
大項目 小項目ポイント 課題としては・・・ 改善に向けての手立て、アイディア・・・

新型コロナの理解と対応マニュア
ルの作成と運用

膨大過ぎて完全には読破できない（特に現場スタッフは不可能）。

科学的知見の収集

職員の出勤規定と公休の策定

応援サポーターの登用
人が多くても、多いからこそ時間に追われる。調整や連絡、記録、経費
や給与処理等

ぐみ棟の階段踊り場に窓設置

ぐみ棟デッキの設置

信用できるのか？と感じるときも・・・

保護者との電話連絡

安全管理マニュアル、学校安全計
画の見直し

部屋での消毒どこまですればいいのか？ ➡用途（学年別）、レベルに応じた柔軟な対応

冬場に戻すが、密閉になりやすい（定期的な窓、扉開けで対応） ➡部屋の上部に開閉式の窓があるといい。

➡布巾の色分け表示

➡時間をくぎる　活動時間の短縮

テーブルを使い切れていない ➡テーブルを出す。ボードの活用

ロッカーなどに荷物等を入れても飛び出す。 ➡各部屋にコート掛けを別に作る

おのこりのときのカバン・コートの置き場が階段では置ききれず、忘れ
物も多い。

➡年長は部屋、年中は階段一段ごとに荷物を置いておく

風邪症状はどこまで休みにすればいいのか？親も困っている ➡チェック項目を張り出し

読んでいるのか？ ➡親向けの定期的な保健便りの発行

薬を持ってきてまで登園させる必要はあるのか？ ➡以上児にも投薬シートを用意する

運動会 ぐみには感じづらい。当日の参加もしにくい。 ➡当日飛び入り参加できるプログラムをもっと作る。

木の花祭り バザー分散で平日だと買い物にいけない親も。
➡年間行事予定やおたより等で早めに日程を知らせる
ことで、休む算段をつけやすくなるのでは。

祖父母の会

令和２年度〔2020年度〕　学校法人　木の花幼稚園　　　　　観点別自己評価   (教職員話し合い＆調査票結果）
　令和2年度（2020年度）事業計画の重点

１．	新型コロナ対応の安心・安定した園運営
２．	木の花版3歳未満児保育の追求とより使いやすい環境整備
３．	日常生活と年間行事の在り方の見直しと再編成
４．	これからの時代に対応できる新たなスタッフ体制の構築

１．新型コロナ対応の安心・安定した園運営

コロナ感染対策として、よかったこと、成果など

行政関係の通知、文書（学校における新しい生活様式～新型コロナ対応～等の回覧、管理により、園運営との整合性を担保した。

コロナに関しての職員からの疑問を集約し、園医さん、学校薬剤師さんとの連携のもと解消に努め、また医師会、行政の研修、あるいは新聞記事などによる情報
収集による科学的見地での対応ができた。

休むハードルが下がった。親も職員も。

助かっている

夏涼しく、明るい。また空気がこもらない、換気にもいい。

密を防ぎ、開放感がある。デッキでの遊びにも多用に活用。以上児の庭の遊びも見やすく、以上児もまたぐみの子を見やすい。

非接触型はぐみには使いやすい

風邪をひかない（いつもはひきやすい職員も・・・）

家庭でできるきっかけ作りになっていた

幼稚園に来るきっかけになっていた。子どもも大人もリフレッシュできたようだ。

直接話をすることで保護者とのコミュニケーションがとれた（時には子どもの声も聞くことができた）

様々なエリアで片付けとユニバーサル化が進んだ

貯まった事務処理や園内研修ができた

竹ドームの傷んだ個所を木材でリメイク。遊びの分散につながり、密になる状況の緩和につながる。

砂場を整備して、ぐみが遊べる場所と以上児が遊べる砂場の二か所で分散ができた。

園再開チェックリストなどを作成し、日常場面においても、手洗い、三密を避ける、レベルに応じた園生活の見直し（自由遊び、クッキング、活動、昼食、お列など）
も出来、至らない点の共有、改善ができた。

