保育園独自の

プログラム）の時間に移行するようにしています。 

●排泄については、保護者と連携を図り、個人差を尊重し、

子どもの発達に応じて個別にトイレットトレーニングを進め

ています。戸外に出かける際や、食事前、活動の移行時には

トイレに行く習慣を身に付けるようにしています。排泄に失



敗した際には、子どもの羞恥心に配慮し、シャワーを利用す

る等、気持ち良く過ごせるようにし、家庭にも子どもの気持

について助言しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理

［健康管理］ 

 

 

 

 

 

●保護者からの苦情に関しては、苦情処理に関するマニュア

ルがあり、入園のしおりに苦情受付窓口・受付方法を明示し、

入園説明会等で保護者に説明しています。第三者委員の仕組

みについては、玄関に掲示して周知し、権利擁護機関につい

ての苦情解決窓口も周知しています。また、保護者から要望

や苦情が言いやすいよう、玄関に意見箱を設置し、行事後に

は保護者アンケートを行い、意見等を集約しています。第三

者委員には園だよりを送付し、保護者へは園行事に招いた際

に委員を紹介しています。意見を表明するのが困難な園児や

保護者に対しては、職員からコミュニケーションを図るよう

努め、小さな事でも担任以外の保育士にも言ってもらえるよ

う、話しやすい雰囲気作りを心がけています。また、外部の

危機管理会社に依頼して事例の共有を図り、顧客満足に努め

ています。 

●外部の機関として、港北区こども家庭支援課と連携し、必

要に応じて第三者委員を交えて苦情解決にあたる体制があり

ます。苦情や要望を受ける体制では、会議などで職員に内容

を周知し、過去にあった苦情・要望に関してはデーターを蓄

積し、問題解決と再発防止に生かしています。 

Ⅱ―2 健康管理・衛生管理・安全管理

［衛生管理］ 

 

 

 

●施設運営業務マニュアルの中に衛生管理に関するマニュア

ルがあり、衛生管理マニュアルは法人の看護師会で見直して

います。園では毎年、マニュアルに沿って園内研修を行い、

衛生管理マニュアルに沿った掃除チェック表を作成し、全職

員がトイレ、各保育室、給食室の清掃に努め、清潔な環境を

確保しています。また、ノロウィルスの嘔吐物処理について

は、保育士個人の汚物処理セットを作り、早急な対応に備え

ています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理

［安全管理］ 

 

 

 

 

 

●安全管理では、家具等に滑り止めネットをかけ、低い棚や

パーテーションを配置し、安全対策を講じています。避難訓

練は、4月～6月は月 2回実施し、7月からは月１回の訓練を

行い、指定避難場所への確認も実施しています。昨年 10月の

避難訓練の際は、消防署より消防車・救急車・ポンプ車が来

園し、子どもたちに命を守る大切さを伝えています。防災の

日（9 月 1 日）には、非常食体験会を園児と一緒に実施して

います。また、警察の指導による防犯訓練も実施しています。

安全管理に係るマニュアルは、施設運営業務マニュアルの中



 に整備し、職員に対してマニュアルに基づいた対応を周知徹

底しています。昨年、園内に AED が設置され、実施研修を行

い、使用方法を習得しています。緊急連絡体制は、職員用連

絡網も備え、保護者向けには、小学館アカデミー保育園のブ

ログおよび安心伝言板、171 伝言ダイヤル、一斉メールにて

連絡ルートを整え、年１回は実施・確認をしています。 

●事故やケガについては、普段利用する病院と区別して救急

病院の一覧を明確に表示し、対応に備えています。また、ケ

ガ報告書・事故報告・ヒヤリハット・ヒヤリハットマップを

作成および記録し、職員会議で周知し、再発防止策を立てて

防止に努めています。ヒヤリハットマップは、園内、散歩、

公園用を作成して活用しています。 

●外部からの侵入に対して、園舎のマンション建物内に管理

会社の防犯カメラが設置されており、安全管理がされていま

す。また、港北警察署日吉本町交番に巡回を依頼しています。

不審者情報は、港北区役所からの防犯メールの他、町内自治

会長とのネットワークにより情報を入手しています。 

Ⅱ－３ 人権の尊重 

 

 

 

 

 

 

