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3歳未満児保育の
実践と環境整備
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令和元年度〔2019年度〕　学校法人　木の花幼稚園　　　　　観点別関係者評価結果   (学校評議員・監事・保護者会等）

令和元年度（2019年度）事業の重点

１．	木の花版3歳未満児保育の実践と未満児棟などの環境整備
２．	日常生活と年間行事の在り方の実践と再編成
３．	子ども園運営への馴化と新たなスタッフ体制の構築

１．木の花版3歳未満児保育の実践と未満児棟などの環境整備

スプーン、フォーク、はしを持参しているが、自分の子どもにどんなのが適しているか？わか
らないという保護者から、1，2歳が使いやすそうなものを園で選別し、一括購入してもらえた
ら、という声がありました。

1歳児は確かに家から持参してもらっても使いにくそうにしている子もいたので、1歳児に適したモノを園のほうで用意し、入園説明会時に購入なども選択肢に入れていただくことも検
討しています。

連絡ノート、コップ、スプーンセット、水筒、お手拭き、おむつセット、パジャマ、布団、おむつ
の用意の負担が大きいので、せめて、コップ、スプーンセットは園で用意してもらいたい。

生活や遊びの中心が大人との関係から園児同士の関係に移っていく時期に少しづつ遊び
の場を拡げることや年上児の姿を見たり、交流したりする機会を作るよう環境を整えてい
る。保育のプロセスを大切にし、新園舎の環境を活かすため盛んに試行錯誤されている姿
勢に期待する。

評価　　Ａ：自信をもって　　　Ｂ：概ね良好　　　Ｃ：改善の余地有　　Ｄ：　課題である　　Ｅ：全然出来ていない 　無：評価なし（判定が難しい場合は無回答でも可）

園は、3歳未満児が安心・安定感のある生活を園で過ごせるように環境等を配慮し保育過程、保育計画を検討、実践し、一人一人のその子らしい姿を大事に、
興味関心、やりたい意欲を育み、3歳以上児の集団教育としての幼児教育への教育課程への接続に努めている。

家庭から持ってきたものが全てだめ、とは思っていません。親御さんの負担に感じるところも分らなくはありませんが、この子にはどんなものがいいのか？　どういうものが合っている
のか？・・・等々そんなことを考えることに意味があり、それを一緒に私たちも手伝いたい。園ですべてを用意することは、そんな家庭での労力とワンセットでついてくる子育ての楽しみ
を取りかねないので、ご理解をお願いします。

入り口の三枚扉が出入りしにくいので、玄関の環境整備がもう少し進めてほしい。
三枚扉は昨年4月に使い始めてから不都合なところがみえたので、ストッパーをつけて安全性に配慮するなど追加対応をしているが、十分とは思っていません。開口部分が今よりも
狭くなる二枚扉への改修を業者には打診中で、どのようなものでいつのタイミングがいいのか？等々ずっと検討しています。

個人の下駄箱がほしい、と思います。
何も困っている様子が見えず、個人マークがないけれども子どもたちは自分で場所を決めて入れています。4，5月の入園当初にはそういう対応が必要な子もいるかもしれませんね。
個別配慮には応じますのでスタッフまでお声がけください。

ベランダの靴が雨ざらしなので、きちんとした靴箱があるといい。またベランダのカギの柵の
開き方が逆で危ないのではないでしょうか。

軒下なので濡れてはいないのですが・・・・（何をご覧になったのでしょう？）。なお扉の向きは非常階段としての設備的な意味があるので方向性は変えられないそうです。（完成時の
消防署の点検もこれで通っているので。）ただ保育の中で危険と感じる姿が見えれば、使い方の指導や声掛けなど行っていきます。（そんな様子を目撃したら教えて下さい。）

2歳児の好奇心をそそられるような頭を使うおもちゃがあってもいいと思います。
「頭を使うおもちゃ」とはいかなるものを指すのか？分りかねますが、好奇心というものがどういうものか？子どもの園での遊びの姿をみて次を用意したい、と常に思っています。宣伝
されている「知育玩具」よりも園生活では布やあるいは実際の夏ミカンなど本物が五感を働かせ創造と想像を生み出す、「頭を使うおもちゃ」ではないか？というのが一年を通じての
私たちの結論です。（自己評価報告参照。）

