
＜基本情報＞

施設名 小学館ゕカデミーひよし保育園

所在地 横浜市港北区箕輪町２－２－１２－１０１

電話番号 ０４５－５６０－１７１０

評価年度 平成29年度

評価機関 株式会社　ケゕシステムズ

自己評価 東京都千代田区一番町6-4-302

03-3511-5035

＜評価方法＞

（実施期間）

2017年11月16日

（実施期間）

2017年9月25日～

2017年10月10日

（実施期間）

2017年10月5日

利用者家族アンケート

園から全世帯へ保護者ゕンケート用紙を配布、園内に回収ボックスを設置し

記入の後に無記名で投函をお願いした。

利用者本人確認

評価調査者１名が、保育園内の視察、保育内容、園児の観察、を行った。

横浜市福祉サービス第三者評価結果報告書

自己評価

園長及び職員の合議により自己評価を記入の上提出をお願いした。

評価調査員による評価

評価調査者２名が、保育園内の視察、書類確認及び園長、職員との面接、ヒ

ゕリングにより評価を行った。昼食時は幼児と食事を共にした。



施設の概要

横浜市営地下鉄・東急東横線日吉駅から徒歩8分、綱島街道沿いのマンション1階に位置している。住所は箕輪

町であるが、一般に日吉と呼ばれるエリゕである。近隣には慶應義塾大学、慶應義塾高等学校、日本大学高等

学校、日本大学中学校など文教地域であり、慶應大学による音楽鑑賞会などの交流もみられる。また、周辺は

住宅地となっており、自然の豊かな公園も周辺に点在し子どものお散歩戸外遊びの場として季節を体感する場

としても機能している。また、園の入り口はマンションの入り口とは反対側になり、保育園関係者のみの専用

エントランスとなっていることは防犯上も有効である。

特に優れていると思われる点

１）常に笑顔で接することで「あったかい心」をもつ子どもを育てることにつなげている。

まずは笑顔でいること、先ずは園長の笑顔が大切であると考えて日々園長が率先して実践している。それが職

員の笑顔につながり、さらに子どもは勿論、保護者の笑顔につながり「あったかい心」をもつ子どもを育てる

ことにつなげている。常に園長は現場を預かる職員と密にコミュニケーションをとり、健全な職場環境を維持

するよう努めている。また、子どもや保護者の特性を見ながら個々に対応している。一人ひとりの思いを受け

止め安心して過ごせる環境を作っている。

２）畑を通して体験型の子どもの好奇心をいかしたプログラムを実践している

畑を利用し、芋を苗植えから収穫まで行える環境があり、植物の成長を実感したなかでの自然観察、さらに食

育、芋ほりの楽しかった思い出を絵画表現するなど自然を通して様々な体験や、関心や、興味を広げ、発展す

るプログラムを楽しく組み込んでいる。

３）地域との交流を積極的に行って地域の中の保育園としての役割を広げている

地域の方々と公園であいさつしたり、地域交流行事などを通じて、地域の子育て家庭の支援活動、大学（慶應

大学）との交流も広げたりしている。また、近隣の高齢者施設にはほぼ毎月子どもたちが訪問しお年寄りとの

交流を深めて地域での幼老福祉の一環として取り組んでいる。わくわく子育て広場、にこにこ広場など地域の

保育園と協力して、自園の環境や、資源の中で地域子育て支援を進めている。

特に改善や工夫などを期待したい点

１）室内でも子どもたちが運動につながる遊びを取り入れることを目指されたい

園庭が狭く、午後の運動活動が制限されてしまう環境を余儀なくされている。室内で実施可能な運動につなが

る遊びを取り入れることが必要とされる。また、幼児期に必要な運動能力を向上させるための工夫も検討され

たい。

２）職員の保育経験をカバーするとともに、若い知識や感性を生かした保育を目指している

職員の保育経験の多少が保育力につながる場合があることを園では認識している。よって、園内研修や会議な

どでフォローし、職員の保育力向上を目指している。一方で若い知識や感性も保育の中に生かして、若手の職

員のモラールやモチベーションの向上にもつなげることも検討している。



評価分類 評価の理由（コメント）

Ⅰ－１　保育方針の共通理解

と保育課程等の作成