●子どもの人権について、理念、方針に盛り込まれており、

職員は入社時に研修を受け、「職員マニュアル」に明記され、

人権についての園内研修でも行っています。園長は、保育士

に保育・教育の面から理解を促し、注意をする際は声を荒げ

ず、個人を尊重して穏やかに取り組むよう、より良い保育に

努めています。 

●子どもが友だちや職員の視線を気にせず過ごせる場所や、

一対一で話せる場所、子どもが落ち着ける場所を用意し、穏

やかな気持ちで過ごせるよう配慮しています。また、事務室

を子どもの体調管理や気持ちの安定場所として役立てていま

す。職員は、配属前研修でプライバシー保護、プライバシー

侵害について事例を通して学び、職員間の守秘義務について

は、入社時に誓約書を提出し、配属後も留意しています。保

護者に対しては重要事項説明書で説明し、特に、肖像権につ

いては、入園時に保護者と書面にて同意を得た上で、掲示お

よび掲載をするようにしています。 

●個人情報の取り扱いについては、職員は入社前研修テキス

トに沿って研修を受け、スキルアップ研修（１年後）、フォ

ローアップ研修（3 年後）でも研鑚しています。守秘義務に

ついては、意義や目的を全職員（ボランティア・実習生含む）

に周知し、誓約書を交わしています。個人情報が記載されて

いる書類は、事務所内の鍵付きロッカーに保管しています。 



●性差に関する配慮では、名簿は生年月日順にし、遊び方や

行事での役割、持ち物や服装での区別や、グループ分けや整

列も性別で区分けをすることはしていません。身体的、精神

的な話をする場合は個々に対応し、コンプライアンスを守る

ようにしています。しかし、夏のプール時や、運動面や遊び

の大胆さの差異を考慮し、状況に応じて男女別の遊びを提供

することもあります。職員は、父親・母親等の役割を固定的

に捉えた話し方や、表現は行わず、理解しています。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

 

 

 

 

 

●保育理念、保育方針は、園のパンフレット、入園のしおり

に記載し、保護者の目に付くように園内にも掲示しています。

園だより、クラスだよりには行事ごとのねらいを記載して理

解を促しています。行事後は保護者アンケートを実施し、保

育方針が理解されているかを把握しています。職員は、保育

理念の「あったかい心を持つ子どもに育てる」ことを大切に

し、想いを持ち、理念の具現化と共に保育にあたっています。 

●保護者との情報交換は、送迎時、乳児は個別の連絡ノート

（複写式）で子どもの様子を伝え、園生活での様子や活動内

容はクラス別の連絡ボードにて「今日の保育」について詳し

く伝えています。長時間保育をする家庭には、引継ぎをきち

んと行い、遅番の職員が保護者に口頭で伝えられるようにし

ています。 

●保護者の相談については事務室で行い、保護者のプライバ

シーを守るよう配慮し、相談内容は守秘義務の基、記録をし

ています。個別面談は年 2 回、クラス担任が実施しますが、

場合に応じて園長、主任が同席することもあります。また、

夏の保育参加では保護者の希望に応じて、個別面談を実施し

ています。 

●園生活に関する情報は、各クラスで「今日の保育」と題し、

ねらいや遊びの様子を掲示し、全ての年齢の内容が確認でき

るように情報を提供しています。また、園だより、クラスだ

より、保健だより、給食だよりを毎月発行し、園のブログや

写真販売、トピックス写真の掲示等で、保護者に保育の内容、

子どもの様子が伝わるようにしています。今年度は、ビデオ

上映会（日頃の子どもの様子）を 4月・9月・2月に実施し、

日常の保育の様子、子どもの成長が確認できる機会を設けて

います。 

●保護者の保育参加・参観では、年間行事予定に日程、時間、

内容を記載し、4 月第１回の保護者会で配布し、保護者が参

加しやすいよう配慮しています。保育参加は、27 年度では 7



月の 2 週間、プール時に重ねて日程を選べるよう幅広く期間

を設けて実施しています。保育参加では、保護者にエプロン

を着用の上、保育士体験をしてもらい、給食の試食では味付

けについても確認できる機会にしています。 

●職員は、保護者とは常にコミュニケーションを図り、運営

委員（6 名）のクラス代表の保護者には、委員会で状況に応

じて話をしたりしています。現在、保護者から場所の提供や

職員参加の要望はありませんが、対応できる体制は整えてい

ます。 

 

評価領域 Ⅲ 地域支援機能評価領域  

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て 

支援サービスの提供 

 

 

 

 

 