　自由記述（よかったことや課題、あるいは課題改善へのアイディア等） 園としての回答

園庭が見える、見下ろせる室内からは以上児たちの遊びを眺め、外への興味や憧れを持
つことができ、いつでも出ていけそうな開放感があることと室内には様々な遊具があり、とて
も、とても子どもたちにとって幸せな環境だと思います。毎日の保育の視点として一つ一つ
の遊具や物事、大人が用意したもの以外のモノに　一人一人がどんな課題、テーマを見つ
け（大人ではなくこども自身が）取り組んでいるのか？を見ているのはとても楽しく、そんな
子どもたちの姿を見ることで大人の課題も見えてくるかもしれませんね。

あの広さ、特に屋上空間は子どもから見える景色として意味が大きいと思う。有効に活用す
る指導計画につながるとよいと思う。幼い子どもが自然の空気、光を浴びることが難しくなっ
ている社会状況の中で、木の花だから提供できるものの、一つだと思う。

見る、見える・・・という空間構成を意識した建物の作りは設計段階から考えて、以上児の遊び風景が見えることの意味を十分感じているのが、一人一人の子どもたちの姿からも伺え
ます。そんな姿をみて、どうしていくか？この環境を活かしてもっと未満児らしい世界を、一人一人のテーマを子どもたち自身で拡げていけるか？そのために何を用意するか？　今度
は大人の側に次の課題を考えるボールが渡ってきていると、感じています。(自己評価報告参照）

自然をどう取り込めるか？街中の環境において出来うる可能性として、ぐみ棟を設計する際にも考慮したポイントです。今後もこの屋上空間を最大限に活かせるよう未満児の保育計
画や以上児の指導計画にも取り込めていければ、と検討中です。

水筒を持ってきているので毎日の持ち物にコップは不要では？
1歳に関してはコップを持ってきています。自分のモノという愛着がそれぞれにあるので、個人としてのモノを用意して頂く保育的価値を感じています。ただ2歳児になり水筒を持参する
と、コップの個人所有の意味合いが薄れるので、2歳児ぐみに関してはコップなしで水筒のみでも可として個別に対応していきます。

試行錯誤の中、ぐみ担当教諭のみならず全てのスタッフがより良い環境構築に向けて一歩
づつ地道な確実な努力をしている。以上児との交流、園庭や本園での活動等、大きく行動
範囲を広げている様子は頼もしいが、反面災害時の避難が万全か、という点は気にかか
る。定期的な避難訓練を実施しているとのことだが、本園との連携の難しさ、本園教諭がぐ
み棟の流れを把握しきれていない、という問題点を有事を想定して検討してほしい。

今後も保育のプロセスを大事にしながら新たなぐみ棟の環境をもっと生かせるよう努力して参りたい、と思っています。

実際の訓練等を通じて、本園とぐみ棟の連携は課題のひとつです。訓練後の振り返りを活かして、随時対応マニュアルもよりよい中身に直しながら、想定されうる事態に的確に対応
できるよう努めて参ります。また保育者間の連携の改善に向けて日常的な保育の中でも、またスタッフ間の共有の在り方なども様々なことを取り組み中です。
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観点 A B C D E 無

日常生活と年間行事
の再編成に向けて

4 6 2 5
園は、子ども園としての長時間の開園時間にわたる日常、および年間の行事の組み立てやその在りようを未満児、以上児が互いに刺激を受け、響き合う内容
や取り組み方などを意識し、実践する中で、よりよい改善、改良に努めている。

評価　　Ａ：自信をもって　　　Ｂ：概ね良好　　　Ｃ：改善の余地有　　Ｄ：　課題である　　Ｅ：全然出来ていない 　無：評価なし（判定難しい場合は無回答でも可）

各行事について「木の花のやり方は・・・・」と無意識のうちに固くなっているのではないか？
今の子どもたちに、行事を核とした連続した指導計画で、子どもは何を体験し、どのような
力を育てる必要があるか、が整理され、明確になっていますか？

