
基本情報 

 

 

施設名 小学館アカデミーかみながや保育園 

所在地 神奈川県横浜市港南区丸山台 1‐5－9 

電話番号 045－840－5251 

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 8月 19日～ 

平成 28年 9月 8日 

個人評価の後、会議で合議すり合わせを行なった。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 28年 10月 11日 

平成 28年 10月 12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 8月 23日～ 

平成 28年 9月 9日 

各家庭につき 1部配布し、エントランス回収箱にて回収 

 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 28年 10月 11日 

平成 28年 10月 12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  小学館アカデミーかみながや保育園 

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  〒233-0013横浜市港南区丸山台 1-5-9 

設立年月日  平成 25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 

小学館アカデミーかみながや保育園は、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。 

●小学館アカデミーかみながや保育園の立地・とりまく環境 

小学館アカデミーかみながや保育園は、横浜地下鉄ブルーライン上永谷駅から徒歩1分、環

状2号線馬洗橋交差点角に位置しており、地域の温かさが残る地域で子ども達はのびのびと

園生活を楽しんでいます。園が位置する上永谷付近は、JR戸塚駅や港南台駅からバス便に

より、近郊に丸山台団地、野庭団地が開発されていましたが、横浜地下鉄ブルーラインの

開通で上永谷駅付近は急速に開発が進み、横浜地下鉄ブルーラインの拠点駅として近年脚

光を浴び、団地や、昔の雰囲気を残した町並みに加え、駅周辺には戸建て住宅やマンショ

ン等が建設され、発展が目覚ましい地域です。東京、横浜への通勤にも至便であるため若

い世代も多く、保育の待機児童も増え、近くには小学校、保育園も整備され、活気溢れる

地域です。小学館アカデミーかみながや保育園は、小学館アカデミー保育園の特徴を生か

し、楽習保育®や多くのノウハウを活用しながら園の拡大を図っています。園舎はエレベ

ーターを設備し、3階に屋上園庭を設け、ビルを活用した保育園です。園舎内は、玄関を入



って正面に事務室兼医務室があり、その奥に2歳児の保育室が設けられ、コの字型に1歳、2

歳児の保育室、0歳児の保育室があり、1階には多目的トイレ、乳児のトイレ、沐浴室・調

乳室が完備されています。2階は、階段、エレベーターが活用でき、調理室が大きく設けら

れ、独立した3歳児～5歳児の保育室がバルコニーに面して設備され、いずれの保育室にも

良好な陽当たりで、最適な環境が整っています。3階は上がってすぐにホールがあり、ほぼ

面積いっぱいに人工芝の屋上園庭が設けられ、トイレも備え、子どもが安全に安心して活

動できるよう環境が整えられています。 

 

≪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。小学館アカデミーかみながや

保育園では、楽習保育®に、①地域を知る・②日本を知る・③世界を知る、をテーマにし

た取り組みを展開して進めています。 

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．『スマイルシップ』の活動 

小学館アカデミーかみながや保育園は、子どもたちの「良いところ」に焦点を置き、「良い

ところ」を伸ばす保育を実践しています。その活動を『スマイルシップ』と名称し、園全

体で推進しています。子どもには出来ないことも沢山あるかもしれませんが、出来ること

も沢山あります。小学館アカデミーかみながや保育園では、出来ないことへの挑戦にも試

みながら、根幹に「出来るところ・良いところ」を伸ばす保育を心がけ、全職員が温かく

誉め、子ども一人一人の良いところを見つけ・伸ばし、子どもの自信につながるよう取り

組んでいます。子どもは「出来る」と感じると自信を抱き、伸びやかな才能を開眼してい

きます。園が取り組む『スマイルシップ』は一人一人の子どもにあらゆる才能の芽に栄養



を与え、子ども自身も自信が生まれ、ポジティブシンキングな活動が園全体を、子どもを

明るくするような期待が寄せられます。 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

1. さらなる職員の質の向上 

小学館アカデミーかみながや保育園では、法人本部の保育理念と共に、「楽習保育®」を中

心に保育環境を整備し、理念の実現に向けて保育を展開し、毎年、保育理念に共感した多

くの新卒者が入職し、職員の技術、質の向上に関しては法人本部で力を入れて実施してい

ます。さらに、小学館アカデミーかみながや保育園での保育に携わる要員を踏まえ、配属

される職員を想定し、一時的戦力低下は避けられるように職員全体のボトムアップを図り、

一層の研鑚を日々高め、職員の教育、成長を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。小学館アカデミーかみながや保育

園では、年度始めの職員会議で基本方針と年度の方針を確認し、

特に、園の環境整備について、個々の職員の存在を園の一つの環

境と捉え、教育を徹底しています。基本方針は目につくようエン

トランスに掲示し、周知を図っています。また、保育理念・基本

方針に基づき、「楽習保育®」に沿った保育を推進し、保育課程、

年間指導計画を策定して保育を展開しています。 

●保育課程は小学館アカデミー保育園共通を基に、地域の実態、

豊かな自然の環境等を加味して作成し、保育課程に沿って園の行

動指針・年間指導計画を作成し、月案・週案の作成につなげてい

ます。保護者に対しては、保育内容をわかりやすく伝える為に映

像化を試み、保護者会等で理解を促しています。活動の様子は、

写真にコメント入りで掲示し、興味・関心につなげています。 

●園では、日々の保育で楽習保育®を展開し、幼児クラスにおい

て「21世紀型アクティブラーニング」を進め、テーマを設定し

て子どもの興味から発展するラーニングを実施しています。ま

た、園長が課題をクラス担任に示し、課題を踏まえて担任から子

ども達に課題に則した選択肢を用意し、子ども達が興味あるもの

を選択して内容を決定することを大切に進めています。取り組み

例では、3月の給食の献立は、卒園予定の子ども達で決める等、

小学館アカデミーかみながや保育園  

評価年度 28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
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子どもの希望や自主性、主体性を育んでいます。 

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）

と共に面接シート表を用いて面接を行い、子育てに大切にしてい

ることや、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。0 歳、1 歳児については、個々の健康、離乳食に関し

