
基本情報 

 

 

施設名 小学館アカデミーたまプラーザ保育園 

所在地 横浜市青葉区美しが丘二丁目 18番 8 

電話番号 045-905-2252 

評価年度 平成 28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 10月 28日～ 

平成 28年 10月 31日 

全体にて合議にて評価。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 28年 11月 28日 

平成 28年 11月 29日 

評価調査者 2名が、2日間を通し、保育園内の視察、保育内容、

園児の観察、書類確認及び園長、職員との面接、ヒアリングに

より評価を行った。幼児の食事の観察を行い、子どもの遊びの

様子及び延長保育の観察を実施した。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 28年 10月 14日～ 

平成 28年 10月 31日 

アンケートを配布、自由投函 

 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 28年 11月 28日 

平成 28年 11月 29日 

調査者 2 名で全クラスの保育環境の視察、観察を実施し、保育

内容、午睡、食事場面の観察を行い、保育士の関わり方や、0歳

～5歳児の生活の様子の調査を行いました。 
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第三者評価結果報告書 

 

 ≪総括≫ 

対象事業所名  小学館アカデミーたまプラーザ保育園 

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  〒225-0002横浜市青葉区美しが丘 2丁目 18番 8 

設立年月日  平成 24年 4月 1日 

評価機関名  株式会社 R-CORPORATION 

評価項目  横浜市版 

 

総合評価 

●小学館アカデミー保育園の概要 

小学館アカデミーたまプラーザ保育園は、株式会社小学館集英社プロダクションの経営で

す。株式会社小学館集英社プロダクションは東京都千代田区に本社を置き、1都 3県に認可、

認証保育園を展開し、神奈川県下では川崎市・横浜市に認可保育園を運営し、「楽習保育

®」を特徴とした保育理念により、小学館アカデミー全園で一貫した保育を実践していま

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。

保育内容は、各項目に法人のポリシーを取り込み、詳細に精緻
せ い ち

に構成が成され、これらは教育

研修にて全職員で意思統合を図り、理念に沿った保育を展開しています。 

 

●小学館アカデミーたまプラーザ保育園の立地・とりまく環境 

小学館アカデミーたまプラーザ保育園は、東急田園都市線たまプラーザ駅から徒歩8分程度

の所に位置しています。園が所在する「たまプラーザ」は、1968年にロンドン郊外の田園

都市レッチワースを目標として街並みが計画され、都会の便利さと郊外の自然、恵まれた

環境を兼ね備えた街とし、今もなお色褪せない先進性があります。また、街のシンボルと

もいえる並木道や点在する公園は、安全で快適性を優先させた環境に配慮され、住民の組

織で街を花で飾る活動も展開され、地域の子ども達の安全を見守る取り組みが行われてい

ます。小学館アカデミーたまプラーザ保育園は、独立した園舎であり、丘陵地形を工夫し

て坂下を駐車場とし、その上の敷地を園庭とする等、0歳、1歳児の保育室から出入りがで

き、陽の恩恵を受けながら乳児の良い遊び場になっています。幼児は、豊かな自然に恵ま

れた環境を生かし、近隣の広い公園にでかけて伸び伸びと遊び、動と静を上手く取り入れ、



体を思いっきり外で動かし、室内では楽習保育®を中心に「まなび」、バランスの良い保育

を進めています。 

 

≪優れている点≫ 

１．楽習保育®の確立 

小学館アカデミー保育園では、首都圏の保育園を開設以来、理念を『「あったかい心」をも

つ子どもに育てる』に据え、保育の柱を「楽習保育®」に置いて推進してきました。10年

余りの進捗により、楽習保育®は「ラーニングセンター」、「本育®」、「ネイチャープログ

ラム」、「リズミック」、「コミュニケーションプログラム」、「入学準備プログラム」が固定

化され、楽習保育では「®」（商標登録マーク）を取得し、楽習保育®を柱として確固たる

ものに成長しました。本部の企画力、各園の実践力が相乗して「楽習保育®」の成長を支

え、今後さらなる展開の基礎が確立されたと評価できます。 

２．本育®の推進 

楽習保育®と共に、本育も「®」（商標登録マーク）を取得し、「本育®」として推進して

います。楽習保育®との違いは、“楽習”保育として身近に楽しく保育の柱に据えた保育理

論、システム性にあるのに対し、本育®は、本、絵本の活用により子どもの豊かな成長を

育むプロセスにあると考えます。法人事業の基礎である「本（活字）」を表現した、本育®

のイラストもできました。ハードの面での小学館ライブラリーの充実と共に、ソフトの面

での“１日１回の読み聞かせ”に力を入れて連動を図り、保育の根幹の 1 つとしてさらな

る本育®の発展に期待されます。 

3．職員教育の充実（特に、楽習保育®の教育について） 

小学館アカデミーたまプラーザ保育園では、楽習保育®に関する職員教育に力を入れてい

ます。小学館アカデミー全保育園で取り組んでいる3つの大きなプログラムを、非常勤職員

を含めて全職員と共に取り組んでいます。楽習保育®の神髄は、レシピ発表会に止まらず、

日々の保育の中に日常的に組み込まれて展開されていることや、保育士が楽習保育®を日

常保育の中で意識して実践することにあると思います。楽習保育®の初期の段階では、保

育の中にある楽習保育®に関して保育士も区別の判断に迷いながら展開を進め、楽習保育

®をレシピで明確にすることにより「日常保育」として進めていく過程が見られましたが、

実はスパイラルアップしていること、この繰り返しをねらった活動にあると思います。楽

習保育®を含めて職員教育をさらに進められ、小学館アカデミーたまプラーザ保育園の全

職員が展開できるよう、精進の成果を期待しています。 

 

 

 

 

 



≪さらなる期待がされる点≫ 

1. 楽習保育®の保育理論化 

小学館アカデミー保育園の「楽習保育®」は、保育の幅を広げる点でほぼ完成に近いと思いま

す。ラーニングセンター、本育®、ネイチャープログラム、リズミック、コミュニケーション

プログラム、入学準備プログラムとやるべき項目は固定化され、職員個々の手法も益々広がり

をみせています。これをさらに進化させるには根本となる保育理論の構築も望まれます。例え

ば、モンテッソーリの保育理論、ピアジェの構成論が挙げられます。楽習保育®については、

実践から構成される理論となっていくよう期待いたしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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とし、

保育理念に『「あったかい心」をもつ子どもに育てる』とし、7

つの基本方針を掲げています。小学館アカデミーたまプラーザ保

育園では、7つの基本方針を保護者の目につくようエントランス

に掲示し、職員に対しては、職員会議の冒頭でアジェンダ用紙に

保育理念、基本方針を配付して読み合わせを行い、共通認識を図

っています。また、保育理念・基本方針に基づき、「あったかい

心」に沿った保育を推進し、乳児・幼児のかかわりを積極的に行

い、“絵本”を通して親子の関係の育成も進めています。保育課

程、年間指導計画は、年度初めに策定して保育を展開しています。 

●園の行動指針・年間指導計画は保育課程に沿って、基本方針、

地域の実態、周囲の環境を加味して作成し、保育課程は年度ごと

に園児の人数に沿って見直しながら、年間・月案・週案の作成に

つなげています。年間指導計画は子どもの安全、安心を確保し、

楽しく園生活が過ごせるよう策定しています。保護者に対して

は、4月の保護者会で保育課程に基づいた年間指導計画、各クラ

スの保育内容を分かりやすく資料を作成し、担任から配付および

説明を行っています。 

●保育課程に基づいて園の年間指導計画を策定し、さらに各クラ

ス別年間指導計画を作成しています。月案、週案では子どもの姿

や子どもからの意見も取り入れ、次に反映させています。保護者

へは園だよりで月のねらい（養護と教育）の保育目標を示して伝

小学館アカデミーたまプラーザ保育園  

評価年度 28年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 
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えています。子どもに対しては、自分で考え問題を解決できるよ

う支援し、小さい子どもにも選択ができるように促し、言葉で伝

え、遊びたいことが伝えられるようにする等、子どもの希望や自

主性、主体性を育んでいます。園でのカリキュラムは、子どもの

発達、クラスに応じて設定しています。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じ

た適切な援助の実施 

 

 

 

 

 