タオルなどの持ち物管理や衛生面などの意識が高まる。

健康面に意識改革が進み、結果として病欠の子の減少につながった（ような気がする）。

保健衛生への職員の関心・意識の高まり（マスク、タオル、手洗い、消毒、換気など）

活動の分散化を意識。庭、屋上、園外など空間の利用範囲の拡がり

部屋の換気への意識（窓開け）や温度計・湿度計の設置、空気清浄機（加湿器機能付き）の活用で、部屋の換気状態への意識づけになった。

保育室の扉を外すことで換気対策。開放感がいい。子ども達（彼ら）も自由に行き来できる。

トイレでの密を避けるテープ表示による動線の設定（年少は遊び感覚の面白さを楽しむ）

子ども達の落ち着き具合と食べ方、話し方が違う。

パーテーションランチのよさ（一人一人のスペースがあることの安心感か）を感じる。子ども達が楽しく自覚的に使っている（乗り物等のイメージ
か）。年長は自分でボードも拭ける

河原での運動会での発想の拡がり

運動会、バザーなど広いスペースで伸び伸び・・・
お客の数としてはちょうどよかった

祖父母の手紙。手紙という普段できないことを通じての対話が祖父母からのリアクション含めて多くあった。

密を避けながら昼食時の課題（椅子をマイテーブルで使う衛生面など）

職員対応

設備・備品等の
対応

緊急事態宣言(登
園自粛期間）の
対応

園再開後の取り
組み

保護者向け対応

三密回避の行事
の見直し

空気清浄機の各部屋の設置、非接
触型体温計、エプロン、消毒、マス
クなどの消耗品の用意等の備蓄と
活用

家庭への宿題や絵本貸し出し

断捨離（整理整頓と大掃除）

園庭の遊び場拠点の分散化

安全教育のねらいと手立て(各学
年での策定と実践)

三密回避の空間活用、活動

補助テーブルの追加購入、衝立
ボードの導入

個人荷物

レベルに応じた保護者への依頼事
項の発信

親の意識、理解と協力につながっている

補助テーブルを活用して保育室＋ホール等にもランチ場所を拡げることでゆったりと食べられる。
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園長 A B C D E

B 10 5

大項目 小項目ポイント 課題としては・・・ 改善に向けての手立て、アイディア・・・

園庭

以上児ともっと行きたかった・・・ ➡午後からの散歩に出かける

ぐみの散歩、特にちょっと遠くに出る機会が少ない ➡全員ではなく少人数でも出かけてみる

➡玩具の入れ替え、ぐみが自分で片付けられる量

➡バリエーションを増やす

2歳児はできるのにやらない子も・・・・

感じる機会が少ない。（実際にずっとその場所には居られない。）➡行事のぐみ棟への配信(気楽な場所で見る体験）

無理のない先生同士の交流　そのためには？ ➡交流をした日は以上児の先生がボードに記載

交流の組み立て方が難しい ➡昼寝の時間を利用して話し合いの場をもつ

➡ぐみ＆ぷちの合同を２歳ぐみ担任がみる

ウッドデッキ

3階

・自分の持ち物に無関心な子が多く、落としものや忘れ物などが多い。とくにマスクなどは衛生的にも誰かが拾って万が一何かが...ということも考えられるため、個々に応じて声をかける。また大人も「子ども自身が意識できるように」を目標に促す。

・コロナ禍の中での、食事に関して、密を避けるために空間を分けて、など色々とやってきた中で、パーテーションの活用で仕切りをつけて食べる事も出来るようになってきた。今までにない食事風景に、子ども達も新鮮で、年中・年長児は自分でセッティングするのも楽しみの一つとしてやっている。片付けに
関しても、子ども達で出来る部分もあるが、今後も使っていくのであれば、衛生的で子どもが自分で入れられるような収納ボックスなどがあるといいと思う。