て栄養士も同席して、保護者と共有しています。面接後は職員が

面接票を作成し、全職員で課題点、配慮点を確認し、個々の情報

を会議で共有し、日々の保育に生かしています。 

●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。乳児クラスは複数の担任制であり、年間を通じて

個々の児童票を記録し、成長・発達を把握しています。在園児の

配慮では、特に、乳児から幼児に上がるクラスでは保育士１名が

持ち上がりとなるよう配慮しています。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、生活の連続性の視点から保護

者と密に連絡するよう心がけています。3歳児以上も連絡帳を保

有し、必要に応じて子どもの様子を伝えています。異年齢保育で

は、3年齢を 3名の保育士で対応し、日常的にアクティブラーニ

ングで交流しています。 

●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、指導計画ではクラスの様子を勘案してクラス担任が立案し、

園長、主任が確認の基、乳児・幼児会議で意見交換を図り、現状

に合った見直しを図り、職員会議で報告し、共有しています。保

護者の意向については、日々の会話を通じて意見を把握し、行事

ごとのアンケートや運営委員会で意見を抽出し、見直しに努め、

日々の保育に反映させています。 

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毎日、清掃

は職員で行い、保育室はクラス担任が行い、共有部分については

当番制で実施して、清潔を確保しています。0 歳、1 歳児の保育

室は床暖房を設備し、ソリューションウォーター（次亜塩素酸ナ

トリウムと同等の抗菌性を保有し、人体に安全な除菌・消臭水）

を使用した空気循環器により保育室内の空気を消毒しています。

また、全クラスに空気清浄機を設置し、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



は空調管理と共に適宜、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）は保育士が毎

日チェックを行っています。寝具のタオル等は家庭に持ち帰って

洗濯を依頼しています。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、職員の声に十分配慮してい

ます。 

●沐浴設備は、0歳児と 1歳児の間に備えて体の清潔を保ち、温

水シャワーは 1階、2階の乳児、幼児トイレにそれぞれに設備し

ています。設備等の使用後は、次亜塩素酸ナトリウム水やソリュ

ーション水で消毒及び掃除を行っています。また、夏のプール遊

び時は温水シャワーで全身を洗い、シャワー室使用後は洗剤で洗

い、消毒液で拭いて衛生管理を行っています。 

●0 歳、1 歳児の保育室は、個々の発達段階や一人一人の生活リ

ズムを考慮して保育環境を調整し、コーナーの設定やサークルを

活用し、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。異年齢での交流は、園内集会で１つの製作活動を行ったり、

誕生日会や季節の行事に交流の機会を設定し、朝夕の合同保育の

際はライブラリー（コーナー）の活用や、2 歳、3 歳児の保育室

を開放して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、個別指導計画を詳細に策定しています。今年度は個別指

導計画を必要とする対象児はいませんが、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行

い、よこはま港南地域療育センターの指導を受けながら適切な対

応に努めます。個別指導計画の見直しに関しては、重要な個所に

ついては保護者に説明し、了解を得るようにしています。 

●子どもの記録としては、定めた書式（入所前面談表、成長発達

記録等）により児童票に記録し、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。重要な申し送り事項は記録

し、3月末に新旧の担任間で申し送りおよび、個々の発達に関す

る見直しを行っています。共有すべき内容は職員会議で報告し合

い、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 

 

 

 

 

 

 

●子どもの姿は、毎日の昼のミーティングで共有し、職員会議や

ケース会議でも共有する機会を設け、記録は個別ファイルに残

し、保管しています。特に配慮を要する子どもについては、昼の

ミーティング、職員会議、乳・幼児会議で個別に健康面・行動面・

発達面・援助すべき項目について話し合い、記録し、情報は各ク

ラスで共有しています。関係機関との連携では、よこはま港南地

域療育センターや港南区保健センターの保健師と連携を図り、気

になる子どもについて健診時等で相談しています。 

●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、エレベーターを備え、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。職員は、障害児保育における研修に

参加し、受講後は職員会議等で報告および共有を図り、知識と対

応技術の研鑚を図っています。専門機関との連携では、港南区保

健センターの保健師や、よこはま港南地域療育センターと連携を

図り、訪問および助言・指導を受けています。 

●虐待の定義について、職員は入社前研修で説明を受け、対応に

てついてはマニュアル化され、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、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、関係機関に

相談できる体制を整え、児童福祉センター、児童相談所、港南区

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、アレルギー対

応マニュアルに沿って提供ルールを保護者に提示し、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。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ダブルチ

ェック体制を徹底し、十分注意を払っています。 

●文化が異なる子どもへの対応では、今年度は外国籍の子どもは

在籍していませんが、園では、「日本から世界」をテーマとして

設定し、文化や生活習慣、考え方の違いを知る取り組みを行い、

子ども達に理解、知識が深まる機会を設けています。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、横浜市

港南国際ラウンジにボランティア派遣や翻訳を依頼し、過去に利

用実績もあります。 



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

エントランス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や関係機関の窓口も紹介して

います。要望や意見等を聞く機会として、ふれあい箱（意見箱）

をエントランスに設置し、行事後にはアンケートを実施する等、

利用者満足に取り組んでいます。ふれあい箱に意見、提案等があ

った場合は、適切な回答手段にて返答を行っています。 

●苦情・要望等については、必要に応じて第三者委員に連絡でき

る体制を整え、解決できるようにしています。また、法人系列保

育園での園長会議でもそれぞれの状況を把握し、共有を図ってい

ます。保護者から要望や苦情等があった場合は、迅速に職員間で

共有し、会議等で対応策を検討し、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。保護者が意見を表明し

難い場合は、職員からコミュニケーションを取るよう心がけ、意

見が言いやすい雰囲気作りに努めています。 

 

 

 