●入園が決定した後の入園前面談（3月初旬）では、子どもと一

緒に来園してもらい、提出された児童票（生育歴や家庭の状況）

と共に入園面接チェック表を用いて面接を行い、保育の中で配慮

すべき点や体調面等を確認し、把握しています。面接後は、全職

員で課題点、配慮点を確認し、個々の情報を共有し、昼ミーティ

ングや職員会議で子どもの様子について引き継ぎを行い、保育に

生かしています。入園後は保護者と個人面談を実施し、面談後は

職員会議等で共有を図っています。 

●短縮保育（ならし保育）を実施し、期間は子どもの個性や、保

育歴、保護者の仕事に応じて相談しながら無理のないように対応

しています。0 歳、1 歳児の新入園児に対してはグループにおい

て保育士が担当し、子どもが懐いた保育士が個別に主担当保育者

として対応するよう配慮しています。また、早期の帰宅、部屋を

分ける等、工夫しています。在園児の配慮では、保育士１名が持

ち上がりとなるよう配慮し、進級前には次のクラスに慣れるよう

機会を設けています。保護者への連絡は、2歳児以下は複写式の

連絡帳を使用し、保護者と密に連絡するよう心がけています。3

歳児以上も市販のノートを活用し、必要に応じて子どもの様子を

伝えています。 

●月案・週案作成時は、子どもの興味、個々の発達に応じて見直

し、指導計画の改定は、クラス担任から上がった内容を主任、園

長が確認し、現状に合った適切な見直しを図っています。保護者

には、子どもの発達や生活面(食事面・排泄面等)を確認し合い、

共有を図っています。 

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

 

 

 

 

●施設環境について、施設運営の手引きの中に衛生管理マニュア

ルがあり、園内の清潔に関するチェックリストを基に担任が確認

し、掃除は毎日、登園前に用務職員が行い、清潔を確保していま

す。全クラスに空気清浄機、加湿器を設置し、快適な環境を確保

しています。保育室は、陽当たりが良好であり、明るさを確保し、

換気は 24 時間空調管理と共に朝夕、窓を開けて自然換気も行っ

ています。保育室の温度・湿度（温度/28℃・湿度/55％を設定）



 は保育士が定時に測定を行って室内環境に配慮し、日誌に記録し

ています。音、声に関しては、活動の動と静の中で音楽を有効に

取り入れながら、騒音には十分配慮しています。 

●沐浴設備は乳児保育室に備え、0 歳児は 6 月～9 月に沐浴を開

始し、身体の清潔を保ち、温水シャワーは 1階、2階にそれぞれ

に設備をしています。設備等の使用後は、消毒及び掃除を行い、

清潔にしています。また、夏のプール遊び時は温水シャワーで全

身を洗い、シャワー使用後は都度、掃除を行い、衛生管理を行っ

ています。 

●子どもの発達に応じた環境作りでは、個々の発達段階に応じて

環境を調整し、活動に合わせて小集団保育が行えるよう工夫して

います。特に、0歳児クラスは一人一人の生活リズムを考慮し、

コーナーを設けて保育環境を整えています。園では寝食の区別、

食事から着替え、睡眠へと流れを整え、衛生にも十分配慮してい

ます。異年齢での交流は、誕生日会や季節の行事に交流の機会を

設定し、朝夕の合同保育、幼児については縦割りグループで活動

を行い、1歳、2歳児の保育室と、4歳、5歳児の保育室の仕切り

を外して開放する等、交流の場を設けています。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに 

個別に対応する努力 

 

 

 

 

●0 歳～2 歳児の子どもおよび、特別な支援が必要な子どもにつ

いては、個別指導計画を毎月作成しています。特に、特別な支援

が必要な子どもについては、子どもの姿を見極め、保護者との連

携を密にして相談しながら進め、必要に応じて専門家の指導を受

ける等、適切な対応に努めています。また、月案、週案での見直

しを詳細に行い、天候に応じて見直す場合もあります。 

●子どもの記録としては、定めた書式（児童票、健康台帳、入所

前面談表、成長発達記録、健康個別記録等）に記録し、健康用ノ

ートを併用しながら指導計画にも反映させています。記録内容は

鍵付き書庫に保管し、職員は閲覧できるようにしていますが、事

務室外への持ち出しは禁じています。共有すべき内容は職員連絡

ノートで確認し、パート職員を含め全職員で共有を図っていま

す。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する 

子どもへの取り組み 

 

●特に配慮を要する子どもについて、各クラスで個別記録ノート

を作成し、ケース会議にて個別に健康面・行動面・発達面・援助

すべき項目について話し合い、記録を残し、情報は全職員で共有

しています。関係機関との連携では、地域療育センターあおばや

明治安田こころの健康財団から助言を得られる体制を構築して



 

 

 

 

 

います。 

●障害児保育のための環境整備では、建物はバリアフリー対応を

整備し、園内に多目的トイレ、エレベーター、出入口の手すりを

整備して環境を整えています。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、書式を整えています。但し、装具着用

等の場合は難しいと考えています。専門機関との連携では、青葉

区役所の保健師、ケースワーカーや、地域療育センターあおばと

連携を図り、訪問および助言・指導を受け、地域療育センターあ

おばからは年 2回の巡回を受け、アドバイスを受けています。職

員は、医療機関や専門機関からの助言内容は記録し、ミーティン

グで共有を図り、統一ある援助ができるよう努めています。また、

パート職員に対しても、担任を通じて知識と対応技術を伝達し、

共通認識を図っています。 

●虐待の定義について、職員は入社前研修で説明を受け、園内外

での研修、勉強会を実施し、職員同士で速やかに連携が図れるよ

う体制を整えています。職員は、朝の受け入れの際や着替えの際

に視診を心がけ、保護者の生活環境を把握し、時には気になる保

護者へアドバイスするなど支援を行い、日々、子ども・保護者の

様子に注意を払うよう努めています。また、気付き方、扱い方に

も注意するよう園長が指導しています。関係機関とは相談できる

体制を整え、児童相談所、青葉区こども家庭支援課と連携を図っ

ています。 

●アレルギー疾患のある子どもの除去食対応では、医師の指示に

よる生活管理指導表を提出してもらい適切な対応を行っていま

す。アレルギー児を持つ保護者とは連携を密にし、指示書に従っ

て別途献立を作成し、代替食を明示して除去食を提供していま

す。給食時は、調理室と保育室と連携を図り、専用トレイを用い、

コンタミネーションが起こらないよう受け取り時は栄養士、保育

士がダブルチェック体制を徹底しています。また、食事環境にお

いては、アナフラシキーショックを持つ児は別テーブルにて配慮

し、また、孤立感のないよう、自分は安全な食事を行っている、

と思えるよう支援しています。 

●文化が異なる子どもへの対応では、保護者と情報を共有し、生

活習慣等を確認し、文化や考え方の違いを尊重しています。子ど

も達へは、地図や万国旗を活用して他の国々を知らせ、文化の違

いを伝えています。外国籍に係わる保護者・子どもについて、意



思疎通が困難な場合は、英語での対応や、その国の言葉がわかる

お友達に意思伝達の手伝いをしてもらったり、留学生センターの

利用や、漢字ではルビを振って対応する等、図鑑や写真も活用し

てコミュニケ―ションの工夫をしています。園では、安心伝言板

の英語版を作成して配慮しています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

 

 

 

 

●保護者からの苦情などに関して、入園のしおり・重要事項説明

書に苦情・相談の窓口、受け付け方法を明示し、入園説明会等で

説明し、第三者委員に直接苦情を申し立てることができることを

玄関にも掲示して知らせています。また、権利擁護機関につい

ての苦情解決窓口も紹介しています。要望や意見等を聞く機

会として、意見箱を玄関に設置し、保護者参加の行事後にアンケ

ートを実施し、運営委員会でも意見等を聞き、利用者満足に取り

組んでいます。保護者が意見を表明し難い場合は、送迎時に職員

が間接的にコミュニケーションを取るように心がけています 

●苦情・要望があった場合は、第三者委員を交えて解決する仕組

みを整えています。苦情等については苦情報告書を作成し、職員

会議等で周知し、記録は保管および蓄積し、振り返りを行う等、

今後に役立てています。法人本部主催の主任会議での事例（他園

の苦情等）を園に持ち帰り、園でも話し合い、共有を図り、研鑚

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］ 

 

 

 

 

 

 