・パーテーションを用いてのランチが浸透してきており、準備や片付けを積極的にしている子が増えている。しかし、その際に使っているアルコールスプレーのボトルが固く押しにくいため子ども達にとっては扱いにくいように感じる。霧吹き型のボトルにしてはどうか。また、2グループに分散して食事をとって
いるためスプレーを各クラスに2本ずつあったら時間短縮にもなるし（どちらかの片付けが終わるまで使えない）便利だなと思った。

・昼食時のパーテーション設置は手間がかかるが、年少児にも手伝ってもらえるようになった。⇒足の設置の仕方など子ども同士で協力している。

・トイレの前にタオル掛けを設置⇒年少児も自分で部屋からタオルを持って行き、終わったらまた持って帰ってくるという習慣がついた（ただし、日常的にというにはもう少し・・・)。

・コロナが流行し、日常生活や行事の見直しをしてきて、良い面もあり改善点も見えてきた。行わなければ改善点や反省点が見えなかったと思うのでコロナの流行は今までの日常を変え大変であるが、良い機会であったと思う。未満児は、子ども達自身が密を避けたり、消毒をするのは難しいが机の消毒や
非接触型の体温計は子ども達の生活に自然と馴染んでいたので良かった。

・コロナウイルス感染予防としての密にならないように食事する、手洗いや椅子をテーブルにするときには食事の前後には必ず拭くなど、子ども達への意識づけなど、行事等でスタッフが追われているときに手薄になりやすい。
行事の見直しを図るだけではなく、普段の生活を丁寧にすることにもまずは大人が意識していきたい。

・マニュアルやチェックリストは持っているが、どの程度の鼻水や咳かなどの判断が難しい。

・園の関係者でコロナ感染、疑いの人が出た時の、対応のシュミレーションを定期的に職員間でする。

・『今は新型コロナの感染状況がフェーズ２の為、木の花幼稚園としては以下の対応になります。
　〇一時預かりは中止しております。　　〇サークル活動も中止となります。　　〇わいわい倶楽部などの未就園児の活動を中止しています。　　〇お家でお子さんと一緒にいられる方は極力おのこりは控えていただけますようご協力お願いします。』
といったお手紙に書かれている内容の一部を、玄関にも目立つように張り出し、状況が変化した場合、その都度張り替えることで、保護者は玄関でも目にして意識していただけるのではないかと…。

・コロナ禍でもどうすれば子供たちに学びの経験をさせることができるのかを考え出し、感染対策をし、行事開催に取り組んでいたと思う。

・密にならないような環境作りや、行事の見直しがあったことで、子ども達の普段の遊びにも新鮮さが生まれていたように感じる。
（例えば）・園庭で糸電話→密を避けるために色々な場所に設置してあり、離れたところにいる友だちとつながっていること（友だちの存在）を感じられる遊びになっていたように思うし、木の花まつりのさくら組のお店であった園庭の迷路は、園庭全体がアスレチックのようで、一本橋や凸凹など、ぐみちゃんた
ちも挑戦しやすく楽しめる作り（環境）だったと思う。

・自粛期間中　　諸費の請求書やお手紙配布はなるべくポストインできる家庭には手分けして職員で回るようにし郵便料金の節約をしたいと感じた。（郵便料金に関して、職員も葉書や封筒にはいくらの切手を貼るのか　何となく知っていてほしいと思う。）

・オクレンジャーがあることで、自粛期間中の連絡等も出来、コロナの状況を考えると今後更に活用できると思う。気軽に敏速に伝達する手段があるということは、いざという時の保護者とのパイプの役割ともなり得、心強い。

観点 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

新型コロナ対応の安心・安定した園運営 園は、新型コロナへの感染状況に様々な観点から留意し感染対策に取り組みつつ、家庭の理解と協力を得ながら保育が継続的に続けられるように努めている