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、常に揃えておく玩具、アイテムは子どもの興

味ある玩具等を選んで提供し、子どもが取り出して遊べるように

しています。園では、子どもが主体的に遊べる環境作りを提供す

るよう努め、ディリープログラムに詳細を定め、楽習保育®の教

材を用い、廃材等も用意し、多様な遊びができるようにしていま

す。乳児については、発達、クラスの状況に応じ環境を整え、遊

具を取りやすくするなど工夫しています。 

●園では、カリキュラムに応じて一斉保育と自由保育の組み合わ

せを実施し、一斉保育は楽習保育®を推進し、リズミック、ネー

チャープログラム、コミュニケーションプログラム等を展開して

います。自由保育では各年齢で時間を設定して実施し、子どもの

発見や発想を大切にし、個々の興味・関心を尊重して遊びが広が

るようにしています。例えば、子どもの発想により、屋上園庭に



カラフルなフラフープを用意し、色を利用した遊びや、電車ごっ

こで遊ぶ等、子どもの提案を遊びに生かしています。また、園で

は、年間計画に運動プログラムを組み入れ、屋上園庭で電子ピア

ノに合わせて運動会ごっこをしたり、ドッチボール等を取り入れ

て集団ゲームの機会に遊びのルールを伝え、社会性を重視し、ル

ールを守って遊ぶ楽しさを教えています。幼児クラスでは、異年

齢保育の時間の充実を図るように力を入れています。 

●栽培では、プランターで夏野菜やゴーヤ、ひょうたん、ズッキ

ーニを育て、観察、収穫を行い、収穫した野菜でスタンプ作りを

したり、給食で夏野菜カレーに仕立ててもらう等、皆で育て・収

穫できたことを喜び、食育活動へもつなげています。また、年間

を通して舞岡公園で米作りの体験を実施し、法人系列園の小学館

アカデミーかみおおおか保育園と一緒に芋ほり体験を行ってい

ます。地域との交流では、地域の催しで「提灯の絵」を協賛した

り、地域のボランティア団体を園に招いて交流を図っています。

●幼児クラスでは個々に自由画帳、道具箱を保有し、廃材や自然

物等を準備し、自由に自分の思いを表現できるように支援してい

ます。園では、エリアに分けて紙を広げて自由にのびのびと絵を

描いたり、廃材等で製作を行う時間を設けています。楽器に関し

ては、保育士が管理し、子ども達は手作りの楽器で自由に遊び、

歌の CD を流し、音楽に合わせて乳児は手作りのマスカラを鳴ら

して遊ぶ光景もあります。 

●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、「納得」を大切にし、子ども同士で解決ができるよう年齢に

応じて援助し、人の痛み、相手の気持ちを知り、お互いが納得し、

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、幼児クラスでは主活動以外は異年齢で生活を

行っています。プールやイベントでのグループは異年齢で構成し

て交流を行っています。 

●健康増進の工夫では、立地的な園庭の広さを考慮し、園では積

極的に散歩や戸外活動に取り組み、それぞれに応じた遊びで体を

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

よう年間計画に運動プログラムを取り入れ、様々な運動を通して

体力作りにつなげています。雨天の日は室内で天蓋や垂直跳び、

床にテープを貼ってテープ上を歩く等、体幹運動も行い、体力作

りを行っています。他では、保育室内の雑巾がけにも取り組んで



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、ア

レルギーを持つ子どもや既往症の子どもには個別対応をして留

意しています。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、園長等が事務室で個

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、幼児クラスでは自主配膳を行い、盛り付け時

に食べられる量を子ども自身で伝え、完食ができるようにしてい

ます。当番活動は、年長の後半から行い、異年齢で担当制を設け

て実施しています。好き嫌いについては無理強いをしていません

が、苦手な食材は少しでも食べられるよう保育士が誉め、促し、

完食への喜びを共有しています。乳児では、登降園の時間に合わ

せて授乳時間や食事の段階、内容を考慮して提供しています。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

れた食材を個別に無理なく給食で提供するよう配慮しています。 

●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、年度のテーマに沿ったテーマ献立を取り入れ、子どもた

ちの楽しみにつなげています。食事では、楽しい食事の雰囲気を

心がけ、異年齢での食事やバイキングの日や、イベント時には

BGMを流して食事が楽しみとなるよう工夫しています。また、「今

日の献立」を食事前に伝え、食事のマナーや座り方を伝え、気持

ちよく皆で楽しく食べられるようにしています。食器は陶器製を

使用し、年齢、発達に応じて数種類の食器、食具を揃えています。

お箸は給食会議にて発達段階に応じて提供できるよう確認して

進めています。 

 

●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。食育活動では、栄養士が子ども達に指導を実施し、身近な

関係作りに努めています。 

●献立は、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し、給食だよりを発行して給食に関

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。新入園児の保護者には、給食の試食の機会を設け、食事の味

や量、食材の大きさ等を確認してもらい、家庭での食育につなげ



ています。また、保護者参加の行事の際にも試食できる機会を設

けています。 

●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、保育士が寝る前に読み聞かせを行

い、室内の灯りを落とし、落ち着いて心地良く眠れるよう環境を

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、コーナーで静かに絵本を見て過ごせるように

しています。SIDS の予防では、0 歳児は 5分ごと、1歳、2歳児

は 10分ごと、3歳児は 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、時期を定めて午睡時

間を徐々に短縮し、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、各家庭と連携して無理

強いをしないよう個別に進め、概ね 2歳児クラスから始めていま

す。排泄に失敗した際は、子どもの羞恥心に配慮し、成功した時

は大いに褒めて自信につなげています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［健康管理］ 

 

 

 

 

 

●健康管理では、感染症マニュアルの中に記載され、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。

園では、毎日のミーティングで健康管理について話し合っていま

す。健康状態は看護師が中心に確認し、日常の子どもの健康状況

は連絡帳や毎朝の視診で把握し、職員間で情報共有をしていま

す。歯磨きについては、1歳児の後半から徐々に歯磨きに慣れる

ように指導し、3歳児以上は歯磨き指導及び、赤染を行っていま

す。職員は、年 1回、健診時に口腔衛生の研修を受け、保育に生

かしています。 

 