●港北区の園長会議に園長が出席して情報・ニーズを収集し、

地域の福祉・子育て支援サービスのニーズを把握するよう努

めています。さらに、地域の保育園、学校関係や高齢者施設、

近隣住民等と積極的に交流を持つよう期待されます。今年度、

子育て支援サービスは育児講座、交流保育を各 3 回、実施し

ています。また、園では、毎月の誕生日会に地域の子育て親

子を招き、園児と一緒に祝う「地域開放の日」を設け、さら

に、園見学者、嘱託医に案内を配布し、港北区役所の子育て

支援の広報誌に掲載する等、周知して取り組んでいます。 

●地域の子育てニーズは、港北区の幼保小連絡会、園長会議

で得た情報やニーズに関して職員会議で伝え、役立てていま

す。また、港北区のわくわく広場や地域ケアプラザの子育て

支援事業に参加し､地域住民のニーズを把握しています。育児

講座では、ボランティアグループによる人形劇や、地域開放

日に職員によるパネルシアターや人形劇等を催し、地域の子

育て親子や子どもに好評を得ています。 

Ⅲ－2 保育園の専門性を活かした 

相談機能 

 
 

●地域住民に対する園の情報提供については、ホームページ

やブログに掲載して提供する他、園見学者、地域開放等や育

児相談を通しての提供が主になっていますので、今後さらな

る工夫が期待されます。育児相談は、毎週火曜日 16：00に設

定して実施しています。育児支援のお知らせや保育園情報は、

港北区子育て情報サイト、広報よこはま港北区版に掲載され、

わかりやすく情報が提供されています。 

●関係機関との連携では、関係諸機関、団体はリスト化し、

担当は園長とし、連携に努めています。 

 



評価領域 Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュ

ニティへの働きかけ 

 
 

●地域に対して、園の理解促進のための取り組みとして、行

事（夕涼み会）に近隣に案内し、園の取り組みや子どもの様

子を見てもらう機会にしています。また、ハロウィンワーク

ラリーや、親子での保育体験の行事を通して地域と交流を行

うように努めています。近隣の慶応義塾大学付属中学・高等

学校から運動会での用具を借用したり、地域の就学先の小学

校とも交流を行っています。港北区主催のわくわく広場や地

域ケアプラザ主催のにこにこ広場の子育て支援行事では、パ

ネルシアターを実施したり、楽器類を貸し出す等、協力して

います。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する 

情報提供 

 
 

●園のサービス内容・保育方針などの情報提供は、小学館ア

カデミー保育園のホームページや園のブログ、園のパンフレ

ットを園見学者や来園者に配布しています。また、入所案内

の広報誌や、「ヨコマハはぴねすぽっと」、地域子育て情報

「びーのびーの」で園の情報を提供しています。入園のしお

りには、保育内容などの情報、料金を記載しています。 

●園への問い合わせについては、園長または主任が対応し、

園のしおり等で小学館アカデミー保育園の仕組みについて伝

えています。園の見学日は、毎週火曜日の 16時に設定してい

ますが、急な入園判断を必要とされる場合には、都合に合わ

せて対応しています。また、地域開放日のお誕生日会の際に

も見学や質問を受け付けてしています。 

Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

 
 

●ボランティアの受け入れでは、ボランティア受け入れのた

めのマニュアルがあり、担当は園長とし、マニュアルに基づ

いてボランティアを受け入れ、希望者があれば､積極的に受け

入れていく意向です。 

●実習生の受け入れでは、実習生受け入れのためのマニュア

ルがあり、担当は園長、主任とし、マニュアルに基づいて実

習生を受け入れています。実習では、実習生のねらいや日程

を一覧にして保育士に配布し、学校の意向の確認とカリキュ

ラムに沿って実習が効果的に行われるようにしています。実

習終了時には振り返りを行い、保育に反映させています。園

では、保育士養成学校、国家試験を受ける方を配属前の実習

等を受け入れの実績があります。 

 

 



評価領域 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

 
 