●玩具等は楽習保育®（小学館アカデミー保育園独自の取り組

み）のコンセプトで揃え、ラーニングセンター等に子どもの手の

届く場所に収納し、通常玩具と共に自由に取り出して遊べるよう

にしています。また、不定期に玩具の入れ替えを行い、年齢に応

じた玩具（けん玉、カプラ、LaQ等）を見直し、用意しています。

玩具の設定に関しては、朝夕の合同保育・自由時間・園舎内外・

年齢別等に応じて使い分け、環境設定を行っています。乳児につ

いては、個々の発達、クラスの状況に応じて環境を変えて工夫し、

1階にある保育室からは直接園庭に出て遊べるようになっていま

す。 

 

 



●朝夕の合同の時間は自由遊びの時間とし、遊びではブロック、

おままごと、積み木等で遊び、4 歳、5 歳児では LaQ で楽しく遊

んでいます。一斉保育では、発達に合わせてルールのある遊びを

取り入れ、「お店屋さんごっこ」等、皆で一緒に遊べるようにし

ています。 

●園では、制作をする以外は、「○○をやりましょう！」と保育

士が主導する保育は行わず、子どもの希望に沿って活動を組み立

てるようにし、一斉保育と自由保育の組み合わせを実施していま

す。一斉保育は楽習保育®を推進し、2つの異年齢グループ（く

ま・うさぎ）でそれぞれ制作を行ったり、子どものリクエスト遊

びを行う等、自由に楽しめる環境作りを推進しています。また、

ごっこ遊びや、一人遊びを行うのも自由選択にしながら、遊びの

ルールを守って遊ぶ楽しさを教えています。遊びでは、手遊び、

スキンシップ遊びを取り入れ、家庭での遊びにつなげています。

集団活動では、他園とのドッジボール大会や、近隣のゴミ拾いを

しながら戸外活動を行う等、社会性を学ぶ機会も設けています。 

●栽培では、園庭のプランターで野菜（ピーマン、きゅうり）を

育て、地域の畑でさつま芋堀りを行い、収穫できたことを喜び、

食育活動へもつなげ、さつま芋は洗ってスイートポテト作りを行

っています。飼育では、カブト虫を育て、成長を観察し、絵を描

いたり、図鑑で生態を調べ、命の大切さも知る機会にしています。

地域との交流では、散歩途中に出会った人に子どもから先に挨拶

をして交流をしています。 

●園外活動では、特に幼児は、積極的に近隣の美しが丘公園に散

歩に出かけ、広い公園は子どもたちの楽しい遊び場となってお

り、大型の遊具やアスレチック施設、ロッジもあり、公園の四季

折々の自然に触れ、豊かな五感を育んでいます。園では小学校の

「スクールゾーン運営委員会」に参加し、地域との連携を図り、

タウンミーティングにも参加して友好関係を築いています。ま

た、地域の「桜まつり」に参加し、子どもたちは舞台で歌を披露

し、美しが丘地区の「保育の広場」や青葉区全体の「なしかちゃ

ん広場」にも職員が参加して交流を図っています。 

●園では、日常的に色々な色の折り紙や、絵の具、クレヨン、色

鉛筆等を用意し、自由に制作が行えるように環境を整え、幼児ク

ラスでは個々に自由画帳、道具箱を保有し、廃材や折紙等を利用

し、自由時間に自分の思いを表現できるように支援しています。 



●子ども同士のケンカの場合は、保育士は危険のないよう見守り

ながら、子ども同士で解決ができるよう年齢に応じて援助してい

ます。園では、人の痛み、相手の気持ちを知り、理由を理解し、

お互いが謝ることができるように伝えています。異年齢の子ども

同士のかかわりについては、乳児と幼児のかかわりを大切にし、

下の子が寝付く際に幼児が背中をとんとんする等、日常的に手伝

いを行い、縦割りグループで一緒に遊んだり、制作を行っていま

す。職員は、常に公平な態度で子どもに接し、信頼関係を築くよ

う心がけています。 

●健康増進では、園が所在するたまプラーザ地区は、都市計画が

行き届いており、近代的な街並みの中に公園などを潤沢に配し、

子どもたちが伸び伸びと遊べる環境が整っており、園では屋外活

動を積極的に取り入れ、雨天でなければ散歩や外遊びに出かけて

体を動かしています。また、発達段階に応じて運動能力が高めら

れるよう園内用体育器財を導入し、跳び箱やマット、フラフープ

等を活用して、フラフープの輪くぐり、竹馬、ソフトブロック、

坂登り等を行い、様々な運動を通して体力作りにつなげていま

す。また、リズム遊びも保育室の間仕切りを開放してのびのびと

行っています。戸外遊びの紫外線対策では、たれ付き帽子を着用

し、虫に刺されやすい子には長そでのシャツを着用し、家庭での

虫よけスプレー塗付などを心がけています。子どもの健康状態

は、その日の登園の健康状態を把握し、体調がすぐれない場合は、

看護師、園長が個別対応し、安静に過ごせるようにしています。 

 

 

 

Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

 

 

 

 

 

●食事については、家庭と連携の基、子どもの負担にならないよ

う食べられる量の盛り付けを行い、完食が味わえるよう配慮して

います。好き嫌いについては無理強いをせず、苦手な食材は予め

量を減らすなど、完食ができるよう配慮しています。5 歳児は自

己申告で盛り付けを調整しています。離乳食については、月齢や

食事の段階、内容を考慮して提供し、手掴みでも食べようとする

意欲を大切にしています。離乳食に関しては離乳食進行表（目安

表）に基づいて保護者と相談しながら新しく食べる食材は自宅で

試してもらい、安全が確認された食材を個別に給食で提供するよ

う配慮しています。 



●4歳、5歳児クラスは給食当番活動を通して、配膳や食器の片

付けを行い、食事前には今日のメニューを発表し、食事への興味

につなげています。また、食育で年齢に応じて食材に触れる機会

や、おにぎりを作る機会を設けて、食に関心が持てるように取り

組んでいます。 

●献立は、季節感のある食材を取り入れ、季節に沿った行事食を

提供しています。行事食にも旬の食材を取り入れて工夫していま

す。食事では、静かに食事をするよう食事マナーを伝え、食卓で

は折り紙作った箸置きを用いたり、食育を図示したランチョンマ

ットを使用する等、楽しく食事ができる雰囲気を心がけていま

す。食器は硬質陶器製を使用し、0歳児の湯飲みは両側に取っ手

の付いた形を採用しています。食具は、年齢、発達に応じて数種

類揃えています。 

●子どもの喫食状況は、栄養士および調理担当者が日々交代で食

事の様子を巡回し、月 1回、給食会議を開催し、各クラスの保育

士の意見も確認し、献立の改善点や、調理法等の改善に努めてい

ます。調理室では残食量を把握し、子どもの好き嫌いを確認して、

食材、味付け、盛り付け、色合い等の工夫に努めています。 

●メニューは、専用の献立ソフトを活用して園独自の献立を作成

しています。献立表は事前に配布すると共に玄関に掲示し、献立

表にもレシピを掲載して給食に関する情報を伝え、保護者が献立

に興味が持てるよう工夫しています。また、アレルギーを持つ児

の献立表は月末 1週間前には配付し、保護者と園で確認を行い、

アレルゲンの食材が混入しないよう万全を期しています。給食の

試食会は設けていませんが、離乳食体験や保育参観時での試食、

クッキング保育を保護者と一緒に行い、子ども達と一緒に食事す

る機会を設け、園での食事に興味・関心を促しています。給食サ

ンプルは毎日、玄関に提示しています。 

●午睡については、小学館アカデミー保育園全園で衛生的なコッ

ト（簡易午睡ベッド）を採用しています。昼食や遊びからスムー

ズに午睡へ導入できるよう、心地良い CD を流し、保育士が寝る

前に読み聞かせを行い、室内は完全に暗くせず、落ち着いて眠れ

るよう環境を整えています。眠くない子どもには強要をせず、眠

れない子どもには保育士が添い寝をしたり、安心できるよう背中

をトントンしながら休息を促しています。SIDS の予防では、0

歳児は 5 分ごと、1 歳児は 10 分ごと、2 歳児以上は 15 分ごとに



ストップウォッチを活用してブレスチェックを行っています。5

歳児は、年明けから午睡時間を無くし、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）を行い、就学に向けて