●内科健診（年 1 回）、歯科健診（年 1 回）、身体測定（毎月）、

歯磨き指導（年１回）は事前に予定表に明示して保護者に配布し、

健診結果は児童票に記録し、結果は保護者に伝えています。職員

には昼の打合せで個々の結果について共有し、また、看護師から

健康指導やブラッシング指導を受け、保育に生かしています。 

 



●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・授業事項説明書に記載し、保護者に説明しています。感

染症が発生した場合は、マニュアルに沿って対応し、園内での感

染症蔓延に注意し、保健だよりで保護者に周知し、注意喚起の掲

示をしています。在園中に発症した場合は、事務室内の医務室エ

リアで休ませ、速やかに保護者に連絡をし、お迎えまで看護師が

看ています。地域、最新の感染症情報は、行政（ホットライン）

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、マニュア

ルに沿って独自に衛生管理のルールを作成し、各保育室、給食室、

トイレの清掃を職員で実施しています。また、マニュアル、独自

衛生管理ルー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、職員に周知しています。 

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、低い家具を採

用し、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、

様々な想定の避難訓練を実施し、年 1回、自衛消防訓練を実践し、

指定避難場所への誘導訓練も行っています。また、通報や連絡体

制の予行演習も実施しています。職員は、消防署職員による救命

救急研修を受け、併せて AEDの研修も実施し、緊急時に備えてい

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、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、再発防止に努めています。

子どもの事故やケガは、ケガの部位、軽重にかかわらす必ず保護

者に連絡を行い、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年 1回実施し、玄関は電子錠にて、ダブル

チェックで安全を確保しています。不審者情報は、港南区役所等

からメールで入手し、近隣保育園と不審者情報の連絡網を整備

し、情報が得られるようにしています。 



Ⅱ－３ 人権の尊重 

 

 

 

 

 

 

●子どもの人権について、施設運営の手引きの中に人格尊重に関

するマニュアルが整備され、『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。職員には

人格尊重について常に周知を行い、子どもに対して、個々の気持

ちを尊重し、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、子どもの呼び方、職員間の会話でも

名前の呼び捨てを禁じ、公の席では「さん」付で統一を図り、全

職員で共通認識を持っています。 

●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

廊下、保育室の片隅、事務室があり、必要に応じて子どもがクー

ルダウンできる場として利用しています。日常保育の場面ではコ

ーナーを作り、子どもが落ち着いて一人で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。乳児クラスで

は、成長に合わせて環境設定を行い、一人の遊びを思う存分でき

るよう配慮しています。 

●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。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キャビネットに

保管、管理しています。 

●性差に関する配慮では、施設運営の手引きの中に記載され、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。但し、園では、男女の概念は必要と考え、年齢に応じて固定

的に捉えた話し方や表現に気を付けながら伝えています。また、

職員は無意識に性差による固定観念で保育をしないよう留意し、

互いに言い合える環境作りをしています。 

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、保護者に対しては入所前説明会や 4月の保

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。

今年の園のテーマや園目標も周知し、クラス懇談会では 1年間の

保育目標を資料と共に伝え、保護者へ理解を促しています。また、

園だより、お便りでも園の基本方針を掲載しています。 

 



 ●園生活での子どもの様子や活動内容は、連絡帳を活用して伝

え、送迎時は担任または遅番職員から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。その日のクラスの様子

はクラスノートに記載し、保護者に目を通してもらっています。 

 

●個人面談は年 2 回実施し、期間を幅広く設けて全保護者に実施

しています。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、相談室を使用し、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、主任が同席する

等、適切に対応できるよう体制を整えています。 

●園生活に関する情報は、毎月園だよりを発行し、クラスだより、

保健だより、給食だよりを定期的に配付しています。さらに、ブ

ログ、壁への掲示等で常に情報を発信しています。その日の保育

については連絡帳、掲示で伝え、楽習保育®の様子については写

真付きでお知らせしています。食育活動についてファイルを作成

して保護者に閲覧してもらっています。保護者会（全体およびク

ラス懇談会）では、1年間の子どもの成長の姿がわかるように視

覚的に伝えられるよう検討しています。 

●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、園だよりでも当月、次月の予定を伝えています。保

護者の保育参加、保育参観については、いつでも保護者が参加で

きるよう案内し、保育参観は期間を設けて参観してもらい、行事

でも対応しています。乳児については、子どもに配慮して保育参

加のみにしています。懇談会等の欠席者については、担任から個

別に内容を伝えるようにしています。 

●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

ないので保護者会は設けていません。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、意見交換を行い、エコ活動の際に

は場所の提供を行い、園と共同して取り組んでいます。園長は、

保護者と常にコミュニケーションを図り、意見交換がしやすい雰

囲気作りや、環境作りに努めています。 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

●地域の親子に向けて育児支援事業を実施し、地域の参加親子や

園見学にアンケートを実施して次回の活動につなげ、地域のニー

ズの把握に努めています。地域の子育てのニーズを把握していま

す。港南区の保育園と連携し、交流保育を協働で実施し、上永谷

エリアの講演会に参画する等、交流を図っています。 

●地域の子育て支援では、産休明け保育、交流保育、地域の親子

に向けて講座を開始しています。地域の子育て親子に向けた港南

区主催の秋フェスティバル（野庭中央公園で実施）に参加し、地

域の保育園と協働で年長児交流を実施しています。園では、上永

谷エリアとして地域の親子に向けて子育てや保育に関する講習

を他の保育園と協働して提供しています。その中で、育児相談に

も応じています。 

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、港南区の子育て情報サイ

ト、広報よこはま港南区版等に掲載して情報提供しています。相

談事業については港南区の広報誌や、ホームページに子育て相談

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。小学館アカデミーかみながや保育園は、育児支援事業実施園

であり、チラシを港南区役所に設置し、保護者にも情報提供して

います。ポスターは京急百貨店の子育てイベントで掲載し、港南

区主催の秋のフエスタでの子育て支援のイベントでもポスター

を貼り出し、周知しています。 

●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（港南区こども家庭支援課・港

南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・よこはま港南地域療育センター・児童相談所・警察・消

防等）との担当は園長とし、よこはま港南地域療育センターや、

港南区保健センターの保育士とは連携を図り、助言を受けられる

体制を整えています。 

 