●小学館アカデミー保育園に勤める職員としての行動目標を

明文化し、専門性・社会人性・人間性を総合的に判断し、一

般職員から主任、園長への人事管理へとつながる考え方を定

めています。法人で研修計画が策定され、入社時研修、フォ

ローアップ研修、ステップアップ研修等を設け、テーマ別や、

職種・役職別に実施し、該当者は参加しています。また、人

事考課制度があり、個人別目標の設定、個人別能力向上シー

トの作成を行い、目標と研修計画に沿って面接を実施し、人

事の異動も含め人事政策を展開しています。さらに、保育の

専門性を高めるためのアドバンス研修では、希望者が研修を

受講できる機会を設けています。 

●職員、非常勤職員の研修体制については、法人としての研

修計画があり、必須の研修と選択できる研修がラインナップ

されています。園では、職員の個別の年間目標・研修計画を

作成し､職員ごとに保育の目標・課題・必要な研修項目をリス

ト化しています。研修受講後は、職員会議にて伝達研修を行

い、職員間で共有化を図り、個々の質の向上に役立てていま

す。非常勤職員への研修は、園内研修の参加を促し、参加で

きない場合は資料を渡し、常勤職員が研修受講後の報告書を

回覧し、共通理解と資質向上に努めています。 

●非常勤職員等の日常の指導・連携については、職員連絡ノ

ート、非常勤用の連絡ノート、給食室連絡ノート等を通して

情報の共有化を図っています。回覧の資料は、全職員の名前

を一覧にして閲覧を確認するようにしています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

 
 

●サービスの評価では、職員会議で年間目標を提示し、保育

士は定期的に自己評価を行い、取り組むべき課題を明確にし、

改善策・改善実施計画を立て、次年度につなげる仕組みを整

えています。 

●保育士の自己評価では、保育や業務の計画、記録を通して、

「個人能力向上シート」を活用して園の指導計画も加味して

年間の課題・目標を記載し、自己評価を行い､振り返りおよび、

取り組むべき課題を明確にし、半年に 1 回、園長が評価を行

い、改善に努めています。 

●保育所の自己評価は、園の理念や保育の方針、保育課程に

沿い、園の方針は月案、週案に展開し、月末、週末ごとに評

価・反省を行い、次月、週の計画に反映させています。障害



児や要配慮児童の保育に関しては、個別支援計画（要配慮児

童は月案、週案の中で）を作成し、クラスを超えた対応を行

っています。 

●小学館アカデミー保育園では、2012 年度から第三者評価を

毎年受審し、年により非受審園は第三者評価の利用者アンケ

ートを活用して取り組んでいます。今年度は、第三者評価を

受審し、職員全員が自己評価票に自己の振り返りと共に取り

組み、園全体の現状を把握し、改善課題を抽出して取り組み

ました。保育所の自己評価結果は公表しています。また、職

員会議を通して日々の保育、行事について振り返り、帳票へ

の記入等についても協議を図り、改善に努めています。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

 
 

●法人にて職種別に期待される職員像を明文化し、能力、経

験、習熟度等の期待基準を記載した「求められる職員像」と

しています。職員は、期待水準を目標として目指し、日々研

鑽しています。また、園長・主任・保育士・看護師・栄養士

の職務分担表もあります。人事考課制度では、個人の目標設

定と達成度を勘案し、園長と面談後、法人本部にて評価され、

昇給・賞与に反映されます。園長との面接の際は、個々の異

動の希望、クラス担当の希望も含めて各保育士の意向を聞き、

満足度も把握しています。年度末には、法人本部が各職員に

対して「職務改善事項アンケート」を行い、職員の意向を把

握しています。 

 

評価領域 Ⅵ 経営管理 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

 
 

●守るべき法・規範・倫理等は、「ブルーファイル」（入社前

研修資料：マニュアル相当）に明文化され、「保育の基本編」、

「勤務の心得編」を通して周知・徹底しています。職員は、

保育士倫理綱領や就業規則を順守し、実践に即した規定とし

ての職員マニュアルを常備し、常に確認できるようにしてい

ます。経営、運営状況等の情報は、小学館アカデミー保育園

グループとしてホームページで公開しています。コンプライ

アンスに関して、法人本部より運営事務局会議の安全委員会

で討議された事例が配信され、園内研修で取り上げ、職員は

守るべき規範について再確認しています。 

●環境整備では、施設運営業務マニュアルの中に環境方針が

明文化され、ヨコハマ 3R夢（スリム）方針を意識し、省エネ

ルギーと環境配慮の促進に向けて、電灯スイッチにピンクと



青色テープで目印を付け、スイッチを入れる時間帯を区別し

て節電を実践し、ゴミの減量化と分別にも取り組んでいます。

緑化推進では、園庭のプランターで花を植え、栽培を楽しみ

ながら緑化をすすめ、環境教育につなげています。また、牛

乳パック、廃材を利用して自由制作（台やプール遊びでの大

型の船等）に活用する等、エコ活動を展開し、活動内容はブ

ログにも掲載し、啓蒙の一助としています。 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任

の役割等 

 
 