環境を整えるようにしています。 

●トイレトレーニングは個人差を尊重し、時期を見ながら各家庭

と連携し、連絡ノートで相談しながら無理強いをしないよう個別

に進めています。排泄に失敗した際は、子どもの羞恥心に配慮し、

他児にわからないようトイレ等に誘導し、清潔にしています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［健康管理］ 

 

 

 

 

 

●健康管理では、施設運営の手引きの中に健康管理マニュアルが

あり、マニュアルに沿って健康の維持、管理に努めています。入

園時の児童票の情報は個別ファイルに綴じ、全職員で子どもの既

往症、経過等を把握し、保護者と密に連携を図り情報を共有して

います。子どもの健康状態は看護師が中心となって観察を行い、

日常の子どもの健康状況は連絡帳や視診で把握し、職員間で情報

共有をしています。職員は、ダイアップの研修を行い、園全体で

徹底を図り、エピペンの使い方も学び、緊急に対応できるように

しています。歯磨きについては、3歳児以上は歯磨き指導を実施

し、2 歳児は徐々に歯磨きに慣れるよう指導しています。0 歳児

は食後にお茶を飲むようにし、1歳児は水を口に含んで吐けるよ

うにしています。 

●内科健診、歯科健診、身体測定は事前に予定表に明示して保護

者に配布し、健診結果は健康カードに記入し、結果は保護者に伝

えています。職員にはミーティング等で個々の結果について共有

しています。診断結果に応じて、園医に精密診断を受診したい場

合は、園医は予約の優遇措置に配慮してくれています。 

●感染症等について、感染症に関するマニュアルを備え、登園停

止基準や保育中に感染症等の疑いが生じた場合の対応は、入園の

しおりに記載し、保護者に説明しています。感染症が発生した場

合は、園内での感染症蔓延に注意し、看護師から保健だよりで様

子等をわかりやすく保護者に周知し、注意喚起の掲示をしていま

す。保育中に発熱した場合は、保護者に連絡をして対応を相談し、

38℃以上の場合は、速やかに保護者に連絡し、お迎えまで事務室

で個別に対応しています。職員に対しては、職員連絡ノートや昼

の打ち合わせで情報の共有を図り、流行時は感染症の資料を回覧

し、知識を深めて対応に努めています。地域、最新の感染症情報

は、行政（ホットライン）や地域等から入手し、職員間で情報を



共有しています。 

Ⅱ―２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［衛生管理］ 

 
 

●施設運営の手引きの中に衛生管理マニュアルがあり、園独自の

衛生管理マニュアルも作成しています。マニュアルに沿って室内

安全点検簿を作成し、室内安全点検チェックに基づいて各保育

室、給食室、トイレの清掃を実施しています。また、マニュアル

は定期的に見直しを行い、法人本部からの修正箇所も園内で見直

しの際に組み入れています。職員は、看護師から嘔吐処理方法の

指導を受け、直ぐに対応できるよう備えています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［安全管理］ 

 

 

 

 

 

 

●安全管理では、安全管理マニュアルに基づき、事故・災害時の

対応について職員に周知しています。保育室内は、大きな家具は

備え付けですが、事務室内の家具は備品等の安全対策を講じて転

倒防止を行っています。毎月、事故チャートフローを基に、様々

な想定の避難訓練を実施し、年 1回は消防署の協力の下、消化訓

練を実施し、災害を想定して保護者の引き取り訓練（美しが丘公

園）行っています。職員は消防署職員による救命救急研修を受け、

AED の研修も受講し、緊急時に備えています。園では、「減災プ

ロジェクト」を設けて、安全管理に取り組み、安全管理の勉強会

は職員会議の中で実施しています。 

●救急機関、医療機関の連絡先一覧のリストを整え、職員がすぐ

対応できるよう事務室に掲示して緊急連絡体制を整えています。

災害時の保護者への連絡については、ブログ、NTT の災害伝言

ダイヤル、一斉メールを活用しています。保育中のケガ等の記録

については、ケガ報告、事故報告、ヒヤリハットを作成し、毎月

ケガの状況を集計し、職員会議で周知を図り、再発防止策を検討

しています。子どもの事故やケガは、ケガの部位、軽重にかかわ

らす原則、担任から保護者に必ず連絡を行い、ケガ報告書に記録

しています。ヒヤリハットは、公園や散歩先、園内のヒヤリハッ

トマップを作成しています。 

●防犯訓練については定期的に実施し、正規職員は携帯を保持

し、外出の際は必ず携帯を持参し、散歩ではルートで追跡できる

ようにしています。門扉とエントランスは電子錠にて、IC カー

ドで確認する方式になっており、警備会社とも契約し、防犯カメ

ラも設置して安全を確保しています。不審者情報は、防災メール、

青葉区役所、地域、近隣保育園等から入手し、保護者からも情報

を得ています。 

 



Ⅱ－３ 人権の尊重 

 

 

 

 

 

 

●子どもの人権について、『保育所員としての心構え』内の「人

権を配慮した保育」に沿って、保育を実践しています。また、子

どもを尊重し、子どもの人権を最優先に考えた保育について会議

等で情報交換及び確認し、施設運営業務マニュアルに明示された

「人権を守るためのチェック」を行い、日々の保育に反映してい

ます。子どもに対して、注意を促す必要がある場合は、他の子ど

もの前では行わないよう配慮し、穏やかに話すよう努め、否定的

な言葉は控え、肯定的な言葉で伝えるようにしています。また、

個々の気持ちを尊重し、子どもがイヤと思う行為はしない、言わ

ないように努め、全職員で共通認識を図っています。 

●友達や保育士の視線を意識せず、１対１で話せる場所としては

ライブラリー、事務室等があり、必要に応じて子どもと落ち着い

て話す場として利用しています。日常保育の場面ではライブラリ

ーの活用や、仕切りを作り、子どもが落ち着いて穏やかに過ごせ

る空間作りを行い、保育士の視線を感じないよう配慮していま

す。園長は、子どもに対して他人から誤解されるような行為は慎

むよう指導し、共通認識を図っています。 

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、職員は入社前研修

テキストに沿って研修を受け、意義・目的を理解し、誓約書を提

出しています。保護者に対しては、年度初めに個人情報の取り扱

い（肖像権等）の確認を行い、同意を得ています。また、子ども

の発達に関する公の機関を利用する場合は、必ず保護者の同意を

得るようにしています。個人情報が記載されている文書・記録は、

事務室の施錠できる書庫に保管、管理しています。 

●性差に関する配慮では、全園児が平等に活動できるよう、遊び

や行事の役割、持ち物や服装での区別、順番、グループ分けや整

列も性別で区分けすることはせず、遊びや役割等については子ど

もたちの意見を尊重しています。名前の呼び方については、下の

名前で呼び捨てをせず、公的な場面では「さん」付けに統一して

います。職員は、ジェンダーフリーについて職員相互で話し合い、

理解を深め、研鑚を図っています。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

 

 

●保育理念・保育目標は、園のしおり、パンフレット、ホームペ

ージに掲載して伝え、保育課程、園だより等にも記載し、園内の

目につく所に掲示して理解を促しています。保護者に対しては入

所前説明会や年度の始めの保護者会で、重要事項説明書に沿って

説明し、同意を得ています。また、行事後、懇談会後にアンケー



 

 

 