(1) 「あったかい心をもつ子どもを育てる」とした法人の保育理念や７つの保育方針、保育目標を玄関、

事務室、各クラスに掲示し理解を促している。また年度初めの職員会議の際にも読み合わせをして認

識を深めている。

さらに、ひよし保育園の主題「いきいきと～笑顔溢れて～」というスローガンを掲げ、職員が笑顔で

いれば、子どもたちも笑顔になれるとしている。園長がいつも笑顔で職員、保護者と挨拶し接してい

るので「疲れも飛ぶ」という声も保護者から聞かれている。笑顔を通して園長の姿勢が職員にうまく

伝わっていることがうかがえ、結果としては子ども笑顔で「あったかい心をもつ子どもを育てる」と

いう理念を実践に結びつけている。

★★★
(2) 保育課程の策定にあたっては前年からの保育や成長を鑑み、持ち上がりの場合はクラス担当、新任の

場合は前任者からの年間反省や申し送りをもとに策定している。

法人の定めた園の保育理念、保育方針、保育目標のもと社会的責任、人権尊重、説明責任、情報保

護、苦情処理・解決について５つの視点は法人目標を掲げている。各年齢の子どもの保育目標を法人

共通で定め、クラス毎には養護、教育、食育、全クラスを通じた健康支援、環境・衛生管理、安全対

策、保護者・地域等への支援、研修計画、小学校との連携、特色ある保育、地域行事への参加につい

て策定している。

(3) 日々の保育や連絡帳は、担任や看護士がチェックして子どもの様子や保護者の気持ちを共有してい

る。

各年齢の年度の引継書を作成して、新担任がそれを元に新年度の計画を策定することで、前年の特徴

や、特記事項は引き継がれている。保育日誌や日々のミーテゖングを通して、月に一回の乳幼児別で

行われるミーテゖングでクラスごとに意見交換し、園長、看護士、主任、栄養士によるゕドバスを

加え、次月の保育につなげている。

Ⅰ－２　子どもの発達や状況

に応じた適切な援助の実施

(1) 入園決定後は入園前説明会と面談を行い、健康状態・ゕレルギーの有無や保護者からの要望等、保育

に必要となる子どもの情報を細かく聞き取り面談表に記録している。職員会議では面談の状況や課題

等について話し合い職員全員が共有できるようにしている。

★★★
(2) 面談時に「ならし保育」について説明し、保護者の就労状況に配慮し希望を優先しながら子どもに負

担の少ないように行っている。短時間から保育をはじめ１～２週間かけて通常の保育時間で対応でき

るようにしている。連絡ノートだけでなく担任による口頭の説明も行い、子どもの情報を共有し保護

者と子どもの不安が軽減されるように配慮している。

(3) 保育課程を踏まえて年間指導計画を策定し、月案と週案を立案している。指導計画書類は担任が作成

しており、評価や振返りの欄が設けられている。保育日誌・週案・月案・年間指導計画などの書類に

はすべて評価と振返りの欄を設けることで、保育士が常に自分の保育を振り返ることができるように

している。

Ⅰ－３　快適な施設環境の確

保

(1) 衛生管理マニュゕルに基づいて毎日清掃を行っており、さらに掃除チェックリストで確認して意識を

高め園内の清潔確保に努めている。０歳児・１歳児室には感染症予防のためのビージゕ水（次亜塩素

酸水）の噴霧器を使用し、各クラスには空気清浄機を設置している。

★★★
(2) 乳児用の沐浴設備と温水シャワーの設置があり、幼児用温水シャワーも設置されている。乳児は沐浴

を行い清潔を確保し、汗ばむ季節には全クラスで「汗ふき」を行い、夏季プール利用時には温水シャ

ワーを使用している。使用後は手順に従い専用の洗剤で清掃と消毒を行っている。

子どもの年齢や発達に応じて少集団保育ができるように工夫している。保育士以外に看護師も必要に

応じて保育に入り体制を整えている。

Ⅰー４　一人一人の子どもに

個別に対応する努力

(1) ０～２歳児までは一人ひとりの個別指導計画を作成し目標を設定している。配慮が必要な子どもにつ

いては、個別指導計画を作成し関係機関と連携をとる体制が整っている。保護者とは個人面談等の機

会に目標を共有し、要望や課題についても話し合っている。

評価領域 Ⅰ　利用者本人(子ども本人）の尊重

(3)