 

 

 

 



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、港南区の子育

て冊子「保育園にあそびにきませんか」に案内を掲載して、地域

の親子を園のお誕生日会に申込みをしてもらい、招待し、お祝い

カードをプレゼントしています。また、「親子に楽しむコアマッ

スル」や「音楽を聴く会」に案内し、地域の親子を招待していま

す。地域の町内会への加入を通して地域の行事等にも参加し、交

流を図り、港南区主催の秋フェスタでは備品等を貸し出していま

す。幼保小会議を通じて各機関と積極的に連携を図り、公開保育

を実施し、今年度は小学館アカデミーかみながや保育園が公開保

育の担当となり、地域に貢献しています。 

●子どもと地域との交流では、地域の文化施設（港南図書館等）

を活用し、散歩では近隣の永谷天満宮、貞昌院に出かけ、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。食育で

はクッキングの材料を近隣の商店で買い物を行い、交流を図って

います。また、地域のイベントでは園のポスターを貼り、地域に

園を紹介をしています。 

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、園のホームペ

ージやブログ、パンフレット、港南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」、ひまわり通

信にも情報を提供しています。見学者や来園者には保育内容を記

載したパンフレットを配付して案内し、質問に対してはその場で

返答するよう努め、質問の多い事項については事前に園から伝え

るよう心がけ、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。 

●問い合わせ、園見学は随時、丁寧に対応し、いつでも見学がで

きることを伝えています。また、お誕生会に地域の親子を招き、

実際に園の雰囲気を感じてもらい、理解につながるよう努めてい

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。受け入れの際はマニュアル

に沿って事前に園の方針、利用者への配慮等を説明し、理解を促

した上で参加してもらっています。中学生の体験学習、高校生の

インターシップ等を受け入れています。 



 
 

●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、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。実習の期間中は、１日の終わりに振り

返りを行い、意見交換を行っています。実習中の質問事項に関し

ても丁寧に回答し、実習生が安心して取り組めるよう配慮し、最

終日には主任を中心に反省会を行っています。 

 

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、目標の達成状況を定期的に面接で確認し、目

標を共有し、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、職員が興味ある研修のアンケートを実施

し、希望する研修が受講できるようにしています。本部の各種研

修、アドバンス研修に参加し、港南区役所主催の研修や、幼保小

会での上永谷エリアでの研修会、横浜市、神奈川県社会福祉協議、

私立園長会企画の研修等に積極的に研修に参加して資質向上に

取り組んでいます。常勤職員については、園内研修での内容資料

を配付し、正規職員が外部研修を受講した際は研修内容を職員会

議で共有化を図り、保育の実践につなげています。また、他の研

修として法人系列園や、地域の保育園（5保育園）との交換実習

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。非常勤職員の研修につ

いては、内部研修で実施しています。 

 



●非常勤職員の配置や業務内容については、施設運営の手引きに

沿って園独自にオリエンテーションを行い、職員との組み合わせ

に配慮しています。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、給食室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 

 
 

●横浜市作成の保育所の自己評価、職員個々に自己評価を実施

し、会議等で職員間で日々の保育の振り返り、園の強み、弱みを

把握し、改善に努めています。職員の技術指導については、法人

系列園間や地域の保育園と研修に参加し、研鑚を図っています。

また、園に体育の講師を年 2回招き、英語の講師も不定期で来園

する等、子どもと共に職員も学ぶ機会にしています。 

●職員の自己評価は、年間保育計画に沿って振り返り、子どもの

活動内容、子どもの育ちや意欲、取り組む過程等を大切にして月

案、日案の反省を行い、業務改善やその後の計画作成に反映させ

ています。個人能力向上シートは、月間の評価と反省を基に、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。使用している帳票類には保育士の評価、反省の欄が設けら

れ、カリキュラム会議で計画～振り返り～次期計画へとサイクル

を作り、現状の活動を見極めながら昼のミーティングで反省を行

う体制が定着しています。 

●保育所の自己評価については、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、園の強み・弱みを明確にして次年度の課題とし

て生かしています。評価結果は職員に示し、保護者にも保育課程

と共に園内に開示しています。 

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。業務改善については、職員、パ

ート職員からリーダーを決めて改善点を抽出できるようにし、よ

り良い園作りに努めています。園では、会議で保育リーダーが課

題を提示し、課題のポイントについて説明し、行事担当者は企画

書を作成して提案する等、話し合う体制を構築しています。職員

からの意見は、法人本部の担当者と共に面談の機会を設け、意見

交換を図り、職員の満足度、要望を把握しています。また、職員

の評価は、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

いて自園に置き換えて検討し、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、マニュアルに沿って園内の温・湿度を適切に確

保し、照明の LDE 化を進め、環境に配慮しています。ヨコハマ

3R 夢（スリム）方針を意識し、節電、分別、ゴミの減量を心が

け、プランターで花や野菜栽培による緑化促進を図り、夏場はゴ

ーヤのグリーンカーテンで省エネの工夫をしています。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。子ども達は、牛乳パックで紙すきを作った

り、エコキャップを集めてエコの意識につなげています。夏祭り

では子ども用品のリサイクルブースを設け、家庭へ再利用を推進

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、園内に複数個所

掲示して保護者・職員が常に目に触れるようにし、今年の園テー

マ・園目標も掲げています。職員に対しては、ミーティングの冒

頭で保育理念、基本方針、保育目標の確認を行い、意識統一に努

めています。楽習保育®も理念の一環として取り組んでいます。 

●重要な意思決定については、基本的には運営委員会（年 4回）

で意見を聞き、重大な変更が生じた場合は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。通常の変

更に係わる決定については運営委員会で知らせ、必要に応じて園

長が全職員に伝えるようにしています。 

 

 