トを実施し、第三者評価のアンケートでも保育方針が理解されて

いるかを確認しています。 

●園生活での子どもの様子や活動内容は、乳児は連絡ノートを活

用して伝え、幼児は市販のノートを利用して必要に応じて伝える

ようにしています。送迎時はクラスノートで引き継ぎ内容を保護

者へ伝達し、口頭でも伝えるよう努めています。交通情報や行事

等に係る雨天中止事項等は、安心伝言板を利用して緊急時に対応

しています。 

●個人面談は期間を定めて全保護者に実施し、クラス別保護者懇

談会は年 2回行って意向等を把握しています。保護者からの相談

については、面談室を使用し、プライバシーを確保できるように

配慮しています。相談は担任を窓口とし、適宜、園長から助言を

受け、必要に応じて園長が同席する等、適切に対応できるよう体

制を整えています。重要な相談内容は守秘を前提として記録、保

管を行い、その後もフォローをしています。 

●園生活に関する情報は、園だより（月 1 回）、クラスだより（2

ヶ月に 1 回）、保健だより、給食だよりを発行し、ブログの更新

を行い、常に情報を発信しています。その日の保育については連

絡ノート、写真を掲示して知らせています。4 月の保護者会（全

体およびクラス懇談会）では、保育目標、内容を伝え、2月の集

まりでは進級について話し、家庭での協力を促しています。 

●年間行事予定表は事前に配布し、保護者が予定を立てやすいよ

うに配慮し、園だよりでも伝えています。保護者の保育参加・参

観については、幅広く期間を設けて実施し、期間以外も予備日を

設けて全保護者が参加できるよう案内しています。保育参観は何

時でも受け入れ、保育参加は運動会を予定しています。参加でき

なかった保護者に対しては、担任から資料を渡し、様子を伝えて

います。 

●保護者の自主的組織は現状、保護者から希望や要請を受けてい

ないので設けていません。園主催の運営委員会では各クラスの保

護者代表が出席し、園の状況について意見交換を行っています。

卒園式後の謝恩会の打合せ等の場所の提供や職員参加の要望は

ありませんが、いつでも応じる体制は整えています。園長は、卒

園後の保護者主催の謝恩会に招待を受け、参加し、保護者とコミ

ュニケーションを図っています。 

 



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 

 

 

 

 

●保育園、学校関係、商店、近隣住民等、近隣の施設と積極的に

関わりを持ち、地域との交流に努めています。年3回程度のタウ

ンミーティング（地域の集まり）に出席して意見交換を図り、地

域の虐待組織委員会にも参加して地域のニーズの把握に努めて

います。関係機関や他施設との検討会・研究会については、タウ

ンミーティングを活用しています。地域の子育て支援では、園庭

開放を実施しています。 

●近隣の公立認可保育園を中心に、地域ケアプラザで行われる地

域の子育て親子に向けた講習会や研修会に参画し、保育士、看護

師を派遣しています。職員は、地域に向けて「手作りおもちゃ」

の勉強会について話し合い、地域の子育て親子に提供できるよう

に研鑚しています。園の情報はポスターを掲示し、自治会の会合

の際もお知らせするようにしています。 

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では、青葉区の子育て情報サイ

ト、広報よこはま青葉区版等に掲載して情報提供しています。ま

た、園見学や園庭開放時の利用者に園の紹介や情報提供を行って

います。相談事業については青葉区の広報誌や、ホームページで

の案内、園の紹介を掲載し、育児相談に応じる旨を発信していま

す。育児相談は、毎週木曜日に子育ての相談を実施しています。 

●関係機関・団体等の連絡先リストを作成し、事務室に掲示し、

職員で共有しています。関係機関（青葉区こども家庭支援課・青

葉区および宮前区保健センターの保健師・嘱託医・近隣小学校・

子育て支援センター・地域療育センターあおば・児童相談所・警

察・消防署等）との担当は園長とし、地域療育センターあおばと

は年 2回の巡回で相談援助について助言を受け、青葉区・宮前区

保健センターの保健師、児童相談所とは相談等で連携を図ってい

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 

 
 

●地域への園の理解促進のための取り組みとして、園の夏祭り、

運動会、発表会に地域の方々、自治会役員、民生委員を招待し、

他の園児も招いています。また、地域の町内会への加入を通して

地域の「桜まつり」に招待を受け、自治会長から毎年七夕の竹を

いただく等、友好関係を築いています。小学校との交流では、一

年生と年長児が交流する機会を持ち、体育館を借用する等、交流

を図っています。幼保小会議への参加を通じて各機関と連携を図

り、地域のタウンミーティングへの参加や近隣のゴミ拾い等を行

い、開かれた保育園作りに取り組んでいます。 

●子どもと地域との交流では、地域の文化施設、レクリエーショ

ン施設を利用し、美しが丘公園ではログハウス、子どもの国のス

ケート場などを活用しています。散歩時には地域の人たちと挨拶

を交わし、交流を深めています。幼児は近隣保育園や小学校と交

流を図り、セコムシニアクラブの高齢者とは年 1回、交流を持つ

等、地域の様々な人と交流を行っています。 

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、園のホームペ

ージやパンフレット、青葉区の広報誌に園の詳細を掲載していま

す。横浜市の「ヨコハマはぴねすぽっと」にも情報を提供してい

ます。園見学者やイベント時には保育内容を記載したパンフレッ

ト、リーフレットを配付して案内しています。園見学者には質問

に対して丁寧に対応し、職員体制・サービス内容の詳細、料金に

ついても伝えています。 

●園のサービス内容等の問い合わせについては、園のしおりを基

に小学館アカデミー保育園の取り組みについて伝えています。園

見学は基本、毎週木曜日の 11時・15時を設定していますが、必

要に応じて保護者と相談の上、見学やご質問に応じています。見

学者が多い場合は設定日を増やして対応し、ホームページにも見

学の受け入れを案内しています。 

 

 

 

 



Ⅳ―３ ボランティア・ 

実習の受け入れ 

 
 

●小学館アカデミー園としてのボランティアの受け入れマニュ

アルがあり、職員に周知しています。受け入れ担当は園長とし、

受け入れの際は事前に園の方針、利用者への配慮等を説明し、体

制を整えています。ボランティアの受け入れでは、小学生の生活

体験、中学生の体験学習、高校生のインターシップ、一般大学生・

通信制学生の夏休みボランティア等を受け入れ、事前に保護者、

職員に知らせ、子どもの前で紹介を行い、理解を促しています。 

受け入れの際は、受け入れ記録に記載し、ボランティアには感想

文を提出してもらっています。 

●小学館アカデミー園としての実習生の受け入れマニュアルが

あり、受け入れ担当は園長とし、事前にマニュアルに沿ってオリ

エンテーションを行い、理念、基本方針、活動内容、利用者への

配慮、留意事項を十分説明して理解を促しています。実習は依頼

校の意向、カリキュラムに沿って受け入れ、各クラスで実習を実

施していています。実習の期間中は、１日の終わりに振り返りを

行い、職員と意見交換を行い、最終日には実習生、担当保育士、

園長とで反省会を行い、意見は保育の参考にしています。実習の

受け入れでは、大学の保育科の学生、保育専門学校、医療、介護

福祉士養成学校の学生の実習を受け入れています。今後も、積極

的に受け入れて行く予定でいます。 

 

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 

 
 

●人材の採用、人員体制に関しては、法人本部で一括採用を行い、

法人本部の採用育成課が主体となり採用年間計画を策定して園

ごとのバランスを加味し、新卒・国家試験・復職・現職・遠隔地

に分け、戦略を立てて人材の確保に取り組んでいます。人員体制

については、小学館アカデミー保育園に勤める職員として求めら

れる職員像及び、その中での行動目標を求めています。職員の行

動規範は、4分冊に分割した施設運営の手引きに詳細に記載され、

保育の実践に規範となる内容になっています。人材育成について

は、法人で研修計画を策定し、計画に沿って該当職員は参加して

います。また、人事考課制度により個人別の目標設定や、能力向

上シートを作成し、目標の達成状況を面接で確認し、評価を行い、

職員の資質向上を図っています。 



●研修体制については、法人本部の研修計画に則り、必須研修、

選択研修に参加し、園独自の研修計画においても内部・外部（市・

区等）の研修に積極的に取り組み、資質向上に努めています。内

部研修での嘔吐研修、AED研修等にはパート職員の参加を義務付

けています。常勤職員については、外部研修を受講した際は研修

報告書を提出し、報告書は回覧して共有化を図り、保育の実践に

つなげています。また、他の研修として法人系列保育園での交換

研修や、他保育園との研修を実施し、法人本部からの選定による

海外研修にも参加し、保育の質の向上に向けて研鑚を図っていま

す。今年から、公立認可保育園と、0歳児担当職員が交流を始め、

意見交換を行っています。 

●非常勤職員の配置や業務内容については、常勤職員との組み合

わせを原則とし、事前に園内オリエンテーションを行い、施設運

営の手引きを閲覧できるようにしています。また、必要な知識・

情報を提供し、職員間の情報共有は職員連絡ノートで確認できる

ようにし、コミュニケーションを図りながら円滑に保育を進めて

います。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

 
 