ボランティアに頼ることなく園外保育の仕方の工夫を考えていきたい、と思います。全員一律ではない、グループや人数を絞った内容に応じた園外保育など。また年間を通じた遠足
等は予定があらかじめはっきりしているので、登録された応援サポーターの配置を検討しています。一方、歩くこと、街中の社会の中に子どもたちが出ることのリスクを想定しながら、
それを実際に経験することの意味と、体験で得ている子どもたちの自信と歩き方、交通ルールなど多様なスキルにも目を向けて頂ければ、と思います。園外に出る際には大人のある
程度の人数が必要なのは当然なのですが、大人が多すぎると逆に子どもが道路を歩くこと、社会に出ていることを意識しなくなり、必要なスキルや危険認識力が育たたなくなる、とい
う大人依存の負の側面もあります。安全面を配慮し発達年齢に応じて付き添う大人の人数も考えながら、園外保育に出かけていますが、ずっと子どもたちと歩き続けている（園外保
育を共に経験している）スタッフと、ボランティア等でピンポイントで入る親御さんとの感覚の落差ということも感じます。何人の大人がいれば安心か？という基準は、時期とメンバーと
行き先によっても異なります。そうした点を踏まえながら、どの点に不安に感じるのか？危険か？という感じ方も、出来ればリアルタイムで、その場でスタッフに伝えて頂ければ、私た
ちも「それは・・・」と応えやすいと思っています。（ちなみに年齢別の交通事故が一番高いのが7歳、小学生一年生である、というのが近年の統計調査の結果です。これは如何に幼児
期に社会で実際に歩いていなかったか？という統計的な側面からの幼児期の体験の狭さを実証しているように思います。昨春の大津の事故のようなケースを含めて道路事情が悪く
なっている現実から、その危険を避けるため「出なくてもいい」という安全策は、子供の将来にわたるスキルと危険認識能力を削ぎ（育つ機会を奪う）、結果として、子どもが自らの生
命を守る力を育くむことなく社会に出されて危険な目に遭う・・・という負のパラドックスになり、本来の教育からの放棄ではないでしょうか？）

２．日常生活と年間行事の在り方の実践と再編成

早朝、そして午後16時半以降の預かり延長は初めてのことなので、今後もこうした時間帯の保育の在りよう（異年齢交流）を子どもたちの生活に即してより意味のあるものにしていき
たい、と考えています。

子ども園になり異年齢の関りの幅が増え、以上児は小さい子との関りで自信が持てたり、ぐ
みちゃんは刺激を受けたり、ととても良いと思う。今後は交流の場がもっと日常的にあると
嬉しい。ぐみ、本園混ざったグループ割活動なども。

発表会は主役学年のみでも良いかもしれません。先生、子どもの負担軽減につながりませ
んか。

自園調理になり保護者としては有難かった。

　自由記述（よかったことや課題、あるいは課題改善へのアイディア等）

ぐみと本園との固定の縦割りグループではなく、年度後半に行ったようにぐみ+3歳児、ぐみ+4歳児、5歳児というパターンのほうがぐみの子が安心すると考えています。あるいはぐみ
棟のほうへ以上児が数人グループくらいで行って、ぐみの子たちと交流や食事をするなど、前年度の後半試みたことをまた継続していきたい、と思います。

段階を踏んでのスモールステップの意味がそれぞれの学年にはあるので、異学年の発表の際には少し出番を作っています。またお客さんとしてだけの存在と「出番がある」、という存
在として「緊張感」を持ってそこにいるのでは、「見る」お客さんとしての姿勢が全然異なります。子どもの負担は実際はどうでしょうか？練習を積んで・・・・という意識はほとんどの子
はないかと思うのですが、スタッフは発表会の前後取り組みの連続性で捉えた内容とテーマで行っているので（個々に別々ではない）、中身を追究し続ける方向性に、スタッフ間（フ
リーの存在とか）で歯止めが掛かれば負担はそれほどないかと思われます。

子どもたちの発達年齢に応じた、管理栄養士の給食先生の献立の工夫、調理スタッフの手作り、味付けなどの努力の賜物です。これからは外注も止めてすべて自園調理なので、さ
らに子どもたちに資する給食配膳に努めたい、と思います。、

行事に向けた取り組みの中で、過去の内容やテーマと偶然重なるようなことがあったり、例えば一日入園でやったことをお別れ会で同じことをやること必要はない、とも意識しました
が、でも子どもたちの中にやってみたい、という想いを大事にアレンジしてやってみたところ、そこに意味があると考えることが出来た、というスタッフもいました。結果として見える子ど
もたちの姿から、その行事の取り組みの意味もとらえ直す、そんな必要性を考えています。なかなか時間が作りだしにくいのですが、各行事ごとに、当日を終えたその日に、スタッフ
全体では無理でも担任とフリー+入れる先生で振り返りの場を設けて、また次の保育に生かしたい、と考えています。