●園長は、社内体制・基準に則り、法人本部主催の主任会議、主

任研修の出席を促し、次期リーダーの育成に努めています。主任

は、各クラスを総体的に把握するよう努め、職員の業務状況を把

握し、個々の精神面、肉体面に配慮して調整して配置設定を行い、

円滑な業務につなげています。 

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、港南区役

所、神奈川県社会福祉協議会、法人本部等を通じて、保育業界や

国の保育施策等の情報を収集しています。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ミーティングで報告し、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で単年度の事業計画を作成し、保育に展 

開して理念の実現に向けています。中期計画は毎年、更新を行っ 

ています。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、港南区療育センターの臨床心理士から指導・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 

 

小学館アカデミーかみながや保育園 

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 10月 11日・12日 

＊保育観察 保育園を調査員 2名で全園児の観察を行いました。調査当日は、0歳～5歳児の生活の保育観察を行い、午睡等の様子を

観察する中、食事場面も観察し、保育士の関わり方、園児の様子を観察しました。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 

 

●調査当日は、0歳～2歳児の食事の場面観察、乳児の異年齢でのお散歩に同行し、3歳～5歳児は異年齢活動を行い、異年齢でのお散歩に同

行して子ども達の様子を観察しました。 

 

＜0歳～2歳児の子どもの様子＞ 

●11時半から、乳児の食事の観察を行い、0歳～1歳児が 4名で一緒のテーブルで食事を行い、2歳児は単独で食事を楽しんでいました。0

歳児では 7か月の子どもがミルクの授乳を受け、保育士は 1対１で対応し、乳児 3人は保育士 1名がテーブルについて、食事を楽しく摂って

いました。意欲的に手掴みで食事をして完食する子どもや、見知らぬ調査員に人見知りをして食事に集中できない子どもも見受けられ、緊張

する子ども、ニコッと笑顔で返してくれる子ども、食事の途中で眠たくなってしまい食べるのを止めてしまう子ども等、それぞれに個性があ

りました。早く食べ終わった子どもは、テーブルの近くで、静かに一人で遊び始める子どもや、うろうろ歩き回る子ども等、その子どもの目

の先には興味の何かがあり、関心に引き寄せられて自由にそれぞれの楽しみを見つけていました。 

●乳児の異年齢での活動では、お散歩に同行し、園長先生に見送りを受けて「いってきます」と手を振って公園（六反田公園）に出発しまし

た。0歳児はバギーに仲良く乗り、1歳、2歳児は保育士と手をつないで公園までの道のりを元気に歩いて行きます。交差点では全員が横断

歩道で立ち止まり、保育士が「右を見て、左を見て、もう一度右を見てから渡りますよ」と声をかけると、小さな子どもは保育士の言葉通り

に右を見て、左を見て、もう一度右を見て渡り、小さな頭を右・左に振りながら、低い目線は散歩に行く先を見、1歳児、2歳児が頼もしく

見えます。時期的にハロウィンでもあり、途中、因んだ看板などが目に付き、子ども達はいろいろ興味を持ちながら、知っている絵を見つけ

たら「かぼちゃ～！」、「トマト」、「リンゴ～」と歓声をあげて一人一人の子どもの表情がとてもうれしそうでした。公園に到着すると、保育

士がリュックから遊び道具を取りだし、お砂遊びをしました。お砂遊びでは、食事に見立ててお皿に盛ったお料理を「どうぞ」と言ってお客



さんの子どもに振る舞って遊びます。小さな手で砂をお皿に盛り、○○のごはんと言いながら、「おいしい？」、「パクパク」と真似ながら遊

んでいました。また、どんぐりや、葉っぱを拾って集中して遊んでいる子どももいます。遊びの途中には保育士から「麦茶ですよ」と集合を

かけると、みんなで麦茶を飲み、水分補給をしていました。園に戻り、子ども達は自分で靴を脱ぎ、下駄箱にきちんと入れて保育室に入り、

1歳、2歳でも基本的な習慣が身についていました。 

 