3



★★★
(2) 入園時に保護者から提出された個別情報や子どもの成長記録は一人ひとりの個人記録として、事務所

内の鍵付キャビネットで保管している。事務所外への持ち出しは禁止となっており閲覧は事務所内で

行うこととしている。年度終わりには各クラスで担任が必要な申し送りをまとめたクラス報告書を作

成して次年度の担任に引き継ぎをしている。

Ⅰー５　保育上、特に配慮を

要する子どもへの取り組み

(1) 職員会議では子どもに関する情報を共有することで、全職員が共通認識のもとで保育にあたれるよう

に努めている。必要に応じて、横浜市総合リハビリテーションセンターや法人本部が提携している関

係機関につなげ連携をとる体制が整っている。

★★★
(2) 職員は積極的に研修に参加して障がい児保育について学び理解に努め、障がい児の受入れの際には職

員が自信をもって保育できるように取り組んでいる。

(3) 朝の受入れ時には必ず視診をして気になることがあれば保護者に確認するようにしているほか、必要

に応じて面談等も行っている。虐待については早期発見を心がけ、虐待が疑われる場合は速やかに園

長に伝え関係機関と連携がとれる体制が整っており全職員に周知されている。

(4) ゕレルギー児ついては、医師の指示のもと生活管理指導表を提出してもらい、調理室との連携をとり

対応している。食事は名前付の専用のトレーを使用し除去食にはラップをかけ運んでいる。誤食がな

いように、調理室と保育室で受け渡し時に声かけしてチェックを徹底している。

(5) 文化や習慣が異なる子どもに対しては、言葉だけでなく絵カードを使ってコミュニケーションをとる

などわかりやすく伝える工夫をしている。

Ⅰー６　苦情解決体制 (1) 園のご意見箱のほか、法人でもeメール、電話による窓口を準備しており、相談内容や相談者の状況

に対応ができる旨を示している。重要事項説明書にも苦情相談窓口を記載し、入園時や年度初めの保

護者会でも保護者に伝え、担任や園長にも直接相談しやすい環境づくりをしている。エントランスに

第三者委員の仕組みを掲示し、誰でもいつでも見られるようになっている。また、ご意見箱を設置

し、意見が自由に届けられるようにしており、誠意を持って対応するよう心がけている。行事の後の

ゕンケートも無記名で提出できるようになっているほか、運営委員会からの要望も受付けている。

★★★
(2) 保護者は様々な方法で要望や苦情を伝えることができるようになっており、苦情があった際は苦情報

告書を記入し全職員に周知している。昼打ち合わせや職員会議等で報告、振り返りにも取り組んでい

る。行事後ゕンケートは集計結果の公表と園の対応を掲示によって保護者へフゖードバックしてい

る。園長判断で重要性、緊急性を判断して対応し、必要に応じて理由を示して伝えている。できない

要望については個別に話し、保護者との日頃のコミュニケーションを大切にしている。結論に時間が

かかるものはプロセスも伝えている。

評価分類

Ⅱー１　保育内容［遊び］ (1) ラーニングセンターを設置し、子どもたちが自由に好きな玩具を取り出したり、片付けたり、主体的

に行動できるように玩具の配置等に工夫している。絵本、ままごとなど遊びのコーナーをつくり好き

な遊びに集中できるように環境設定をしている。

★★★
(2) 朝夕は合同保育の時間帯があり、子どもたちは自由に好きな遊びを楽しむことができる。通常は午前

中は一斉活動、午後は自由遊びを中心とした活動計画となっているが、子どもが一斉活動に入れない

場合等は気持ちを尊重して個別に対応している。

(3) 保育園の入り口にはプランターを置き毎年季節の野菜を栽培しており、今年はオクラ・ピーマン・ナ

スに加え米の苗からの栽培と米の収穫までを行った。畑での芋ほりでは地域の家庭の参加もみられ

る。自然の豊かな公園もあり、子どもたちは日常的に自然に触れながら生活している。

(4) 子どもたちが「自分で選ぶ・自分で決める」ことを大切にしながら保育している。楽習保育では、リ

ズミック・運動プログラムなどの活動を通して、遊びなら体を動かし音やリズムを体で感じて表現し

ている。

評価領域 Ⅱ　サービスの実施内容

4