●理念・基本方針を明文化したものを事務室・保育室・休憩

室に掲示をし､職員や保護者がいつも目に触れるようにして

います。期初の職員会議では､園長は､理念・基本方針を取り

上げ､注意を喚起すると共に､その後の会議でも理念を絡めた

話をし、職員が共通理解出来るようにしています。 

●園内研修に関して、リスクマネージメント・アレルギー・

楽習保育・絵本などのグループに分け、異なった部門の職員

との組み合わせでチームを編成し、それぞれのグループでテ

ーマを決め､研修会で発表する仕組みを作っています。 

●重要な意思決定については、あらかじめ保護者代表の運営

委員と相談し､継続的に意見交換を行い､コミュニケーション

を取りながら進めています。今年度、小学館アカデミーひよ

し保育園の春のファミリーイベントが雨で中止になり、保護

者の要望から、代替で秋の親子遠足を実施した例があります。 

●園長と協力して、スーパーバイズができる主任は、乳児リ

ーダー・幼児リーダーの育成に力を入れ、急な職員の遅刻や

休みの際、欠員を効果的に補充するようにしています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

 
 

●園長は、施設事務局会議や、資料作成のための横浜市の監

査会議や、日本こども育成協議会に参加し、保育業界や保育

施策等の諸情報の収集に努めています。地域の保育の情報に

ついては、港北区の園長会議などで収集し、職員に周知して

います。また、育児支援事業を通じて保護者からニーズを把

握し、今後の計画に役立てています。 

●中・長期計画は、法人本部の運営事務局会議でのアジェン

ダが作成され、それらを基に、園長は、中・長期計画（基本

的に体質改善計画を中心とし）を立案し、3年事業計画を策

定しています。中・長期計画で重要な情報は、必要に応じて

会議等で職員に報告し、重点改善課題として設定しています。

園の重点改善課題については、園全体の問題として全職員で

検討し、取り組んでいます。 

●次期後継者については、園、法人本部共に幹部職員の育成

に日々努めています。外部の機関や専門家等からの意見は、



法人本部、法人の顧問、弁護士等の他に、楽習保育に関して、

外部の保育アドバイサーから意見を採り入れ、よりよい園運

営に生かしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【小学館アカデミー ひよし保育園 利用者アンケートの特徴】 

実施年度 / 評価項目手法 27年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 小学館アカデミー ひよし保育園利用者家族（世帯数 52） 

有効回答数 39世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 75 ％ 

  

未記入 1世帯 

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

 

●利用者アンケートの特徴として、総体的に『満足』の回答率が高く、また、『満足』、『ど

ちらかといえば満足』を合わせて（以下、「ほぼ満足」）見ると、全ての項目において「ほ

ぼ満足」は 80％以上であり、保育目標、保育方針に賛同している回答は 74％を示し、ほぼ

賛同（賛同できる、まぁ賛同できるを合わせて）については 92％の回答率からも保護者の

理解が一体となった小学館アカデミーひよし保育園の日々の保育の成果が保護者の安心

感・満足度につながっている結果として表れています。『満足』が一番高い項目では、「お

子さんが給食を楽しんでいるかについて」であり、『満足』は 82％の回答を得ています。他

に、「入園時の面接でお子さんの様子や成育歴などを聞く対応について」、「給食の献立につ

いて」も『満足』は 77％を示しています。『ほぼ満足』を示している項目は、「お子さんが

保育園生活を楽しんでいるかについて」が満足 79％、どちらかといえば満足 21％で、ほぼ

満足は 100％を得ています。また、「感染症の発生状況や注意事項等の情報提供について」

は、満足 72％、どちらかといえば満足 28％にて、100％ほぼ満足を示し、「園だよりや掲示

等による園の様子や行事に関する情報提供について」でも満足 69％、どちらかといえば満

足 31％であり、ほぼ満足 100％の回答を得ています。他に、「ほぼ満足」の高い項目は、「基

本的生活習慣の自立に向けての取り組み」ではほぼ満足は 98％であり、「年間の保育や行事

についての説明」、「自然に触れたり地域に係る等の園外活動について」もそれぞれ無回答

者が 1名ありますが、「ほぼ満足」では 98％の回答となっています。 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