●保育士の自己評価は個人能力向上シートを活用して実施し、園

の自己評価は、公立保育園用の自己評価を参考にして作成して行

っています。保育士は定期的に自己評価を行い、園長と面接し、

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

年度につなげています。保育士は、子どもの発達に応じて現場の

動線作りを見直し、保育レポートで振り返り、保育の改善に努め

ています。職員の技術指導については、法人本部から楽習保育®

の指導者や、「英語で遊ぼう」の講師から指導・助言を受け、他

園からの講師を招いて研鑚を図る等、保育の質の向上に努めてい

ます。 

●職員の自己評価では、保育や業務の計画および記録を通じて、

園の目標である「自己自立」を目指し、個人能力向上シートに指

導計画を加味して目標を立て、振り返り、個々の実践を評価し、

改善に努め、今後の保育につなげています。個人能力向上シート

は、職員一人一人が保育への意識を高めて取り組めるよう活用し

ています。 

 

 

 



●保育所の自己評価については、毎年、第三者評価を受審し、園

の課題、改善に向けて取り組み、利用者アンケートの結果を基に

今後の課題等を話し合い、次年度の課題として生かしています。

評価結果は職員に示し、保護者にも開示しています。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

 
 

●人事考課制度があり、職務分担表により係り・担当を細分化し、

ある程度の権限委譲を示し、各職員に合った業務ができるよう配

慮して役割を明確にしています。園では、クラス担当に関するこ

と、月当番、プロジェクト、各プロジェクト、役割分担表を作成

し、行事は保育士の提案により運営・実施しています。また、園

と本部の連携を図る施設担当を設置し、園長と協力しながら運営

を推進しています。定期的に職員と自己評価を中心に面接を行

い、個々の目標を共有し、達成状況等の意見交換を図り、職員の

満足度、要望を把握し、評価により昇格・昇給・賞与に連動させ

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 

 
 

●職員の守るべき法・規範・倫理等は、施設運営の手引きの中に

明示され、保育士倫理綱領や就業規則、職員マニュアルを備

え、職員は入社前研修を受け、守るべき倫理を遵守しています。 

経営、運営状況等の情報は、ホームページ等で一部開示していま

す。リスクマネジメントについては、会議で他施設の事例等につ

いて検討および周知し、守るべき規範について再確認していま

す。法人本部で提携している情報提供会社アイギスから事例

等の提供を受け、職員会議等で話し合い、周知しています。 

●環境整備では、園舎はオール電化であり、夜間電力使用、床暖

房を考慮して整備されています。ヨコハマ 3R 夢（スリム）方針

を意識し、職員マニュアルに沿って園内の温湿度を保ち、節電、

分別、ゴミの減量化を心がけ、プランターで花や野菜栽培による

緑化促進を行っています。保育では、コピー用紙の裏紙の再利用

や、牛乳パック、廃材を使用した活動を行う等、リサイクルの意

識を高め、園全体で環境への取り組みを行っています。リサイク

ルでは、子どもの衣類等で不要になったものを保護者等からいた

だき、着替えを忘れた子どもに使用したり、廃品で玩具作りをし

たりしています。 



Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・ 

主任の役割等 

 
 

●理念・基本方針は職員マニュアルに明文化し、エントランス、

事務室に掲示して保護者・職員が常に目に触れるようにしていま

す。職員に対しては、重要事項説明書を配付し、年度初めの職員

会議で保育理念、基本方針、保育目標を確認しています。また、

年 2回の職印面接を通じて理念・方針の理解度を確認し、意識統

一に努めています。 

●重要な意思決定については、運営委員会で説明し、意見を集約

した後、保護者懇談会を開催して目的・決定（変更）理由、経過

等を説明しています。大きな変更については、専門職も交えて話

し合い、より良い園作りに尽力しています。 

●園長は、人材育成に尽力し、次期リーダーの育成に努め、主任

になるための心得を教育しています。主任の育成においては、法

人本部主催の主任候補研修に参加し、意識を高めています。主任

は、職員の業務状況を把握し、職員体制表を作成して配置設定を

行い、個々の精神面、肉体面に配慮し、園内を巡回して助言・指

導を行う等、円滑な業務に尽力しています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

 
 

●園の運営面に直接影響のある取り組みでは、横浜市、青葉区役

所、法人本部等を通じて、保育業界や国の保育施策、保育園協議

会等の情報を収集し、全職員に周知しています。また、法人本部

と提携している情報提供会社からの報告や、保育業界ニュース等

の情報は園全体で検討し、保育に生かしています。重要な情報に

ついては、必要に応じて園長が職員会議や昼の打合せで報告し、

園全体で重点改善課題として設定し、全職員で話し合い、取り組

んでいます。 

●理念、基本方針の実現に向けて、法人で中・長期計画を策定し、 

中・長期計画に沿って園長が中長期計画を立て、それに沿って事 

業計画を作成し、重要な情報は重点改善課題として園全体で取り 

組んでいます。法人本部は、人材の確保・新人職員、教育、即戦 

力なる職員の異動等、次代を担う職員の研修等を行い、育成に努 

めています。外部の機関や専門家などのアドバイスでは、明治安 

田こころの財団、全国事故事例収集の専門会社（アイギス）等か 

ら指導・助言を受け、より良い園運営に生かしています。 

 

 

 

 



28年度 福祉サービス第三者評価 本人（園児）調査結果報告書 

小学館アカデミーたまプラーザ保育園 

小学館アカデミー かみおおおか保育園㈱R-CORPORATION 

＊観察調査日 平成 28年 11月 28日・29日 

＊保育観察 保育園を調査員 2 名で全クラスの視察、観察を行いました。生活の保育観察を行い、午睡の様子と保育観察を継続する

中、食事場面も観察し、保育士の関わり方、園児の様子観察を行いました。各年齢については 1 日の保育の観察を通し

てそれぞれの特徴を捉えて記しています。 

 

■0歳～5歳の子どもの様子・保育の様子 

 

＜0才児＞ 

●0歳児（もも組）は、午前中の遊びから午睡、午後の活動を観察しました。午前中は、暖かい気候だったので、園庭に出で暖かい日差し

の中で保育士に抱っこされたり、車が通れば車好きの子どもはバイバイをし、中にはドライバーが手を振り返してくれると子どもは喜び満

足していました。日向ぼっこから保育室に戻り、食事の準備が始まります。保育室は食事をするスペースと午睡を行うスペースは棚等で区

別をして活用され、ミルクを飲んでいる子どもは静かな場所で保育士に抱っこされて、保育士の顔を見ながら安心した表情でごくごくミル

クを飲んでいました。ミルク以外の子どもは離乳食をそれぞれのペースで食べており、手掴みで食べる子どもは保育士に見守られながら、

おいしそうに食べていました。午睡の時間になるとカーテンがひかれ、程よい光の中で、オルゴールが流れ、子ども達はコット（簡易ベッ

ド）に横になり、寝返りを打ったり、寝にくい様子があると保育士に背中をトントンしてもらう等、子ども達はお腹もいっぱいで、心地良

い眠りの環境下、安心してすぐに眠りについていました。午後、皆で遊ぶ時間では、テーブルの上に一人一人が画用紙をもらい、クリスマ

スツリーの製作を行いました。保育士に切ってもらった色紙を画用紙に貼って、保育士に援助をしてもらいながら小さな手先を動かし、素

晴らしいクリスマスツリーができ上がりました。それぞれに少しずつ個性があり、皆が製作したクリスマスツリーは、保育室に飾られクリ

スマスまで彩られます。 



＜1歳児＞ 

●１歳児（ばなな組）は、食事から午睡までを観察し、翌調査日はお散歩に同行しました。1 歳児の子ども達はスプーンで食べられるよう

になっており、食事の食べ方は早い子どもや、遅い子ども、遊びながら食べている子ども等、表情もさまざまですが、皆楽しそうに食事を

摂っていました。時折、保育士がスプーンを子どもの口に運び、食べさせてもらっている子どももいます。食事と午睡を行う空間は区別さ

れ、食事を摂っている間に午睡の準備が整い、子ども達は食後、新しい服に着替えます。月齢の高い子どもは一人でパジャマに着替えるこ

とができ、少し得意気な顔でこちらを見、笑顔で返したら、ニコニコしていました。保育士が手伝いながら全員がパジャマを着たら、心地

良い午睡環境の下、コットで眠りにつきました。翌日の午前中、お散歩に同行し、美しが丘公園に行きました。広い敷地に遊具等が整備さ

れた公園では、他のクラスの子ども達も遊びにきており、ばなな組は公園内の坂道と傾斜面の場所で体を動かして遊びました。子ども達は、

ほぼ急な坂を一生懸命、てっぺんを目指して登りきり、保育士に誉められると満足な表情を一人一人が表現し、寒さも吹き飛ばすかのよう

に楽しく遊んでいました。公園には池もあり、鴨が池にいるのを子ども達が見つけると、「わぁ～かわいいね」と指を指したり、鴨が泳ぐ様

子をじっーと見ている子ども等、公園で体を動かし、自然の観察も行い、頬を真っ赤にして遊ぶ姿の子ども達は逞しかったです。 

 