２．	木の花版3歳未満児保育の追求とより使いやすい環境整備

3歳未満児保育の実践及び未満児棟の環境整備を通じて気づき、発見、よかったこと、成果など

おすそ分け(穴、葉っぱプールなど）をいっぱいもらえた

もくもくと遊びこむ姿（ひとにつられて遊ぶ　以上児にもモデルになる）

気持ちのおもむくまま　

してもいい　しなくてもいい(お昼寝をする子、しない子）を選択できる。

在園の１歳児からの進級ぐみがモデルになっている。

ゆったりとしている時間

生活の流れの中で少しづつ身につく（身辺自立など）

以上児の取り組みへの憧れ

いつもと違う雰囲気を感じる

火の興味（個性あふれる子の存在が他の子を引っ張るケースも）

ひとの見方、動き方、興味関心の広がりをもつ

自由さを感じる（もっと自分のやりたいことに集中していいんだ、と思える）

ウッドデッキでのランチ、遊び、昼寝、多様な使い道　以上児との出会い

１～３階を自由に行き来できることでの自信と興味関心の拡がり（身体スキルの向上など）

しきりのない部屋の開放感を満喫

３階（ホール及び屋上）の空間利用がよかった

　自由記述
（他によかったこ
とや今後に向け
て取り組んでみ
たいこと、課題の
改善、気付きを
活かす、良さを伸
ばすためのアイ
ディアなど）

評価

未満児保育実践

満3歳保育との交流など

ぐみ棟

園外

モノ・遊具

ひと

時間

非日常

ぐみにとって

ぷちにとって

部屋の仕切りなし

玩具が多い。
➡数量、種類を考える（どんなモノをどんな風に楽しん
で扱い、それがどう学びに繋がっていいるのか？）

ぐみ、ぷち、それぞれの意味がある

目的地のない散歩のよさ。その場、その場で楽しめる。

モノをよく出す　出すことが遊び

なんでも遊びになる。（モノがなくても遊び込める）

2 ページ



ぐみ移動に際しての本園とぐみととの連絡 ➡ホール分担ディ

➡午後の自由遊びの早めの時間帯を活用する。

早朝、延長預かり 預かり人数増に対して不安定になる子も ➡以上児のぐみ棟への移動時間を遅めに設定

安全管理の対応 園庭 ブランコの扱い ➡合同の時は避ける

園長 A B C D E

C 8 7

大項目 小項目ポイント 課題としては・・・ 改善に向けての手立て、アイディア・・・

ぐみとの交流の薄さ ➡年長がぐみの子に絵本を読む機会をもつ

ぐみと以上児の日常交流が少ない

担任チェンジ

ローテーションでやってみて焦点がずれた。目的・内容が先生
にもずれるので、子どももお付き合い…と言う感じだった。(子ど
ものメンバーから先生たちで決めた内容でよかったか？）

早朝・延長預かり

異学年交流になりにくい
➡自由遊びの意識をスタッフがもつ。異学年を巻き込
んで遊ぶ。自分のクラスにこだわらない。

ぷち プチのおのこり　子どもにいいのか？(無理をさせていないか？）➡モノを出さない。

おやつ おやつの時間に時間がかかりすぎる ➡預かりのメンバーを2チームに分け、空間を分けて遊
ぶ。(ホール、まつくりの部屋など）おやつもそれぞれ。

担当 預かり担当の交代制で誰が責任者かわかりにくい

片付けチェック サポーターさんに任せて片づけの最終確認ができないことも。

ぐみ棟と本園の行き来が慣れてきた。（子どもだけでも行ける…2歳ぐみ）

本園空間にも慣れて行動範囲の広さ（自信の表れ）

変わらないメンバーで過ごすことが、仲間意識を強めている。

・未満児保育が２年目に入り、以上児も未満児がいる生活に慣れてきているので、本園に遊びに行くと、自然に一緒に過ごす姿が見られるのがよかった。（特に預かりの時間が長い子同士が関係ができて、安心感を得ていると思う。）