6世帯 3世帯 10世帯 10世帯 4世帯 5世帯 



アンケートの意見では、小学館アカデミー保育園独自の「楽習保育」が園行事で様々に感

じ、絵本の貸し出しがあることへの評価や、保育園の考え方、内容も充実し、保育士の配

慮（行事等）、子どもの接し方が素晴らしく、保育士の目がみんなに行き届いており、保護

者自身も手本になっているという声が多く挙がっています。また、子どもを大事にし、運

営会社もしっかりしているので安心な面が多いとの意見と共に、小学館アカデミーひよし

保育園はとても良い園であり、大変満足しているという声をいただいています。 

●「不満」の回答はほとんどありませんが、どちらかといえば不満を感じる、満足が比較

的低い項目では、「送り迎えの際のお子さんの様子に関する説明」について、満足 46％、ど

ちらかといえば満足 36％、どちらかといえば不満 8％、不満 10％であり、意見からは、3

歳以上から個々の連絡帳がなくなった要因にて、保育士の視点での子どもの様子が聞ける

機会や、一人一人への報告が欲しいという要望も上がっています。また、「子どもが戸外遊

びを十分しているかについて」では、満足 42％、どちらかといえば満足 38％、どちらかと

いえば不満 8％、不満 8％、その他 3％、無回答 3％となっており、意見からは、毎日いろ

いろな公園で戸外活動や他活動の実施に対する感謝の言葉も挙がっていますが、夕方の散

歩や午後の園庭遊びに対する要望・意見もいただいています。今後、益々園の良い点を生

かし、安心・満足度の高い保育の継続を期待しています。 

 

●総合的に、『満足』は 62％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 33％、『どちらか

といえば不満』5％であり、サービスの内容について、957％『ほぼ満足』していると、捉

えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

小学館アカデミーひよし保育園 

 

■保育園の基本理念や基本方針について 

あなたは、この園の保育目標・ よく知って まぁ知って どちらとも あまり知ら まったく 無回答 

保育方針をご存知ですか いる いる いえない ない 知らない   

  
 

（人） 12 24 1 0 0 2 

    （％） 31% 62% 3% 0% 0% 5% 

 

あなたは、その保育目標や保育 賛同できる まぁ賛同 どちらとも あまり賛同 賛同でき 無回答 

方針は賛同できるものだと思い   できる いえない できない ない   

ますか 
 

（人） 29 7 1 0 0 2 

    （％） 74% 18% 3% 0% 0% 5% 

 

■保育園のサービス内容について 

問２ 入園する時の状況について 

   
満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答 

   
  いえば満足 いえば不満       

      18 6 1 0 13 1 

  
 

  46% 15% 3% 0% 33% 3% 

見学の受け入れについては ・見学してません。（10）         

  
 

  ・新設園のためなし。（3） 
   

  

                  

      25 9 1 0 2 2 

  
 

  64% 23% 3% 0% 5% 5% 

入園前の見学や説明など、園 ・新設園で入園ギリギリの開所だったためなし。     

からの情報提供については 
     

  

                  

      23 14 0 0 0 2 

  
 

  59% 36% 0% 0% 0% 5% 

園の目標や方針についての             

説明には 
 

  
     

  

                  

      30 7 0 1 0 1 

  
 

  77% 18% 0% 3% 0% 3% 

入園時の面接で、お子さんの ・あまり子どもに興味がなさそうな様子で不安になりました。   

様子や生育歴などを聞く   
    

  

対応については     
    

  

調査結果 



      23 14 1 0 0 1 

  
 

  59% 36% 3% 0% 0% 3% 

保育園での１日の過ごし方に             

ついての説明には     
    

  

                  

      25 11 2 0 0 1 

  
 

  64% 28% 5% 0% 0% 3% 

費用やきまりに関する             

説明については     
    

  

                  

 

問３ 保育園に関する年間の計画について 

   
満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答 

   
  いえば満足 いえば不満       

      24 14 0 0 0 1 

  
 

  62% 36% 0% 0% 0% 3% 

年間の保育や行事についての             

説明は 
 

  
     

  

                  

      20 14 1 2 1 1 

  
 

  51% 36% 3% 5% 3% 3% 

年間の保育や行事に、保護者 ・初めての年なので、よくわからない。       

の要望が活かされているかに   
    

  

ついては 
 

    
    

  

                  

 

問４ 日常の保育内容について 

「遊び」について 

   
満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答 

   
  いえば満足 いえば不満       

      20 16 0 1 1 1 

  
 

  51% 41% 0% 3% 3% 3% 

クラスの活動や遊びについては ・難しい内容だと感じることもある。       

（お子さんが満足しているかなど）   
    

  

  
 

  
     

  

  
 

    
    

  

  
 

    
    

  

         

                  



      16 15 3 3 1 1 

  
 

  41% 38% 8% 8% 3% 3% 

子どもが戸外遊びを十分 ・公園に連れて行ってくれることには満足。園庭が狭く、あまり活用されていな 

しているかについては い点が不満。 

                  

      24 12 2 0 0 1 

  
 

  62% 31% 5% 0% 0% 3% 

園のおもちゃや教材については 
   

      