園としての回答

自園調理によりお昼ご飯についての会話が増えた。とても美味しいと子どもが言っているの
で有難いです。

課外活動がたくさんあることはうれしい反面、付き添いボランティアスタッフを集めるのに苦
労している様子が伺えます。ボランティアも毎回同じ人になっている印象でその方々の負担
になっていないでしょうか？縦割り遠足、芋ほり遠足では付き添いスタッフが少ないように感
じ不安にもなりました。人が集まらないなら無理して外にでなくてもいいと思います。

お弁当の日が木曜に限定されたことで課外活動の日が限定されてしまい、天候に左右され
る活動の内容のときに変更の連絡が今年は多く、親からすると把握がしにくかったのではな
いでしょうか？特に畑の草むしりのとき・・・年長・年中のグループの変更や集合場所の変更
などが分かりにくい、という声を聞きました。例えば、野外活動のときに給食の配達を行った
り、畑の場所や、場合によっては、中止といった判断などの検討も必要ではないでしょう
か？

ぐみの子どもと関わることにより、以上児の遊びや生活、意識が豊かになっている、というこ
とは想定通りですが、ではぐみの子どもたちがいることにより、以前より以上児の遊びが制
限されたことはないのか？凛々しさや優しさは身に着けたものの、その年齢なりの幼さを全
開にして周囲を気にすることなく、全力で遊ぶ環境を維持できているのか・・・・これらは以上
児の保護者が当然抱く疑問だと思います。そうした点を園は保護者に対してきちんと説明し
きれているのだろうか？新しいぐみの遊具、新築のぐみ棟、新品の儀品、ぐみに意識が向
いている職員の姿が、以上児保護者の目に留まることを意識してそれらの疑問を掬いあげ
てもらいたい。

子ども園として預かり保育や短時間保育児の生活経験の差にも目を向け、丁寧に対応され
ているのが有難く思います。

行事に向かって子どもたちの取り組み方には目を瞠るものがありました。それだけの意欲
や楽しさを引き出す力のある行事には子どもたちにとって挑戦したくなる課題としての役割
があるように思います。年齢の幅も広くなり多様な子どもたちと日常を過ごす中で今後もそ
の課題を子ども自身が見つけた物、事、表現からスタートすることでクラス集団のみならず、
グループや個人でもその挑戦を表現する非日常を臨機応変に創っていくのも良いかなと思
いました。

時間差をつける、メリハリをつける、場所と時間をやりくりすることで解消に努めています。いつでも好きなように遊べることが子どもにとっていいのか？というのとは違います。年少の
入園児時点での対応でもそうですが、なぜそうなのか？ということを意識することに意味がある、と考えます。以上児にとっては特に。ある程度の制約（小さい子たちとの共存、共有）
という「縛り」がある中で、ではどうすればいいか？を自分たちが考えることで意味があり、ぐみの子がいることの意識、配慮を以上児にも感じてほしい、と願っています。そしてそうし
た点を以上児保護者に対して、十分に伝えていたか？と問われると、難しいところです。ぐみの子が増えたとしても、今までの自由遊びのダイナミックさや創造性、大胆な遊びが姿を
消すことなく続いているので、その点何も心配はしていないのですが、以上児保護者に対して、もっと意識的に伝えていく必要がある、ということかと、この指摘を受けて感じました。園
便り、クラス便り、HP、FB等を通じて、もう少し以上児の遊びにもスポットを当てて発信していきたい、と思います。
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観点 A B C D E 無

　子ども園運営への馴
化と新たなスタッフ体
制の構築

4 6 2 5

おもちつきについて・・・・現在保護者会企画に位置付けられていますが、年間行事にもすでに組み込まれており、園行事ということでどうでしょう？当日の運営に関しては
今まで通りで問題はないと思われるが、職員と協力して準備できるほうがスムーズだと思う。（食材の発注やモノの出し入れ、次年度への引継ぎなど経験者がいないと資
料が残っていてもわからないことが多い。役員しか関わらない行事のため。）