・ぐみ棟では子ども一人に寄り添い、時間をかけて安心・安定した生活を過ごせるよう配慮されていると思う。その土台があったうえで、発達に応じた遊びの提案をどうしていくかを色々試していくことが大切だと思う。

・延長預かりを、ぐみ棟にすることで、ぐみの子ども達の落ち着き度がずいぶん変わったと思う。そのほかにも、ぐみの子ども達が安心して過ごせるように、5時までは以上児は本園で過ごすなど、その都度考え実行してきた。今後も、こうしなければならないに捉われずに、その都度どうすればよいか考えな
がらやっていければと思う。

・本園にいると、ぐみ棟での保育内容を知ることができず、話し合いの場でも、意見を出すことができなかった。「1歳、2歳を知る」ということでも、本園のフリーもぐみ棟のフォローに入ったり、お部屋チェンジで、ぐみ組の子ども達が、本園で過ごす時間もあれば良いと思っていた。１月に入り、ぐみ&ぷちの合
同保育でぐみ&ぷちがホールで活動したり、合同での給食をぐみ棟で取った時などに、フリーがフォローに入ったことは、より「1歳、2歳を知る」きっかけになったと思う。

・本園とぐみの交流については、ぐみのスタッフが若いこともあり遠慮が少なからずあるのではないか。本園とぐみのスタッフをよりシャッフルすることで、以上児の生活と未満児の生活、それぞれの大切にしていることの連続性を意識しやすくなったり、より積極的に行き来できそうな気がする。またぐみの保
育に関しても安心感を保障しながらも、木の花らしさを少しずつ追求していけたらいいと思う。

・ぐみプチ交流は約1か月間集中的にやることで、プチにとっては第2の生活場所としてぐみ棟が定着した。ホームは本園という感覚もあり、交流の際、「いってきます」「ただいま」という挨拶が自然と生まれるのはとてもいい。プチはぐみの生活も本園の生活も両方とも体験できるのがお得だと思う。

本園

・以上児との交流（年少だけでなく、年中や年長とも）の時間がもっと持てたらよかった。→できそうなときはいつか、どんなことならできそうかを、各学年の先生に積極的に相談しに行く。

・なにか年長児と未満児のからみができたのではないかと思う…。（少人数でぐみ棟に行っての短い時間での交流で、簡単な絵本の読み聞かせとか？手遊びをするとか？ホールで追いかけっこするとか？）

・自由遊び中、自由に一つの遊び空間として、以上児もぐみ棟へ行けるような環境づくりをしていければと思う。(ぐみちゃんの暮らしの流れの中で突然来られて困るなど、あるかもしれないけれど...)

・支援が必要な子にとって居心地がいいのか、朝の自由遊びの時間や活動の途中で遊びにぐみ棟に来ることがありぐみの子ども達も受け入れている。以上児の子も気軽に遊びに来られると、早・遅番に来る子だけじゃない子とも交流につながるのではないかと思う。その為にもまず、活動として以上児と未
満児と関わっていく必要があると思う。

・ぐみ棟に行く機会がないので大切にされているという印象を持っている。　ぐみから年少になる時はそのギャップもあり　昨年は子どもたちも戸惑う姿がみられた。時々、ぐみの子どもたちだけで本園にいる姿を見かけるようになったのは良いと思う。

・ぐみ棟を自由に行き来する子ども達の姿から、「おやつの時間に1階へ牛乳を取りに行く」など、ぐみ棟内でのおつかいを取り入れていくと、子ども達は「自分でできる経験」が自信につながっていたように感じる。
子ども達に任せられる環境（1階と2階で保育者同士の連携が比較的取りやすい、1階と2階なので大人の目が届きやすい）が良さだと感じる。子ども達がぐみ棟内でのおつかいに慣れたら、本園へのおつかいもできたらいいなと思うが、距離があり、園庭を通らないといけないので大人の目が届かない時間
が長いので難しいと感じている。