＜3歳～5歳児の様子＞ 

●幼児の食事の場合は異年齢活動を意識して行われ、3 歳～5 歳児が一緒に食事を行っています。給食では 4 歳児、5 歳児のテーブルに調査

者も同席をさせてもらい、子ども達と一緒に食事を行いました。食事の前には皆で「給食の歌」を歌い、「いただきます」を全員で言ってか

ら食事を始めます。盛り付けは子ども一人一人に盛り付けられており、野菜が苦手な子どもが少し野菜を残していましたが、保育士から「あ

と一口だけ食べてみたら終わりね」と声を優しくかけられ、少しでも食べるようすすめられながらがんばっていました。同席したテーブルで

は、食事をしながらポケモンゲームの話題で楽しく盛り上がり、中々食事が進まず皆の中で一番遅くなってしまい、途中、保育士から「４」

までよ、と声がかかり、食事の終わりの時間は食事前に子ども達と決めており、12時 20分に食事を終えるよう楽しくもがんばって食べ終え

ました。一部、食事が遅い子どもは 1つのテーブルに集まり、ゆっくり食べられるよう配慮されていました。食事の後は、全員で「ごちそう

さまでした」と大きな声で食事に感謝し、おいしかったことを伝えていました。 

●幼児の異年齢活動でのお散歩に同行し、行き先は「龍森公園」に出かけました。小学館アカデミーかみながや保育園では戸外へ出かける際

は、子ども達は光沢のオレンジの腕章を付け、帽子は、3 歳児（みかん組）はピンクの帽子、4 歳児（ぶどう組）は赤い帽子、5 歳児（めろ

ん組）はオレンジの帽子を被って他園の子どもと区別つくようにしています。散歩の道のりや公園ではオレンジの腕章がとても目立ち、子ど

も同士も同じ園のお友達だとよくわかります。道路を歩く時は、5 歳児が 3 歳児を内側にして手をつなぎ、小さい子をサポートし、3 歳児も

5 歳児の子どもは当たり前のように交通安全のための習慣が身についていました。4 歳児は同じぶどう組で手をつないで歩き、来年はみかん

組の小さな子と手をつないで歩くよう意識付けも行われ、「来年はおねぇさんだね」と言うと、「うん」と頷き、自覚の芽生えもうかがえまし

た。また、公園へ行く道中、丸山台小学校を通った際、運動会の練習で太鼓の大きな音が聞こえ、子ども達は聞き耳を立てながらも列は乱さ

ず、日頃の成果が見られました。龍森公園では、楽習保育®のネーチャープログラムの実体験をテーマに行なわれ、保育士から図鑑、「自然

から取ったものからの製作」の本、ルーペを子ども達に配付し、公園で自然観察を行いました。ルーペは天眼鏡式のものと、中に虫等を入れ

て拡大して見られるものが用意され、子ども達はそれぞれ上手に使い分け、昆虫や花、木の実を見つけて拡大してみたり、図鑑で調べるグル

ープ等、興味を持ちながら探求していました。ルーペで蟻を見たくて蟻と追いかけっこしていた子どもは、やっと捕まえてルーペに入れよう

としたら蟻がルーペをつたって子どもの方に上ってきて、子どもは「わっぁ！」とびっくりして手を放してしまい、蟻は逃げて行き、子ども

は「蟻も必死だったんだね」、と話をしました。子ども達は自然観察を楽しみ、季節の花、木々、昆虫を図鑑で観察して「あったあった」と

照らし合わせをしたり、自分が見つけたと得意気だったり、楽しみながら知識を深めていました。保育士から自然について子ども達に解説が

行われ、個々に興味を持つ自然を見つけ、季節の自然の形態、生態が変わることを知る機会となっていました。子ども一人一人が“自然”を

追いかける目は輝いていました。 



 

【小学館アカデミーかみながや保育園 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 45） 

有効回答数 37世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 82％ 

  

＊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、「保育園の基本理念や基本方針について」及び「年間の

行事に保護者の要望が活かされている」の項目を除き、全体的に平均的な満足を得ており、

特に、「給食の献立内容」については、突起して 84％の『満足』を示しています。『満足』

と『どちらかといえば満足』を合せて（以下、ほぼ満足）、一番高い項目では、「園のおも

ちゃや教材について」であり、満足 54％、どちらかといえば満足 41％であり、その他が 3％

(1名)ありますが、ほぼ満足は 95％を示しています。また、『満足』が一番高かった「給食

の献立内容」についても、満足 84％、どちらかといえば満足 11％、どちらかといえば不満

3％(1 名)にて、ほぼ満足は 95％を得ています。他、ほぼ満足が高い項目では、「お子さん

の体調への気配り」についてであり、満足 51％、どちらかといえば満足 43％、どちらかと

いえば不満 3％であり、ほぼ満足は 94%を示しています。さらに、問 5「保育園の快適さや

安全対策などについて」の「お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気について」では満足 59％、

どちらかといえば満足 35％、を得、不満が 3％ありますが、ほぼ満足は 94%となっています。

また、問 7「職員の対応について」の「あなたのお子さんが大切にされているか」について

が、満足 51％、どちらかといえば満足 43％を示し、どちらかといえば不満 5％があります

が、ほぼ満足は 94％を得ています。 

 

●利用者のアンケートの意見からは、「いつも子どもを大切に見守ってもらい感謝してい

る」、「園長先生をはじめ、素晴らしい先生（保育士）方が沢山いらっしゃって安心して子

どもをお願いできる」、「いつも丁寧に子どもを見てもらい感謝している」、「幼児クラスが 3

学年とも一緒に過ごすという生活で、とても楽しく保育園に通っている」、「土曜保育の受

け入れ希望を受け入れてもらい、とても助かった」、「家庭の背景にも臨機応変に対応して

もらい、助かっています」、「いつも、きめ細かく丁寧に子どもを見てもらい大変有難いで

す」等の感謝の意見が多数挙がっています。 

 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

3世帯 7世帯 8世帯 9世帯 6世帯 4世帯 



●「不満」とした回答では、『不満』および、『どちらかといえば不満』を感じる及び、『満

足』の低い項目については、「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」であり、満足については 22％、どちらかといえば満足 46％、どちらかといえば不満

16％、不満 3%、その他 8％、無回答 5%あり、どちらかといえば不満、不満を合わせて(以下、

概ね不満)は 19％であり、ほぼ満足につても 68％と、比較的低い結果となっています。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 35％、どちらかといえば満

足 38％、どちらかといえば不満 24％、無回答 3%であり、概ね不満では 24％という回答に

なっています。さらに、「保育中にあったケガに関する保護者への説明やその後の対応」に

ついてと、「送り迎えの際のお子さんの様子に関する説明」についても、概ね不満について

は 22％、ほぼ満足では 76%という回答になっています。 

保育園の基本理念や基本方針について、「よく知っている」という回答は 8％であり、「まぁ

知っている」は 70％ですが、保育目標、保育方針が「賛同できる」については 49％である

ことから、園では、 

理念、基本方針、並びに園のテーマ、各クラスの保育目標を説明及び周知を図っています

が、保護者への理解・浸透に向けてさらなる努力が望まれます。しかし、理念の一つとし

ての「職員の取り組み」では、アンケートでも職員に対しての高い評価を得ており、点が

線につながるよう期待がされます。 

 

●利用者アンケートの意見からは、「登園時間について、10分前の登園を認めてもらいたい」、

「給食アレルギー対応について診断書が全てではなく保育園と保護者とで相談し柔軟に対

応してもらいたい」、「以前は連絡を口頭と掲示でしてくれたが掲示のみとなり、以前と同

じようにやって欲しい」、「子どもの毎日の様子等が分からないので迎え時に具体的に教え

て欲しい」、「日頃の様子を毎日掲示して欲しい」、「3歳児でもトイレの介助については保育

士が付いてもらいたい」、「外遊び、水遊びの回数が少ないように感じる」（2 件）、「保育士

の人数が足りていない」（2 件）、「保育士によって、子どもへの接し方が違って見え、子ど

もが不安、不満そうにしている時がある」等が挙がっています。他、ハード的要因として、

ベビーカー置場の鍵に関する要望等が挙がっており、要望、意見を取り入れながら改善と、

園の良い点を生かし、さらなる満足度の高い保育園を目指して取り組んでいかれることを

期待いたします 

 