保護者が参加しやすくなるような発信の仕方や、テーマなども工夫してもっと参加したくなるような内容
をビデオトークのみならず、各行事、イベント等の在り方をまた検討していきたいと思います。お餅つき
は、園行事というよりは保護者会行事としてずっと続いてきているものです。スタッフ負担のさらなる負
担増には応えられないので、保護者会として継続が難しいのであれば、取りやめもやむなしと、考えて
います。

園は、子ども園としての様々な運営について、スタッフが順応できるように様々な対応を講じると共に、スタッフ間の共有、連携、育ち合いができるような対応、
働き方への改革を含めた新しいスタッフ体制の構築に努めている。

新たなスタッフが子の保育を通じて何を学ぶ（ことができる）か？という保育者養成としての視点が、幼稚園に必要になっている時代だと思います。

子どもにとって意味のある体を動かすお楽しみのお祭りとして子どもたちは楽しみにし、特に陸上競技
場という空間が使える非日常体験なので、園としてはアスレバル参加を前提に考えていますが、保護者
の負担が大きい、子どもも大変そう、と思われるようであれば、辞退も検討します。（アスレバルは協会
イベントですが強制ではありませんので。参加していない園もあります。）

職員退職にあたっては適宜説明があったほうが混乱は少なかったと思うけれども、保護者の声に耳を傾け対応してくれたかと思います。

「自分らしさ」を子どもたち一人一人に求めながら、同時にスタッフも一人一人の「らしさ」を大事に保育
を創ってきたこれまでの保育者育成の在り方を再検討、見直しを迫られている、そんな意識はベテラン
の先生たちにも共有されています。

評価　　Ａ：自信をもって　　　Ｂ：概ね良好　　　Ｃ：改善の余地有　　Ｄ：　課題である　　Ｅ：全然出来ていない 　無：評価なし（判定が自分には難しい場合は無回答でも可）

職員が途中で離職することがあった、ということはよくその背景や状況を精査して、今後同じことがおこらないようにする必要があると思われます。

職員全体でも、また職員一人一人もなぜこうなったのか？をわが身に置き換えて考え、検討を深めて、
離職しないような職場環境の改善、向上に向けて、色々な角度から取り組むことを確認しました。ノーコ
ンタクトデイの継続や、保育の悩みを語り合える世代別、園長と初任者等のテーマ別の研修、担任同士
だけではなく、異学年、あるいは棟を超えたスタッフ交流、リフレッシュタイム休憩の交流の場、職員間
の共有意識ができました。処遇改善も園の職務分掌に合わせたスキルアップできる研修の体系とも重
ねて行うことで、園業務全体に対するモチベーションも高まっています。人間関係や処遇改善、さらにス
キルアップなど全体としての職場環境の向上に努めていきたい、と思います。

2年目の若手職員でしかも年長の担任である職員が年度途中で退職したことは子どもにとっても親にとっても負担が大きいものがありました。子ども園への移行の年で保
護者も職員の方と同様、振り回されることもあり、昨年度と同様ということがかなわず、大変な面がありました。しかし、その混乱した中でも子どもは困難を乗り越えてよく
成長し、自分なりに模索し考える力がついたと思います。

ICTの取り組み、業務負担の削減はどこの園でも難しい課題であるが、色々な立場からの意見を大切にし、質の向上に繋げる努力をされていると思う。

その通りです。事務の量的な問題と子ども園というシステム上の今までとは異なる仕組み（手続きや書
類作成、提出等々）、そしてシフト勤務などの変化にまだまだスタッフに戸惑いが少なくありません。一
年たって全体としてようやく少し慣れてきた感じです。事務負担をどう園の体制として軽減を図るか？が
課題です。例えば、ICTサポーターを今年度は新たに募集し、そうした業務を代行したり、などです。現
場保育者からその事務負担を減らす(なくす）のが、まずは大きな第一歩と思います。

ビデオトークの開催が有難い。保護者同士、保護者と先生との保育の在り方についての意見交換の場が定期的に開催されているのはとても有意義と感じます。参加人数
が少ないのが残念ですが・・・。

行事の負担を減らす・・・発表会は各行事の発表だけでいい。遠足の回数も減らしていい。年長のアスレバルと創立記念日の頃が先生も子どもも大変そう。アスレバルを
辞退できないなら、創立記念日はもう少し緩く子ども職員も楽しめるようなイベントでいいと思います。(ゲームのみなど）