＜2歳児＞ 

●2 歳児（いちご組）は、午前中は、美しが丘公園に散歩に行き、広場で思いっきり走り回り、お友達と遊んだり、保育士が見守りながら

玩具で遊び、寒さに負けずに体をいっぱい動かしました。午後は、園庭で「はないちもんめ」や「かごめ」等、ルールのある遊びを行いま

した。ルールは大きくなってからルールを決めて遊べるよう、保育士の指導の下、子ども達は見よう見まねで覚え、隣のお友達の真似をし

たり、覚えることを楽しみながら皆で行う遊びを笑顔で行っていました。皆で遊んだ後は、園庭で三輪車に乗って遊んだり、お友達と走っ

たり、元気よく遊び、仲良く遊んでいました。調査日にあたる日は、下旬から履き始める上履きが配られる日であったようで、保育士から

お話しを聞き、子ども達は新しい靴に興味とうれしい顔を見せていました。2 歳児の子ども達は、生活発表会でも元気な様子を発揮するの

でしょう。 

 

 

 



＜3歳児＞ 

●3歳児（みかん組）は、食事の様子と午後の活動を観察しました。保育室で 2つのテーブルに 5人づつに分かれて食事を行っています。3

歳児の子ども達は比較的安定した食事風景が見られ、それぞれのテーブルでお話しをしながら楽しく食事をしていました。早く食べ終えた

子どもはお代わりをしに行き、保育士に笑顔でお皿に盛ってもらって子どももうれしそうです。午後の一斉活動では、12月の生活発表会に

向けた練習を行いました。催し物は「オペレッタ」の劇を行う予定とし、子ども達で配役を決め、皆で練習を行っていました。3歳児に劇

に取り組む導きと、子ども達のがんばる姿勢に、練習風景では一人一人の子どもの自信さえ伝わってきました。練習が終わった後は園庭に

出て、ボール遊びを思いっきり楽しんでいました。 

 

 

 

＜4歳児＞ 

●4歳児（ぶどう組）は、食事、午睡の様子を観察しました。食事は 5歳児と一緒に摂り、調査者も同席をさせてもらいました。4歳児の子

ども達はお箸を上手に使うことができていました。食事では、テーブルでそれぞれの話題で話しをしたり、楽しく食事を行い、よそ見をし

たりせず、きちんと最後まで座って落ち着いて食事ができています。食事を済ませると、パジャマに着替え、着た洋服はきちんとたたみ、

午睡に入ります。お着替えでは、一部の子どもが生活発表会の劇で行う言葉の「寿限無、寿限無」とはやし立て、元気いっぱいです。寝る

時間は 12時 45分とされ、皆でコットの準備を行い、個々でランダムに横になっていました。保育室の電気は消灯し、心地良い環境の下、

15分後には全員が眠りにつき、15時には保育室の灯りがつけられ、15時前に目覚めている子どもや、やっと起き上がる子ども、まだ眠く

てぐずぐずしている子ども等、寝起きでボーとしながらもお着替えをして午後からの生活に向かいます。午前の活動は、生活発表会で 4歳、

5歳児が一緒に発表する劇の練習を行いました。催し物は「寿限無」という劇で、動作もしっかりとして楽しみです。 

 

 

 

 



＜5歳児＞ 

●5歳児（めろん組）は、食事の様子の観察を行いました。食事は 4歳児と一緒に行いました。5歳児は食育で郷土料理に取り組み、毎月、

取り組む郷土料理における都道府県の「ゆるキャラ」のポスターを貼っており、子ども達は「ゆるキャラ」について良く知っていました。

また、酉年に因んだ鶏のカレンダー作りに取り組み、ご近所の方に配ったと話してくれました。5 歳児の午睡は就学に向けて徐々になくし

ており、午睡の観察は行っていません。翌日は、活動で 4 歳児と染めだしを行い、保育士の言葉をきちんと聞き、5 歳児の子ども達はしっ

かりとした面持ちで活動に取り組んでいました。年長児は、これまでの園生活で培ったルールや習慣を身に付け、就学に向けた意識も備わ

っているようで、子ども達の会話からも感じとることができました。 

 

 



【小学館アカデミーたまプラーザ保育園 利用者アンケートの特徴】 

実施年度 / 評価項目手法 28年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 保育園利用者家族  （世帯数 57） 

有効回答数 31世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 54％ 

  

＊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、設問ごとに特化して満足の高い項目と、低い項目が極

端に表れている結果となっています。全体の項目の中で特に高い『満足』とした項目は、

問 4「日常の保育内容（生活について）」の「給食の献立内容について」（満足 81％）と、

問 7「職員の対応について」での「お子さんが保育園生活を楽しんでいるかについて」（満

足 71％）が最も『満足』を示しています。また、60％以上の『満足』の項目では、「お子さ

んが給食を楽しんでいるか」について（68％）、「あなたのお子さんが大切にされているか」

について（65％）、「感染症の発生状況や注意事項等の情報提供」について（61％）、「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（61％）等が挙げられま

す。満足、どちらかといえば満足を合せて（以下、「ほぼ満足」という）については、「給

食の献立内容について」は言うまでもなく、満足 81％、どちらかといえば満足 16％、どち

らかといえば不満が 3％（1人）ありますが、「ほぼ満足」は 97％であり、「基本的生活習慣

の自立に向けての取り組み」については満足 58％、どちらかといえば満足 39％、その他 3％

にて、「ほぼ満足」は 97％となっています。また、「外部からの不審者侵入に対する備えに

ついて」でも満足 58％、どちらかといえば満足 45％、その他 3％で、「ほぼ満足」は 97％

を示しています。次いで、「クラスの活動や遊びについて」が満足 52％、どちらかといえば

満足 42％、不満 3％、無回答 3％(各 1名)ありますが 「ほぼ満足」は 94％を得ています。

項目を設問別に見てみると、「ほぼ満足」の高い設問は、問 5「保育園の快適さや安全対策

などについて」が 93％、次に、問 4「日常の保育内容について」が 89％と高く、日々の保

育園生活において、子ども・保護者から高い満足を得ています。 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

5世帯 5世帯 11世帯 5世帯 3世帯 2世帯 



 

●利用者アンケートの意見からは、「子どものことを大切に保育してくれている」、「担任か

らとっても大切にされているのを感じる」、「ホスピタリティに溢れた園だと思う」、「年齢

が上がり 食育など新しい取り組みもしてくれていて良い」、「日々きめ細かく子どもの様子

を見て対応してくれている」、「日中の活動も 給食も良く考えられて実施されている」、「非

常に満足している」等、保護者から感謝の気持と、喜びの声を多くいただいています。 

 

●「不満」とした回答は、『不満』および、『どちらかといえば不満』を感じる、『満足』の

比較的低い項目については、問 6「園と保護者との連携・交流について」の「送り迎えの際

のお子さんの様子に関する説明」についてであり、満足については 35％、どちらかといえ

ば満足 39％、どちらかといえば不満 23％、無回答 3％であり、全項目の中では、課題とす

べき項目となっていると考えられます。その他、問 6 の「開所時間内であれば柔軟に対応

してくれるなど残業等で迎えが遅くなる場合の対応」について、満足 26％、どちらかとい

うと満足 39％、どちらかというと不満 16％、不満は 6％であり、どちらかといえば不満、

不満を合わせて（以下、「ほぼ不満」という）が 22％となっています。しかし、この項目の

回答の中には、「利用していないのでわからない」、「今のところ残業等がないのでわからな

い」等、その他 10％があることから今後、不満の回答が高くなる可能性の因子を含んでい

ると思われます。 

 