(5) 活動の中に異年齢交流の時間を設け、幼児クラスは一緒に散歩にでかけたり園庭で遊んだりしながら

自然に交流できるように働きかけている。乳児と幼児では対応が異なるため、年齢に応じた声かけや

説明の仕方に配慮しながら保育を行い園長や主任からのゕドバスも受けている。

(6) 園庭や公園への散歩など戸外遊びの時間を多く設けているが、雨などで室内で活動する場合にはマッ

トや跳び箱、平均台などを使用して様々な運動を経験し健康的に生活できるように計画している。夏

は園庭にプールを設置して水遊びを行っている。

Ⅱー１　保育内容［生活］ (7) ５歳児クラスでは小学校入学後の給食当番を意識して、毎日の給食時にはメニューの読み上げや配膳

の練習を行っている。食育の取り組みとして、乳児期から野菜洗いや皮むきなどで食材にふれて楽し

むことからはじめ、幼児ではハロウゖンのクッキー作りやカレー作りに取り組む予定がある。

★★★
(8) 献立は季節を大切に考え、できるかぎり旬の食材を取り入れて提供できるようにしている。行事食で

は盛り付けに工夫して、子どもたちの印象に残り家庭でも会話がはずむように取り組んでいる。乳児

では自分でスプーンを持ちたい意欲が出てくるため、手持ち用のスプーンを用意している。

(9) 栄養士は各クラスの毎日の食事の様子を巡回し、子どもたちに声をかけたり残食状況の確認をしたり

している。子どもがあまり好まない食材については切り方や分量、調理の仕方等に工夫して、おいし

く食べてもらえるように努めている。

(10) 保護者にむけて、給食だよりや献立表を毎月配付するとともに玄関に掲示し、毎日の給食サンプルを

展示し、園だよりでお勧めレシピも紹介している。食育に関する取り組みの様子は写真を掲示してい

るほか公式SNSページでも伝えている。

(11) 年齢に応じてクラスごとに午睡時間を設定している。眠れない場合も横になり体を休めるように促

し、早く目が覚めてしまった場合には絵本を読むなど静かに過ごすように個別に対応している。ＳＩ

ＤＳチェックはタマーを使い、誰がチェックしても正確な時間で確認できるようにしている。

(12) トレトレーニングは一人ひとりの発達に合わせて保護者と相談しながら個別に進めている。クラス

のミーテゖングや職員会議でトレトレーニングの進捗状況を報告し職員同士が共有できるようにし

ている。

Ⅱー２　健康管理・衛生管

理・安全管理［健康管理］

(1) 受入れ時には保護者に健康状態を確認するとともに、乳児では連絡ノートも確認している。看護師は

毎朝全クラスを巡回して子どもたちの健康状態を確認し、前日の体調等に応じて連絡ノートも確認し

ている。保健指導の時間を設けて２歳児から手洗い・うがいについて指導し感染症予防に努めてい

る。

★★★
(2) 年に２回の健康診断と、年に1回の歯科検診実施している。健診前には保護者に「医師に尋ねたい事

項」を確認し、希望があった場合には結果を個別に伝える仕組みとなっている。職員間では昼打ち合

わせで健康診断の結果等を共有している。

(3) 保護者に向けては入園時に説明を行い、保健だよりでも伝えている。重要事項説明書には感染症に関

する登園基準等が記載されている。感染症が発生した際は速やかに園内に掲示し、嘔吐処理の仕方は

看護師から全職員に周知されている。

Ⅱー２　健康管理・衛生管

理・安全管理［衛生管理］

(4) 法人の取り組みとして実施されている入社前研修のなかで職員は業務に必要となる知識を学び全職員

が統一した手順で行えるようにしている。法人統一マニュゕルの他に、毎年園内で話し合い独自のマ

ニュゕルも作成し衛生管理に努めている。

★★★
Ⅱー２　健康管理・衛生管

理・安全管理［安全管理］

(5) 避難訓練・引き取り訓練・通報訓練を定期的に実施している。行政や法人主催の研修に参加し：ＥＤ

使用方法と心臓マッサージの方法を学んでいる。各保育室と共有部分のヒヤリハットの見直しを年１

回行い、ヒヤリハットマップを作成し園内に掲示している。
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★★★
(6) けがや事故の報告だけでなく、保育中の気付きとしてヒヤリハットも記録して、各クラス担任が報告