・ぐみ棟のウッドデッキは保育室とも一体化しており、窓を開けたらとても開放的でよいと思った。

・給食を運ぶとき、ぐみの入り口にプチの靴など置いてあると、下が見えにくくつまずきそうになることがある。ぐみに遊びに来た子の下駄箱があるとよい。

観点 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

3歳未満児保育の実践と未満児棟などの環境整
備

園は、3歳未満児が安心・安定した園生活を過ごせるよう配慮しながら、一人一人の育ちの環境づくりを工夫し、以上児にも響くような取り組みに努めている

３．日常生活と年間行事の在り方の実践と再編成

日常生活と年間行事の在り方の実践と再編成を通じてよかったこと、成果など

少人数での年長とぐみとの散歩で、ぐみの子らも仕事をしている年長の姿を模倣。

異学年での遠足やお散歩は、年下の子が疲れた時に手を引いてもらうことで助かった。

年長と年中との少人数でのお散歩(川遊び）、普段はなかなかできないことが出来た。

年長、年少さんのお散歩。(園再開後くらいでよかった）

お出かけカーの存在。距離を延ばせる、モノを持って気軽行けるという職員の安心感

以上児➡ぐみ棟

園外（地域）

手伝う(押すなど）の役割があることが支援を必要とする子にとって良かった。お出かけカーの中では凛々しい姿も・・・。やがて歩くのが苦手な子
も歩くようになった。お出かけカーの中を自分で居心地よく変えて使っていた。

お出かけカーがあることで遠いところにいけて、目的地を急に変えることも可能。１歳は乗るけれども２歳は乗らない、自負心も生じるようだ。

年長と年中との担任チェンジ（子どもも大人も刺激いっぱい、交流も進む）

年長と年中の公的縦割り活動で、お列グループが馴染みやすかった

縦割り遠足が地域を知る機会にもなり、年長・年中で動きやすい。

きょうだいのような関係を作っている。自分の考えたままごと、マラソン、お風呂ごっこ、戦隊もの・・自分のイメージをお互いにすり合わせて。狭い
ぐみ棟での空間が関係性を構築。

かんけりを年長が年中に教えていた。下の子に伝えている。

手作りおやつを楽しみにして、お残りする子がいる。

異年齢交流

　自由記述
（他によかったこ
とや今後に向け
て取り組んでみ
たいこと、課題の
改善、気付きを
活かす、良さを伸
ばすためのアイ
ディアなど）

評価

日常生活での異
年齢交流

預かり（おのこり）

縦割り（以上児）

異年齢交流

年少がいくことで新鮮な感覚でお集まりに集中していた。
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給食の中身