保育時間の異なる子どもたちへの対応はどの園も苦慮するところですが、多様性を重んじる流れの世の中にあって、一斉に○○をする、といった今までの常識からの脱
却を考えるきっかけにもなっていますね。子どもと子どもの幸せを願う大人が自分軸を持ったまま、一緒にいて成長できる木の花暮らしをこれからも模索して創っていって
ください。

保護者会さんの交流に向けての取り組みに感謝しています。園もぐみと本園保護者との交流に向け
て、ボランティア改め、やってみてくたるような新たなサークル活動など異学年交流の場を設けていきた
い、と思います。

環境が大きく変化する中、全力で毎日の業務に精進している職員の奮闘ぶりは頭が下がります。保育に専念したい想いがあるものの、事務や保護者対応に時間を割か
れてしまう無念さも想像に難くない。その中で疲弊してしまったのだろうか？退職者を生み出した環境への総括、そして共有がなされていることを願います。園児にとって
の教諭は両親に匹敵するような絶対的な信頼をおける存在であり、生活の基盤となる、年度の途中でその存在を失わざるを得なかった園児たちのことを思い、今後に活
かすことを切望します。

スタッフに対する処遇改善が行われることについて評価します。

年間行事のお便りで父レクや大掃除、もちつき、発表会など保護者が参加（手伝う）行事はその旨、注釈を入れてほしいという意見がありました。（途中入園の人にとっ
て。）

	３．子ども園運営への馴化と新たなスタッフ体制の構築

　自由記述（よかったことや課題、あるいは課題改善へのアイディア等） 園としての回答

毎回、避難訓練等ではその都度スタッフ間で振り返りの場を設けて、課題を話し合っています。今回の
ようなメールシステムの不備(年長クラス）の関しては、避難訓練の結果報告として家庭に返すべきでし
た、とスタッフ間でも反省しています。今後は保護者が絡む総合的な訓練時にはその振り返り結果も踏
まえて報告として必ず家庭にもお返ししていきたい、と思います。

災害訓練はしっかりすべきでは？➡メール配信システムの使い方など職員間でも訓練の練習がもっと必要だと感じました。（ここでの失敗は訓練どころか不安を増すこと
にもなってしまうため。）

防災訓練のメール配信システムで、不明な点があり、保護者の混乱のトラブルになっただったのか？知らされておらず、不安が残りました。

子ども園移行にあたり保護者会運営に関しては大きなトラブルもなく行えたと思います。保護者企画にもぐみの保護者の参加もありよかった。玄関が異なることなどから
普段の交流が少なく感じますが、導入の年にしては混乱もなく行えた、と役員間では総括しています。今後もう少し交流の場が広がれば、と思っています。

手探りですが、様々なご意見を活かしていけければ、と思っています。

事務作業、デスクワークの効率化、負担軽減は重要課題という印象を感じます。

子ども園になり先生の負担増に対して、更なる事務作業の効率化・負担軽減はできないでしょうか？　例えば有資格保育者でなくてもできることはどんどん有償ボランティ
アスタッフに任せる、など。例えば、FBのアップ作業。預かりチェック、時間計算、システム化、玄関で保護者がPCにおのこりのお迎え時間の入力したり、自動処理システ
ムを組んだり、お便りのデータベース化により、共有データベースシステムを作り、園にアップされたお便りを保護者が毎日チェックしていく、などはどうでしょうか？
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親世代と木の花のベテラン陣とのジェネレーションギャップが課題で、伝えたいことと伝える方法について、まず木の花スタッフの世代間を超えた「学習」？の中で探ってい
く必要があるのでは、と思います。「つくる」がわからない、「考える」がわからない、と感じる世代への移行で、今までの木の花の「親といっしょに」ではできなくなってきてい
るように感じます。

保護者会役員決め・・・・・例年、公平に決められていないことがあり、保護者同士のトラブルにつながっている気がします。1号、2号、3号と仕事の基準でものさしでみられ
がち。口を出す必要はないが立ち合い人という意味で先生が一人入ってくれると公平に決まりやすいのでは・・・。（難しいでしょうが・・・。）