を行うようにしている。毎月集計するとともに職員間で周知し、けがなどは必ず保護者にも伝えてい

る。

(7) 門と玄関は電子錠を使用し安全対策を行い、玄関の暗証番号は毎月変更している。不審者対応の訓練

を年１回実施している。保護者の送迎時は門のンターホンカメラで必ずIDカードを提示をお願いし

ており定期的に呼びかけている。

Ⅱ－３　人権の尊重 (1) 入社前研修では「保育所職員としての心構え」の項目の中で「人権を配慮した保育」について学んで

いる。保育中に他の子どもの前で注意しないように努めており、事務室で園長が対応するなど注意の

仕方を配慮している。

★★★
(2) 子どものプラバシーへの配慮として、おむつ交換や着替えはカーテンや衝立などを使ったり、必ず

トレを使用して場所を確保して行うようにしている。必要に応じてラブラリーや事務所を使用し

て、静かな環境で子どもの話を聞くように配慮している。

(3) 配属前研修では、個人情報の取り扱いや守秘義務について学んでいる。個人情報取扱同意書は事務所

の鍵付きキャビネットの中に保管し持ち出し禁止としている。連絡ノート等名前の記入がある書類に

ついては取扱いに注意している。

(4) 日常の保育において性差を意識することはなく、男女別の活動や指導は特に行っていない。

Ⅱ－４　保護者との交流・連

携

(1) 入所前説明会や４月の保護者会では重要事項説明書に基づいて、当園の保育理念・基本方針・保育目

標について説明している。小学館ゕカデミー園の特色である「楽習保育」についても詳しく説明し保

護者からの質問等にも答えている。

★★★
(2) 個人面談は必須が１回、任意が１回としており、保護者の希望に応じている。相談室を使用してプラ

バシーの確保ができることを保護者にも伝えている。

(3) 相談窓口は担任となっているが、担任は園長と情報共有するように努めており相談内容や希望等に応

じて園長や主任が同席する場合もある。保護者には、いつでも時間をつくり相談に応じることを伝え

ている。

(4) 保育の様子を保護者に伝えるために年３回のビデオ上映を行っている。毎月の園だよりでは各クラス

の目標と楽習保育の予定、おすすめの絵本などの情報を伝え園内にも掲示している。SNSの更新も園

内掲示板で分かるようにしている。

(5) 保育参加ではエプロンを貸与し、絵本を読んでもらったり楽器や絵を描いたり、サッカーなど保護者

の得意なことを子どもたちと一緒に楽しんでもらうことを大切にしている。両親での参加も受け入れ

ている。

(6) 懇談会のほか運営委員会を設置しており保護者との意見交換を行っている。

評価分類

Ⅲ－１　地域のニーズに応じ

た子育て支援サービスの提供

(1) 地域子育て支援事業は、ほぼ定員の参加状況になっており、開催時にはゕンケートを実施して意向や

要望を把握している。園の規模に合わせた行事や誕生会も毎月３回開催しており、チラシを園医、見

学者に配付している。フゔリングして、次年度の子育て支援計画をする際に参考にして、職員会議

で職員と検討している。

見学者からの会話から得られた話は職員にも共有したいと考えている。

★★
(2) 育児講座を年3回開催しており、1回１５世帯程度を見込んで計画している。交流保育では保育園の行

事に一緒に参加してもらう企画が年3回、芋掘り、ハロウゖン、七夕に５～１０世帯を見込んでい

る。地域開放は園庭が狭いこともありお誕生日会への招待という形に変えて実施している。毎月３世

帯程度を見込んで進めて園の専門性を地域に還元している。

Ⅲー2　保育所の専門性を活

かした相談機能

(1) 地域の子育て家庭の質問については、園長や内容によっては専門職も対応して相談に乗っており、地

域子育て支援のお知らせで広報している。見学は毎週火曜日の16時からを設定している。９月以降は

週2回対応になっている。今後は園の見学者にも子育て相談を合わせて行うことを計画している。

評価領域 Ⅲ　地域支援機能
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★
(2) 多くの場合は園内の専門職で対応できるが、障がいや家庭の事情などについても相談できる機関と連