お泊り保育・・・銭湯なし

夕涼み会・・・年長・年中保護者なし

やってみて運営が難しいのが分かる（音響、見にくいなど）　下
見はしたけれども・・・

➡拡張スピーカーの購入

広い空間(芝生、河原）の所在把握が難しい）

サポーターさんの説明が難しい。 ➡木の花スタッフＴシャツ（一目瞭然）を作る

平日分散店のやりくり(子どもの店とお店のない子の保育との
兼ね合いの難しさ）

➡取り組みの中で準備ができたらオープン　

平日故に保護者が固定（いけない親もいる） ➡ウィークではなくてもいい。1月くらい期間をとる。

➡学年別開催。ほかの学年を見にいける。

➡年間計画で分散日程を事前にお伝えする。

もちつき・・・年少見学

保護者交流等 園庭ワクワクプロジェクト

父レク おすそ分け（合同）をどうするか？という難しさ(年少・2歳ぐみ）

ビデオトーク

感染対策を立てると距離をあけるので話し合いになりにくい
（ソーシャルディスタンス）

給食先生がいることの安心感。

配膳などの折にみられる子ども達と給食先生とのやりとりがよかった。

あったかいもの、冷たいものをすぐに食べられる。

年長のすごさをスポットとして当たる機会が多いので、下の学年の視線を感じる機会が多い。すごさをより実感。

年長も年長だから・・・と自覚しやすい。

入園式のさらっとした流れで新入園児に負担なくよかった。

新入園児には短時間で楽にすむ。

在園児には気持ちに余裕があって、練習を４月下旬から意識して進級に上がる最後の日々を過ごせた

職員は気持ち的に余裕を持ってできた。

園再開直後のときにゆったりとできた。出し物に力を入れ過ぎずに４、５月をゆったりと過ごせた。

親の場所（客のスペース）で空間が制約されたが、より幅広い空間の中で子ども達も考えるきっかけが生まれた。（年長のパラバルーンなど）

園庭のお風呂で地域に出ないことで時間に余裕があった。

年長は自分自身で行きたいところを選び、年中はグループの安心感もあってお金をもって大人なしで回ることを楽しんでいた

アナログ的な取り組みだが、子どもの中での自覚と想いがこもっていた

遠い居住地の祖父母からの感謝の返信の手紙（はがき）などが多く園に届き驚いた。（リアクションがあってよかった。）

運動会の練習を地域で頻繁に行ってことで地域の方に喜ばれた

犀川での開催でお散歩に頻繁に出かけるきっかけ。

芝生、広さを有効に使える

広い場所で子ども達も楽しそうにできた。サポーターさんにも目の届くような形でフォローしてもらい助かった。

流れの中でさくら薬局ができたような形態がよかった。

木の花まつりでの河原の有効活用

空間を最大限に活用できた(年少にはゆったりとスペースを活用できて、子ども達に窮屈さを感じずに気軽に出来た。）

サークル活動でどんぐりクッキーを作っていて、保護者を先生にしておこなったのがよかった。親の先生は子どもにも新鮮

バザーの取り組みで地域とのつながりが非常にでき、チラシ、ポスター配布などにいったことで地域貢献ができた。(おすそ分けはできた。）

子どもにとってが自分のことばで伝える緊張感や表現などを学ぶ。また地域の方と実際に会って話すことでの伝えるスキルやひととつながること
の安心感を得る。

日程分散でゆったりとできた。親と子どもとわけてするよさがあった。

親向けのバザーも午前、午後でゆったりと満喫できた。

親のお店に飲食がないのがいい。だらだと長く居続けない。準備、片づけが非常にスピーディで負担が少ない

目的地なし、歩きながら、その場で楽しむ。時間を気にせず、子どもの行きたいところ、子どもの動きで遠足の距離を自在に伸ばせる（縮められ
る）。

目的だけ設定しておくことで時間に縛られず、のんびり遊んで過ごして様子を見て帰ってこられる。

貸し切りバスの非日常体験が子ども達にとってもいい刺激に。スペシャル感が子どもと親と一体感がった。途中で親を拾っていくのもよかった。
観光バスであると同時に路線バス的、地域の居住地もわかる

ぐみ・プチの特別遠足（たてわり）が普段のお散歩よりも時間に追われずのんびりと地域を歩けてよかった。お買い物と言う特別観と武家屋敷な
ど地域を知るきっかけ。小学生とも出会えた。

観るだけで年少、ぷちちゃんなどは十分迫力を感じていた。その後の庭の遊びでももちつきの杵（壊れて遊び用）で追体験していた。

親(客）を限定することで空間を広く使えてよかった。（舞台設定と子どもの客席）

子ども同士の席を年長、年中は見ることに集中する。（でも年少・ぷち・ぐみは狭いのでかわらない。）

出番のない発表会で時間の有効活用

親(客）を限定することで空間を広く使えてよかった。（子どもの使える空間が広がった。）

ライブ配信のよさ。見たい親への代替措置として。

親のやりたいこと（生ごみボックス作り）も入れることでの保護者同士の交流

父レクの中身を園主導で出すことをこじれることなくスムーズ。考えてもらっても、それって・・・と思うことも多いので、こちらから降ろす方が園にも
親にもいい。

年長、年中の縦割りの中で育ちの見通しなどが親にもわかっていいい

年長、年中の親の視点、意見の違いが見えてよかった。

給食

行事の見直し

土曜日企画

スタッフ

全体

入園式・・・在園有志のみの参加

創立記念日・・・保護者なし・園内の
み

敬老会・・・お手紙

運動会・・・地域開催

木の花祭り・・・日程分散、地域開
催、子どもの店と大人の店との分
離

遠足・・・貸し切りバス　公共機関な
し

発表会・・・異学年出演限定　異学
年保護者なし、

クリスマス会・・・園内　保護者限定
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サークル活動
時間と場所の課題（コロナ禍の中、密にならないように工夫が
難しい）