●総合的に『満足』は 43%の支持を頂き、『どちらかというと満足』は 49％、『どちらかと

いえば不満』8％であり、サービス内容については、92％「ほぼ満足」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 かみながや保育園  

 

 

【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。 

8% 70% 14% 8% 0% 0% 

3 26    5 3 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。 

49% 27% 3% 0% 0% 21% 

18 10 1 0 0 8 

【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 51％ 30％ 0％ 0％ 16％ 3％ 

19 11 0 0 6 1 

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 

43％ 38％ 11％ 3％ 3％ 2％ 

16 14 4 1 1 1 

5 園の目標や方針についての説明には 41％ 43％ 8％  3％ 0％ 5％ 

15 16 3 1 0 2 

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 

43％ 41％ 8％  5％ 0％ 3％ 

16 15 3 2 0 1 

7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 43％ 46％ 5％ 3％ 0％ 3％ 

16 17 2 1 0 1 

8 費用やきまりに関する説明については 54％ 30％ 11％   3％ 0％ 2％ 

20 11 4 1 0 1 

  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 41％ 43％ 8％ 5％  0％ 3％ 

15 16 3 2 0 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 

22％  46％  16％ 3％  8％ 5％ 

8 17 6 1 3 2 

        



       

  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） 

46％ 41％ 8％ 3％  0％ 2％ 

17 15 3 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 35% 38% 24％ 0％  0％ 3％ 

13 14 9 0 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) 

54％ 41％ 0％ 0％  3％ 2％ 

20 15 0 0 1 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 

49％ 30％ 16％  0％  0％ 5％ 

18 11 6 0 0 2 

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 

46％ 38％   8％ 0％  3％ 5％ 

17 14 3 0 1 2 

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 

43％ 38％ 8％ 0％  8％ 3％ 

  16 14 3 0 3 1 

 

 「生活」について 

17 給食の献立内容については 84% 11％   3％ 0％  0％ 2％ 

31 4 1 0 0 1 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 70％ 22％   0％ 3％  3％ 2％ 

26 8 0   1 1 1 

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 

54％ 38％   0％ 0％  5％ 3％ 

20 14 0 0 2 1 

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 

49％ 41％   0％ 0％  8％ 2％ 

18 15 0 0 3 1 

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 

43％ 43％  0％ 3％  8％ 3％ 

16 16 0 1 3 1 

22 お子さんの体調への気配りについては 51％ 43％ 3％  0％  0％ 3％ 

19 16 1 0 0 1 

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 

49％ 27％ 11％  11％  0％ 2％ 

18 10 4 4 0 1 

 

 

 



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 49％ 35％ 11％  3％  0％ 2％ 

18 13 4 1 0 1 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気については 59％ 35％ 0％  3％  0％ 3％ 

22 13 0 1 0 1 

 

 
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 49％ 43％ 0％  3％  3％ 2％ 

18 16 0 1 1 1 

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 

49％ 32％ 11％  5％  0％ 3％ 

18 12 4 2 0 1 

   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 

38％ 54％ 0％  5％  3％ 0％ 

14 20 0   2 1 0 

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 

46％ 41％ 5％  5％  0％ 3％ 

17 15 2 2 0 1 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 49％ 32％ 16％  3％  0％ 0％ 

18 12 6 1 0 0 

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 

38％ 38％ 14％  8％  3％ 0％ 

14 14 5 3 1 0 

32 お子さんの関する重要な情報に連絡体制について

は 

43％ 43％ 8％  3％  0％ 3％ 

16 16 3 1 0 1 

33 保護者からの相談事への対応には 49％ 35％ 14％  0％  3％ 0％ 

18 13 5 0 1 0 

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 

57％ 32％ 3％  3％  5％ 0％ 

21 12 1 1 2 0 

   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 51％ 43％ 5％  0％  0％ 0％ 

19 16 2 0 0 0 

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 

62％ 30％ 8％  0％  0％ 0％ 

23 11 3 0 0 0 

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 

57％ 27％ 5％  3％  5％ 3％ 

21 10 2 1 2 1 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 51％ 41％ 8％  0％  0％ 0％ 

19 15 3 0 0 0 



39 意見や要望への対応については 43％ 35％ 11％  5％  3％ 3％ 

16 13 4 2 1 1 

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 43％ 49％ 8％  0％ 0％ 

16 18 3 0 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：   小学館アカデミーかみながや保育園    横浜市港南区丸山台 1-5-9 

回答世帯数：45 世帯中 37 世帯 ＜0 歳児（3 世帯）、1 歳児（7世帯）、2 歳児（8 世帯）、3 歳児（9 世帯）、4 歳児（6 世帯）、5歳児（4 世帯）＞ 

  定    員 ： 50名 調査期間： 2016/09/1 ～   2016/10/12 



事業者コメント 
 

施設名：小学館アカデミーかみながや保育園 

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞    

 

職員一人ひとりが、日頃の保育を振り返る良い機会となった。また、評価項目の内容から、 

自分達に求められていることを、改めて確認することが出来た。 

 

 

 

 

 

＜評価後取り組んだ事として＞ 

 

・次年度の保護者説明会では、園の方針や行事・保育内容など、パワーポイントを使用しながら、分かりやす

く再確認できるよう、また、保護者が聞く体制になるよう改善した。 

 

・日々の保育の様子を、より理解していただく工夫として、全クラスが本日の活動内容と、翌日の予定をエン

トランスに掲示するようにした。 

 

・ご意見箱を、事務所前から階段下に移動し、ご意見を入れやすい場所に移してみた。 

 

・毎月の園便りに、園の理念は掲載されているが、エピソードを通しながら、園の基本方針を伝えるようにし

た 

 

以上 

上記のことを新たに取り組んでいます。 

 

 