絡のできる体制になっている。横浜市のリハビリテーションセンターや関係機関との連携で様子を見

てもらうことにしている。

評価分類

Ⅳ－１　保育所の地域開放・

地域コミュニテゖへの働きか

け

(1) 夕涼み会（卒園児など参加）や消防自動車来訪などの際には近隣への迷惑を考慮し、あらかじめお知

らせを掲示したり配布して地域に働きかけている。また、近くの高齢者施設に訪問し、月に１回、幼

児クラス子どもがダンスや歌を披露したり、一緒にものを作ったりする活動を昨年から続けている。

ベントによっては乳児クラスも参加している。慶應大学の学生による音楽会を通じた交流や、町内

会長が運営委員なので地域情報は得られる。マンション内に向けてはベントには声かけをしたりし

て良好な関係を築いている。

★★
(2) 地域の小学１年生が１クラス２０数名が遊びに来て交流している。

わくわく子育て広場で知り合った園長とは、今後の交流を話し合い具体的に進めていけるようにして

いる。小規模保育園との連携をして、園の行事に招き、幼児からの転入受け入れをしている。

にこにこ広場＝０～２歳対象で箕輪地区

わくわく広場＝０～5歳対象、港北区全体

Ⅳ－２　サービス内容等に関

する情報提供

(1) 横浜市のホームページに園紹介が掲載されているほか、当法人のホームページには園の詳細情報が掲

載されており、資料請求や問い合わせ・パンフレットのダウンロードもできるようにしている。見学

者に向けてはパンフレットを配布し質問等にも応じている。

★★★
(2) 利用希望者からの問い合わせや見学の希望には年間を通して対応している。見学希望者が多いため対

応日を増やし、希望者は全員受け入れている。地域子育て支援事業についても伝え参加を促してい

る。

Ⅳー３　ボランテゖゕ・実習

の受け入れ

(1) 毎週火曜日の朝に幼児以上向けに英語を教えてくれるボランテゖゕの方を受け入れている。

子どもや保護者にも好意的に受け入れられるよう、ボランテゖゕで参加することを掲示し保護者にも

安心できる環境を作っている。ボランテゖゕの受け入れ体制はあるのでいつでも受け入れ、横浜市の

ボランテゖゕ受け入れ先としても積極的に協力している。

★★
(2) 法人で職場体験会を設定している。職場体験の学生が配属されることもある。

ボランテゖゕや職場体験に向けたマニュゕルもあり、服装や対応の仕方など、面談し進め方を伝えて

受け入れるようにしている。また、個人情報保護についても必ず同意書を交わしている。ボランテゖ

ゕが入った時には、保護者にも園長や、受け入れクラスの担任が周知して保護者の理解を進めてい

る。

評価分類

Ⅴ－１　職員の人材育成 (1) 各種研修制度のほか、日々の園務の中で気づいた時には個別に指導し、職員の状況を観察してリー

ダーから報告を受けて確認している。職員の風通しを良くして、保育の方法を見て気づいたことは、

園として皆が同じ方向性を持てるように進めている。

★★★
(2) 法人や区主催の研修については内容に応じて最適な職員を示して参加を促している。希望者には有料

の研修にも予算を園が負担し参加できるようにしている。園内研修についても専門職が講師となっ

て、その都度必要な内容を決定することで保育所の今の方針などを考慮して決定している。園内研修

は正職員全員参加で専門的な事項や、研修に参加した結果の共有などで８～９回/年行なっている。そ

の他職員には研修報告書及び職員会議録、またはレジュメを持って共有している。

(3) 非常勤職員への日常指導としては、園のマニュゕルを渡し、変更点などを確認している。色々なクラ

スを担当するので担任から報告によっては園長から指導をすることになっているが、実際には非常勤

職員の経験も豊かで、園長から指導をするような事案はなく、安心して園務を任せている。

評価領域 Ⅳ　開かれた運営

評価領域 Ⅴ　人材育成・援助技術の向上
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Ⅴ－２　職員の技術の向上 (1) 法人で３年目までは研修が設定されており、さらにゕドバンス研修、中堅クラスには本部の楽習保育