（お子さんが自由に使えるように 
     

  

置いてある、年齢にふさわしいか   
    

  

など） 
 

    
    

  

                  

      24 14 0 0 0 1 

  
 

  62% 36% 0% 0% 0% 3% 

自然に触れたり地域に係わる 
   

      

などの、園外活動については   
    

  

                  

      24 12 1 0 1 1 

  
 

  62% 31% 3% 0% 3% 3% 

遊びを通じた友だちとの関わり             

や、保育士との関係については   
    

  

                  

      20 15 2 1 0 1 

  
 

  51% 38% 5% 3% 0% 3% 

遊びを通じたお子さんの健康 ・ビデオやテレビはあまり見せないでほしい。     

づくりへの取り組みについては   
    

  

                  

 

「生活」について 

   
満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答 

   
  いえば満足 いえば不満       

      30 7 1 1 0 0 

  
 

  77% 18% 3% 3% 0% 0% 

給食の献立内容については ・都内に比べて主食代も払っているのに、品数が少ないと思います。   

                  

      32 6 1 0 0 0 

  
 

  82% 15% 3% 0% 0% 0% 

お子さんが給食を楽しんでいる             

かについては   
     

  



      28 10 1 0 0 0 

  
 

  72% 26% 3% 0% 0% 0% 

基本的生活習慣(衣服の着脱、手洗 ・トイレトレーニングに消極的だった印象です。 

いなど)の自立に向けての取組み   
    

  

については     
    

  

                  

      24 14 0 1 0 0 

  
 

  62% 36% 0% 3% 0% 0% 

昼寝や休憩がお子さんの状況 
   

      

に応じて対応されているか   
    

  

などについては   
     

  

                  

      21 10 4 1 3 0 

  
 

  54% 26% 10% 3% 8% 0% 

おむつはずしは、家庭と協力し ・まだ開始していない。         

お子さんの成長に合わせて ・おむつがはずれている。 
   

  

柔軟に進めているかに ・おむつが取れてからの入園なので、わからない。 
 

  

ついては 
 

  
     

  

  
 

  
     

  

                  

      25 12 1 0 1 0 

  
 

  64% 31% 3% 0% 3% 0% 

お子さんの体調への気配り ・気にしてもらっているが、それに対応してもらえていないと感じることもある。 

については    
 

  

                  

      22 15 1 0 1 0 

  
 

  56% 38% 3% 0% 3% 0% 

保育中にあったケガに関する ・未経験。       

保護者への説明やその後の    
 

  

対応には  
 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



問５ 保育園の快適さや安全対策などについて 

   
満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答 

   
  いえば満足 いえば不満       

      18 17 4 0 0 0 

  
 

  46% 44% 10% 0% 0% 0% 

施設設備については   ・園庭がもう少し大きいと良い。（3）       

  
 

  ・園庭をもう少し活用してほしい。 
  

  

                  

      26 10 2 0 0 1 

  
 

  67% 26% 5% 0% 0% 3% 

お子さんが落ちついて過ごせる             

雰囲気については     

                  

      21 14 4 0 0 0 

  
 

  54% 36% 10% 0% 0% 0% 

外部からの不審者侵入に対 ・保護者カードの提示が徹底されていない印象です。     

する備えについては     
    

  

      
  

        

      28 11 0 0 0 0 

  
 

  72% 28% 0% 0% 0% 0% 

感染症の発生状況や注意事項 
   

      

などの情報提供については   
    

  

                  

 

問６ 園と保護者との連携・交流について 

   
満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答 

   
  いえば満足 いえば不満       

      23 14 1 0 1 0 

  
 

  59% 36% 3% 0% 3% 0% 

保護者懇談会や個別面談など ・子どもに合った対応、先生方が意識されていることを聞く機会がほしい。 

による話し合いの機会に   
    

  

ついては 
 

    
    

  

                  

      27 12 0 0 0 0 

  
 

  69% 31% 0% 0% 0% 0% 

園だよりや掲示などによる、園             

の様子や行事に関する情報   
    

  

提供については     
    

  

  
 

    
    

  



      27 11 1 0 0 0 

  
 

  69% 28% 3% 0% 0% 0% 

園の行事の開催日や時間帯             

への配慮については     
    

  

      
  

        

      18 14 3 4 0 0 

  
 

  46% 36% 8% 10% 0% 0% 

送り迎えの際のお子さんの ・先生によってバラつきあり。       

様子に関する説明については ・クラスの様子は掲示で確認できますが、子どもの様子はほぼ情報提供が 

  
 