保護者会のおしゃべりカフェでも出た話題ですが、エコの日を園で設け、子どもたちもリサイクルできる
紙ごみは分別して集め、それがトイレットぺーパーとして園に還元されて、子どもたち自身が使う・・・・と
いう環境についてどう考えていくか？ということが園としての環境教育の一つの考えなので、それを止め
て箱型ティッシュに替えることは考えていません。ただその問いにも強調しましたが、個別の配慮はして
いきますので、肌荒れしやすい子で避けてほしい、というお家はスタッフまでお伝えください。

発信の仕方はずっと課題です。スマホ対応のHPのリニューアル、木の花紹介動画のアップなど、現代
的な発信の在り方を考え、園便り等も特に予定や案内などは手書きからPC版に替えてきています。手
書きの味をどこまで残せるか？昭和世代のこだわりを捨てられるかどうか？ですが、若いスタッフなど
の意見も取り入れながら、お便りのフォーマット化、共有ベース化を今検討し、負担軽減+わかりやすさ
として試みていきたい、と思います。

保護者会のカフェなどでまた継続的にこれからの保護者会の在り方、決め方なども議論してければ、と
思いますし、園としてもフォローしていきたい、と思います。

「不易流行」、そんな思いをさせるご指摘、有難うございます。変わらぬもの、大事なものと時代に合わ
せて変えてゆくもの・・・そんなことをスタッフ全体として改めて検討し、時には思い切って古い殻を破る
(捨てる)勇気も持つことも必要なのかも、と思うようになりました。

地域と共に近隣、ご近所との関係を大事にしながら、さらに地域との交流を深め、地域の発展、活性化
に資する保育を心がけていきたい、と思います。

お便りに関して・・・・年数がたつほど行事の解説などのお便りは熟読しにくいように思う。木の花冊子としてまとめて記載してあるほうが行事ひとつひとつの意味やねらい
が見えやすくて良いと思います。

新しい未満児棟での保育が始まるにあたりスタッフの方々には大変なご苦労があったことと想像します。それでも子どもたちの笑顔や成長に触れながら生活を共に過ごしていらっしゃるス
タッフの方々の新しいことを受け入れるワクワク感やパワーを感じました。ドキドキの4月から月日がたち、2，3月頃の子どもたちの様子を見させてもらうと、生活のリズムや園舎の使い方等
しっかり自分のものとして動いている姿に感動しました。特に2歳児になると本園への移動も見通しを持って動き、本園の遊び場として固定のもの（階段や手すり、柵なども）や遊具、道具、
そして以上児の動きにも興味を持って以上児たちからも声掛けや頭を撫でられるなどの歓迎を受けたてたくさん刺激をもらっている様子が見られ、木の花暮らしを楽しみ成長していっている
ことが分かりました。

子ども園への移行に際し、施設、スタッフの働き方、環境整備、周囲の地域との関係性等を適切に対応できている。

新型コロナウィルス対策等、たいへんでしょうが、明るく元気にありましょう。小さい子供さんたちの笑い声が地域の人たちの活力になりますよ。

世代の離れた保護者対応には難しさを感じ、腐心している様子だが、保護者（家庭）を完全に切り離しての保育は成り立たず、どうしても担任自らが対応しなければならな
い、というのが難しい点のように思う。しかし、その時間や手間、精神的負担が過剰で保育に支障をきたすようであれば、本末転倒であり、新人スタッフの長期にわたる定
着の妨げにもなりかねない。本来の園の魅力が損なわれるほど、多様な保護者ニーズのすべてに対応する必要性は必ずしもないと思う。健やかな成長を育む場が「ブ
ラック企業」さながらであってはならない。保護者を園の「お客様」として位置付けるのではなく、いかに「ワンチーム」の一員として抱き込むか、ということが課題になってく
る、と思われる。保護者間の横のつながりが薄まれば、一人一人の保護者は園とのみつながるしかなく、その結果、保護者の抱く疑問や感情は練られることなくストレート
に園にぶつけられてしまう。単純なお便りの読み間違い（もしくは読んでいない）のような軽微な問い合わせから、救いを求めるような深刻な問題まですべてを担任が対応
しなくてもよいような環境を整備することはできないだろうか？　素人考えで恐縮だが保護者対応のスキルのあるスタッフが一次対応をして問題を整理し、担任や園長に
上げ、各保護者に合わせて噛み砕いて伝える。そこで納得してもらえなければ、初めて担任が直接対応するということで、少しでも担任の負担や保護者との間に生じる齟
齬を減らせないものだろうか？と思う。徹底して子どもたちの保育に向き合う職員の労を惜しまない真摯な姿勢が園の魅力であり、それに魅かれて集う保護者や子どもた
ちのために、その魅力が減じることのないよう微力ながら共に考えてゆきたいと思う。