のトレーナー資格の研修も用意されて本人の希望に対応した制度も体系化されている。

横浜市の体育協会から指導を受けてビデオに収め、声かけの仕方や道具の使い方などを学び、運動会

での運営にも生かしているなど、研修を自園のものとして取り入れている。

楽習保育の中からテーマを選んで自らプログラムを作り、園で実践してさらにビデオで撮り、正職員

で共有することに取り組んでいる。さらに、プログラムを練り直して再度、実践するということを行

なっている。自分の保育技術として身につけるとともに、他の保育士も保育のスタルを見ることで

自分の保育の振り返りに結びつけている。

★★★
(2) 新人教育として法人が求める姿をもとに自分の成長を計画し、園長、主任、クラス担任などの上司

は、毎月の打ち合わせなどの振り返る場を設けるほか、日々の保育を通して指導助言して改善につな

げている。

風通しもよく、他のクラスからも保育のあり方で気になる事は園長が把握して改善につなげている。

(3) 自己評価シートを通して中間チェックと年度末に面談をしている。異動の職員は異動後１か月の面談

も定めている。

横浜市の自己評価シートをゕレンジして「ひよし保育園の自己評価シート」を作成し活用している。

また内容は利用者に向けて公開してる。

Ⅴ－３　職員のモチベーショ

ンの維持

★★★
(2) 面談に際しては専用のシートを用い、園長と本部担当者の２段構えで実施している。

評価分類

Ⅵ－１　経営における社会的

責任

(1) 園長は職員と密にコミュニケーションをとり、健全な職場環境を維持するよう努めている。また必要

に応じて個別に面談をしたり、本部担当者と連絡をとりあって、早期に問題を解決できるよう努めて

いる。事故事例については、法人や区からの情報を職員に周知するとともに保育の振り返りにつなげ

ている。園長が母親の気持ちで注意、また法人として、身だしなみには特に配慮しており、非常勤職

員に対しても指導を行っている。

★★★
(2) 紙はリサクルに出し、新たに導入されたなコピー機でミスコピーを減らしている。子どもの健康・

体調などの快適性を維持できる範囲でエコを心がけ実践している。廃材、牛乳パックの再利用による

製作を行ったり、エゕコンの利用も設定温度を決め、共通の基準に基づいた使用を心がけている。

Ⅵ－２　施設長のリーダー

シップ・主任の役割等

(1) 園長の主導のもと、ひよし保育園の課題を毎年年度末に検討している。今年は前年の物を利用してい

るが、現在の園環境と理念を照らし合わせ継続を確定している。その際には、理念や目標、方針をも

とに作成することに努めている。

★★★
(2) 早急に話し合いを必要とする議題が生じた際は、臨時の運営委員会を開催し運営委員会に諮るように

している。また、必要に応じて各クラスのリーダーを集めて「リーダー会議」を行い職員の意見を集

約し、運営委員会を通じて保護者・地域からの情報や意見を把握することに取り組んでいる。

(3) 本年度より新たな主任を迎え、園長からスーパーバザーとしての役割を与えられている。各クラス

をフリーな立場で担当し、クラス間の情報共有や連携などの向上に取り組んでいる。4回開催されて

いる法人内の主任会議において情報共有し、園にフゖードバックすることに取り組んでいる。

評価領域 Ⅵ　経営管理

本人の意思を尊重して、本人のスキルゕップにつながるような係を担当してもらうことにしている。

担任決定についても２月に職員にゕンケートを行い、希望も尊重しつつ話し合い、本人の育成に合わ

せて調整している。本人のやりがいを重視した配置に努めている。

(1)
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Ⅵ－３　効率的な運営 (1) 新保育所保育指針に関する区主催の研修に、園長、主任、専門職が参加し、職員にフゖードバックす

ることに取り組んでいる。さらに、園としてなすべきことを園内研修で周知していくことを計画して

いる。また、専門職の業務内容に関わる事柄については、法人本部からの通達によって対応すること

にしている。

★★★
(2) 中・長期計画には全職員に回覧し、さらにいつでも閲覧可能な状況にしている。
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本人調査（平成29年度）