  ないです。 
    

  

                  

      24 12 3 0 0 0 

  
 

  62% 31% 8% 0% 0% 0% 

お子さんに関する重要な情報             

の連絡体制については     

                  

      24 13 1 0 0 1 

  
 

  62% 33% 3% 0% 0% 3% 

保護者からの相談事への対応             

には 
 

      

                  

      25 11 1 0 2 0 

  
 

  64% 28% 3% 0% 5% 0% 

開所時間内であれば柔軟に ・遅くなり預かり保育をしたことがないため不明。     

対応してくれるなど、残業など 
     

  

で迎えが遅くなる場合の対応 
     

  

には 
 

    
    

  

                  

 

問７ 職員の対応について 

   
満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答 

   
  いえば満足 いえば不満       

      28 10 0 1 0 0 

  
 

  72% 26% 0% 3% 0% 0% 

あなたのお子さんが大切に ・事務的な対応が多く、温かみを感じない点が不満です。   

されているかについては   
    

  

       

       

                  



      31 8 0 0 0 0 

  
 

  79% 21% 0% 0% 0% 0% 

あなたのお子さんが保育園             

生活を楽しんでいるかに   
    

  

ついては 
 

    
    

  

                  

      19 12 0 0 8 0 

  
 

  49% 31% 0% 0% 21% 0% 

アレルギーのあるお子さんや ・特にないため。 
 

      

障害のあるお子さんへの配慮 ・直接事例を知らないので、わかりません。（3） 
 

  

については   ・わかりません。（3） 
   

  

  
 

  ・該当なし。 
    

  

                  

      28 9 1 1 0 0 

  
 

  72% 23% 3% 3% 0% 0% 

話しやすい雰囲気、態度で ・先生によりますが、話しにくい先生が多いです。     

あるかどうかについては 
     

  

                  

      22 11 4 1 1 0 

  
 

  56% 28% 10% 3% 3% 0% 

意見や要望への対応  ・園の方針だからできないと、一蹴されることも多い。     

については   ・特に要望したことがないので該当なし。 
  

  

  
 

    
    

  

  
 

    
    

  

  
 

    
    

  

                  

 

問８ 保育園の総合的評価 

   
満足 どちらかと どちらかと 不満 無回答 

   
  いえば満足 いえば不満     

      24 13 2 0 0 

  
 

  62% 33% 5% 0% 0% 

総合満足度は             

                

 

 

 

 

 



保護者アンケート調査結果 （設問別 「満足度」 総合） 

 （注）レーダー数値は設問別｛満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象園舎：   小学館アカデミーひよし保育園    横浜市港北区箕輪町 2-2-12 

回答世帯数：52 世帯中 39 世帯 ＜0 歳児（6 世帯）、1 歳児（3世帯）、2 歳児（10 世帯）、3 歳児（10 世帯）、4 歳児（4 世帯）、5 歳児（5 世帯）、未記入（1 世帯）＞ 

  定    員 ： 60 名 調査期間： 2015/10/31 ～   2016/03/09 

 



事業者コメント（横浜市保育園） 

施設名     小学館アカデミーひよし保育園 

施設長名    三杯 直美 

≪第三者評価を受審した感想≫ 

 保護者さまの忌憚のない意見が聞けることはとても貴重な機会です。  概ね「満足」か「まあ満足」という高評価をいただけたこと

は素直にうれしいことですが、一方で、「不満」の意見もあることは、今後の糧にしていかなければならないと思います。 

一方で、現場の保育士の仕事へのご理解や感謝の気持ちがたくさんあったことは、職員にとってとても励みになり、ありがたく思いま

す。 最近の保育園をめぐる様々なニュースや話題がひろまっているお陰で、ある意味保育士の仕事が世間に理解されてきたという

ことでしょう。  

 

この結果をしっかりと受け止め、必要に応じて職員が共有していくことで、さらに良い保育園になっていくようがんばりたいと思いま

す。 

≪評価後取り組んだ事として≫ 

・地域交流の部分で課題となっていた、高齢者施設との交流については、昨年 9 月より近所の有料老人ホームとの交流を開始す

ることができ、高齢者の方々と、歌やダンスを披露したり、折り紙をプレゼントしたり、ハロウィーンでお菓子をもらったりと、楽しい交流

を重ねているところです。 

・幼児クラスの保護者の方からの、夕方の園庭を利用しての戸外遊びについては、保育士の体制がきつく実現は今のところできてい

ませんが、パート職員の採用に努め可能な状況にしていきたいと思います。 

 