●利用者アンケートの意見からは、「下痢時の登園の可否が曖昧でやや厳しいと思う」、「外

遊びの時間が少ない」、「土曜日に仕事をしている人への配慮をしてほしい」、「仕事に繁閑

があるので延長の単位を 1 日単位など柔軟性が欲しい」、「園庭に遊具が欲しい」、「英語や

絵画、学習などの時間をもう少し増やして欲しい」、「外遊びがやや少ない印象」、「夏季に

プールに入れた回数が 5 回程度だったのにはがっかりした」、「保育士同士の連携がうまく

取れていないように感じる」、「病み上がりの子は 1 日だけでも室内で遊ばせるようにして

ほしい」、「身体を動かす時間(体育)がもっと欲しい」等の意見が聞かれ、1歳、2歳児の保

護者からは特に、「戸外遊びの時間を増やして欲しい」という要望が複数挙がっています。

今後、挙がった意見等も含め、園の方針としての説明、周知の方法、理解への促しについ

て、さらなる取り組みを望みます。園の良い点をさらに生かし、保護者のより満足・安心

につながる保育の継続を期待しております。 

 

 

 

●総合的に、『満足』は 52％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 42％、『どちらか

といえば不満』3％、『不満』3％であり、保育園のサービス内容について、94％『ほぼ満足』

していると捉えることができます。 

 

 

 



 

利用者調査項目（アンケート） 

 

小学館アカデミーたまプラーザ保育園  

 

 

【保育園の基本理念や基本方針について】              上段%、下段人数で示しています 

問１ 

利用者調査項目 よく知って

いる 

まあ知っ

ている 

どちらとも

いえない 

あまり 

知らない 

まったく 

知らない 

無回答 

1 あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存じで

すか。 

23% 55% 19% 3% 0% 0% 

7 17    6 1 0 0 

 

 

賛同でき

る 

まあ賛同

できる 

どちらとも 

いえない 

あまり賛同

できない 

賛同でき

ない 

無回答 

2 あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できる

ものだと思いますか。 

52% 26% 0% 0% 0% 22% 

16 8 0 0 0 7 

【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 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

3 見学の受け入れについては 39％ 39％ 3％ 0％ 19％ 0％ 

12 12 1 0 6 0 

4 入園前の見学や説明など、園からの情報提供につ

いては 

45％ 35％ 6％ 0％ 13％ 0％ 

14 11 2 0 4 0 

5 園の目標や方針についての説明には 39％ 48％ 3％  0％ 10％ 0％ 

12 15 1 0 3 0 

6 

 

入園時の面接で、お子さんの様子や生育歴などを

聞く対応については 

58％ 35％ 0％  3％ 3％ 0％ 

18 11 0 1 1 0 

7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 42％ 45％ 6％ 3％ 3％ 0％ 

13 14 2 1 1 0 

8 費用やきまりに関する説明については 58％ 29％ 6％   3％ 3％ 0％ 

18 9 2 1 1 0 

  問３ 保育園に関する年間の計画について       

9 年間の保育や行事についての説明は 29％ 52％ 10％ 3％  3％ 3％ 

9 16 3 1 1 1 

10 年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされ

ているかについては 

23％  55％  13％ 3％  3％ 3％ 

7 17 4 1 1 1 

        



       

  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 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

11 クラスの活動や遊びについては 

（お子様が満足しているかどうか） 

52％ 42％ 0％ 3％  0％ 3％ 

16 13 0 1 0 1 

12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 45% 35% 13％ 3％  0％ 4％ 

14 11 4 1 0 1 

13 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) 

52％ 39％ 6％ 0％  0％ 3％ 

16 12 2 0 0 1 

14 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 

48％ 42％ 6％  0％  0％ 4％ 

15 13 2 0 0 1 

15 遊びを通じた友達との関わりや、保育士との関係に

ついては 

52％ 32％  10％ 0％  3％ 3％ 

16 10 3 0 1 1 

16 遊びを通じたお子さんの健康づくりへの取り組みに

ついては 

42％ 45％ 6％ 0％  3％ 4％ 

  13 14 2 0 1 1 

 

 「生活」について 

17 給食の献立内容については 81% 16％   3％ 0％  0％ 0％ 

25 5 1 0 0 0 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 68％ 23％   6％ 3％  0％ 0％ 

21 7 2   1 0 0 

19 基本的生活習慣（衣服の着脱、手洗いなど）の自

立に向けての取り組みについては 

58％ 39％   0％ 0％  3％ 0％ 

18 12 0 0 1 0 

20 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 

48％ 42％   6％ 0％  3％ 0％ 

15 13 2 0 1 0 

21 おむつはずしは、家庭と協力しお子さんの成長に合

わせて柔軟に進めているかについては 

32％ 32％  13％ 6％  16％ 0％ 

10 10 4 2 5 0 

22 お子さんの体調への気配りについては 48％ 39％ 0％  10％  3％ 0％ 

15 12 0 3 1 0 

23 保育中にあったケガに関する保育者への説明やそ

の後の対応には 

48％ 39％ 6％  6％  0％ 0％ 

15 12 2 2 0 0 

問 5 保育園の快適さや安全対策については 

24 施設設備については 42％ 48％ 10％  0％  0％ 0％ 

13 15 3 0 0 0 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気については 58％ 35％ 6％  0％  0％ 0％ 

28 11 2 0 0 0 



 

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

26 外部からの不審者侵入に対する備えについては 52％ 45％ 0％  0％  3％ 0％ 

16 14 0 0 1 0 

27 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 

61％ 29％ 6％  3％  0％ 0％ 

19 9 2 1 0 0 

   問６ 園と保護者との連携・交流について       

28 保護者懇談会や個別面談などによる話し合いの

機会については 

35％ 48％ 10％  0％  3％ 4％ 

11 15 3   0 1 1 

29 園便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 

61％ 32％ 3％  0％  0％ 4％ 

19 10 1 0 0 1 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 45％ 42％ 3％  6％  0％ 4％ 

14 13 1 2 0 1 

31 送り迎えの際のお子さんの様子に関する説明につ

いては 

35％ 39％ 23％  0％  0％ 3％ 

11 12 7 0 0 1 

32 お子さんの関する重要な情報に連絡体制について

は 

45％ 45％ 3％  0％  3％ 4％ 

14 14 1 0 1 1 

33 保護者からの相談事への対応には 35％ 52％ 6％  3％  0％ 4％ 

11 16 2 1 0 1 

34 開所時間内であれば柔軟に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 

26％ 39％ 16％  6％  10％ 3％ 

8 12 5 2 3 1 

   問 7 職員の対応について       

35 あなたのお子さんは大切にされているかについては 65％ 23％ 3％  3％  3％ 3％ 

20 7 1 1 1 1 

36 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 

71％ 16％ 10％  0％  0％ 3％ 

22 5 3 0 0 1 

37 アレルギーのあるお子さんや障害のあるお子さんへの

配慮については 

45％ 23％ 0％  3％  19％ 10％ 

14 7 0 1 6 3 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 48％ 42％ 6％  0％  0％ 4％ 

15 13 2 0 0 1 

39 意見や要望への対応については 29％ 42％ 16％  3％  0％ 10％ 

9 13 5 1 0 3 

問８ 保育園の総合評価 

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 無回答 

40   総合満足度は 52％ 42％ 3％  3％ 0％ 

16 13 1 1 0 



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：   小学館アカデミーたまプラーザ保育園    横浜市青葉区美しが丘 2丁目 18番 8 

回答世帯数：57 世帯中 31 世帯 ＜0 歳児（5 世帯）、1 歳児（5世帯）、2 歳児（11 世帯）、3 歳児（5 世帯）、4 歳児（3 世帯）、5 歳児（2 世帯）＞ 

  定    員 ： 90名 調査期間： 2016/09/1 ～   2016/11/29 

 



 

事業者コメント 

 

施設名：小学館アカデミーたまプラーザ保育園 

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞    

 

項目に関して分かりにくい点もあった。 

厳しい目線でみると A までは達していないのではないか？との意見もあったが、おおむねできているので A で

いいのでは？など様々な面で話し合いができたことはよかった。 

改めて危機管理や環境など考える時間があった。 

 

 

 

 

＜評価後取り組んだ事として＞ 

 

マニュアルの確認を行った。 

マニュアルに慣れてくると忘れがちになるため、改めて確認していくことが大切だ思った。 

その後は定期的にマニュアルなどの確認を行っている。 

 

 

以上 

上記のことを新たに取り組んでいます。 

 

 