小学館ゕカデミー　ひよし保育園

結果の特徴

利用者（園児）本人調査結果

■９：３０～１０：４０　運動会リハーサルの様子

・本人調査日は10月9日の運動会に向けた２日間のリハーサルの1日であり、０歳から５歳までの子どもたちと全職員で幼

児保育室の仕切りを外してホールとして使用し真剣にリハーサルを行っていた。「ゴールにむかってみんなでがんばろ

う！」という自分たちで決めた運動会テーマを子どもたちも理解して運動会に向けて一丸となって取り組んでいた。

・各クラス、トレ手洗いを済ませてホールへ集合し、座って指示を待っていた。運動会当日どおりの進行ではじまる。

オープニングは年長クラスの太鼓セッション、全員で運動会の歌を斉唱し、体操をしてウォーミングゕップすると、子ど

もたちの気持ちも高揚しているのが窺えた。乳児のかけっこでは、幼児が応援し、兄弟のいるお兄さんお姉さんは、下の

子の手伝いや応援をしていた。練習の成果がでているようで、幼児クラスは皆きちんと順番を覚えていてがんばって競技

に参加している様子が見られた。特に年長の競技は他のクラスの子どもたち、乳児からも注目されており、乳児も保育士

と一緒に元気よく楽しそうに応援していた。

・各プログラムの司会進行の際には、各競技についての紹介に年齢に応じた「ねらい」について説明し、子どもたちもね

らいを理解して競技に参加しているようであり、運動会に向けプログラムの習得だけでなく、仲間と力を合わせること、

他のクラスを応援することなどが育まれていた。

■１１：００～　乳児クラスの昼食、午睡について

０歳児４名

・保育士１名と看護師１名がで0歳児の食事介助に当たっていた。一人ひとり椅子にすわりエプロンをかけてもらう。

「いただきますの歌」の後、２名は自分でスプーンをもって食べはじめる。

・おむつ交換、着替えは保育士が行う。

１歳７名

・保育士２名が、園児一人ひとり椅子にすわりエプロンをかけてもらうと、コップを自分で持ってお茶を飲んで配膳を

待っている。おかずは保育室内で保育士が子どもに食べやすく個々の咀嚼に合わせてさらに細かくカットしていた。食

器、スプーンをテーブルにセット。「いただきますの歌」を歌ってから食べ始める。歌の前はだれもスプーンをもったり

手を出したりしていなかった。お皿の位置を変えたり、食べる順番などを保育士がその都度手伝っていた。

・食事中うとうとしはじめる子がいて、声かけや軽くトントンしても起きなかった。一度立たせて保育室をひとまわりし

て、目を覚ましてから再度子どもが自ら食べ始められるように促していた。

・食後、パジャマに着替え・絵本を読んでもらってから一人ひとりのコットで横になる。

・おむつ交換は保育士、着替えは手伝ってもらいながら自分でも脱いだり着たり、たたんだりする動作をしていた。

■１１：３０～　幼児クラスの昼食、午睡について

・２、３歳室（仕切りあり）と４、５歳室に分かれて昼食。子どもたちは各自トレ、手洗い、着替えを済ませてから椅

子に座る。幼児（３〃４〃５）は自分で着替えを取り出し脱いだり服をたたんでしまったりできていた。

・３歳からは「いただきますの歌」は歌わず、「手をあわせていただきます！」のかけ声で食べ始める。

・５歳は給食当番があり、エプロンを付けて当番がきょうのメニューを読み上げ、「姿勢を正しくしてください。手を合

わせましょう、いただきます」のかけ声で食べ始める。

■１２：３０～

・一度全員でごちそうさまをするが、まだ食べている子も数名いたので４０分まで食べていいですよと保育士が声をかけ

自分のペースで食べきれるように促している。



・食べ終わった子どもたちは皿をひとつずつ自分で持って配膳ワゴンまで持って行き、同じ皿に重ねて下膳していた。ほ

とんどの子どもたちが音を立てず静かに皿を重ねていた。片付けの順番が決まっているようで子どもたちは慣れた様子で

・手拭きタオルをしまい、各自歯磨きに向かう。歯磨きは椅子または床に座って行う。しばらく磨くと各自先生に仕上げ

みがきをしてもらう。歯磨きがおわると好きな絵本を選びに行って読みながら待っていた。