全体を通観しての自由記述による園評価

ブレない保育による安定感・安心感、上に立つ人の考えがブレない。下で働くスタッフは働きやすい。全体の統一感、木の花らしさが出る。それに魅力を感じる保護者、子
どもたちが集まってくる。卒園保護者の参加もすごい。この一連の流れがとても良い幼稚園！！関われる人にとっても成長できる環境だと思います。

全体的に園内の整理整頓が必要だと思われます。作業の効率化につながる、時間短縮にも。

ティッシュぺーパーについて・・・現在子どもの鼻を拭くのにトイレットペーパーを使用しているが、肌荒れにつながるし、個人のハンカチは不衛生なので、ティッシュペー
パーを園で購入してほしい。(保護者がひと箱ずつ持ってきてもいい、という意見もあり。）

保護者対応としては、報告・連絡・相談の「ホウレンソウ」の体制、情報共有をどう作るか？また苦情担
当窓口(主任）があまり周知されていないので、保護者対応における主任の役割、あるいは担任+フリー
等の複数対応など色々なバリエーションも今スタッフ間で検討中です。保護者の想いを受け止めて、そ
の思いに寄り添いながら、でも子どもにとっての最善の利益とは何か？を根本におきながら、保護者も
園との協働のパートナーとして育ててゆく（育っていく）、そんな在り方、新しく子ども園としての木の花ら
しさを共に創るにはどうすればいいか？ゼロベースでまた新たに、今木の花を選んでくださった家庭、保
護者の方々とスタッフと共に考えていければ、と思います。

今年度は子ども園の移行やぐみ棟の竣工などで、今まで当たり前のように行われてきた保育に様々な変化が生じ、新しい発見やご苦労が多い年であったのでないか？と
思います。調査票の意見を拝見するとコミュニケーションの大切さに改めて気づかされました。１対１、またはグループ等、色々な方法でコミュニケーションの質を向上させ
てください。また子ども園移行に伴うタイミングで従来の保育や園の運営を見直す良い機会であると前向きにとらえることも大切かと思いました。木谷理事長時代の木の
花幼稚園と今の木の花幼稚園を検証すると、大切に伝えたもの、またその内容によっては大きく変えることに躊躇しなかったようなものがあるような気がしています。内容
は先生方がよく理解されていると思います。来年度はそういう保育の質や方向性を前向きに検討する大切な時間ではないか、と先日（卒園式）のお話で思うようになりまし
た。あらゆる個人や組織は時代に徒に逆らっても存続できず、同様にただ流されているだけでもその存在理由がありません。先生方、諸先輩方、保護者の皆様、関係者
のご意見等を謙虚な姿勢で拝聴し、木の花幼稚園の次の時代の保育を創造頂ければ幸いです。

実際に子どもたちの様子を長い期間、時間を追ってみて頂けるような存在のありがたさを感じます。今後も温かく
見守っていただければ有難く思います。

お便りを減らすことは保護者にとっても整理しやすくうれしい。・コンセプトブック化・・・できればICT化も。オクレンジャーのスケジュール機能、掲示板機能の活用。園のHP
で在園保護者のみ閲覧できるシステム。・父レク、ビデオトーク等のお便り廃止・・・園のHP（おしゃべり）やFBにアップするのみ。

卒園生保護者の想いも在園に負けず劣らず強いのが心強いところです。いつまでも子どもたち、親御さ
んにとっての第二のお家、故郷と思える基地として、園内の片付け、整理整頓、ユニバーサル化にも努
力を続けたい、と思います。

本園は、園児や保護者のみならず園に関わる人たちの育ちの場になっていると感じる。本園の応援団としても、園長、職員の皆様が志を持って努力されている姿に感謝
している。

有難うございます。こうして応援してくださる方々の想い、励ましを心強く感じ、今後も職員一同、頑張っ
ていこうというエネルギーになっています。

園としての回答
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