・絵本 ボランティアとの差異が難しい

保育とサークル活動との兼ね合いの難しさ

・クッキング

・アウトドア 先生の想いと親のやりたいこととのズレ
➡園でするサークルは先生が主導、企画してやらない
と最初は無理。

・チクモク

お部屋だけでなく、ベランダ、お庭、屋上などいろんな場所でお集まりすることで、蜜を避けれると同時に季節の風や自然を感じることができていいなと感じた。

◎おやじの会

◎一時預かり、3歳未満児（4号）受
け入れ

在宅支援の良しあし　難しい子もいる。わいわい倶楽部との併
用は子どもに混乱させる

➡子どもの様子をみて定期的な登園期間を園から伝え
る。わいわい倶楽部との併用は認めない。

園長 A B C D E

C 9 6

異学年の親の交流につながった

手直しなどを先生抜きにしてくれて助かる

母の先生としての特技を生かす場があったことで親にも子どもにも刺激大。かいこ、ぬかどこ、スパイスカレー、どんぐりクッキーなどとの出会い。

保育の場に活かすことで子ども達へ新たな刺激があった。そめものなどの自主企画による交流と子ども達（保育）への還元が見られる。

体にいいことサークルとのコラボもよかった。

園外保育に多く出たのでとても助かる。しかし、もっと大人だけで楽しめる企画もできればよかった。

音楽活動の集大成として子ども達にお披露目の場がいい。真剣な雰囲気が子どもにも伝わる。

アカペラの提案など母たちからの発信による企画もいい。（親の自発性、主体性がサークル活動的）

親同士を繋げてくれる場を色々と企画してくれていた。

・行事の見直しは、木の花歴が長い職員にとってはとてもエネルギーを使い、作業的にも思考的にもしんどいことではあるが、新しい風のなかを”木の花魂”を持って楽しみながら進みたいと思う。

・行事や取り組みの内容をコロナのステージによって、柔軟に対応している。

・行事の見直しは、初めての事ばかりの中で、子ども達も職員も一緒になって試す中でよかったこともあれば、段取りやお手紙のアンケートなどで改善するべきこともあった。木の花らしさを残しつつ、いろんな規制の中で出来ることを模索し、運動会やバザーといった大きな行事で思い切ったチャレンジをし
たことはある意味”脱・木の花の園行事の在り方”としても、とても大きな一歩を踏み出したのではないかと思う。

・コロナ禍の中でも木の花幼稚園らしい保護者とのつながり、保護者の参加がある保育を続けることができていたと思う。ただ、バザーの平日開催やサークル活動など、働く親（これから、今よりもっと、仕事を休めない・フルで働いている親が増えていくと思うので。）が、参加したいけれど参加しにくいのでは
ないかなと感じることもある。

・行事の取り組み方、サークル活動などいい方向で発展途上で、次年度はより良い形態を見つけられるといいと思う。

・お部屋だけでなく、ベランダ、お庭、屋上などいろんな場所でお集まりすることで、蜜を避けれると同時に季節の風や自然を感じることができていいなと感じた。

園の大切なことを守ろうとしてくれる（園と保護者との見解の違いを埋める、共有する場の設定など）

スタッフにも新たな視点に気付くきっかけ（安全についての話し合いなど）

何か目的（大型積み木補修ペイントなど）があってのほろ酔い開催がよかった。

おしゃべりディの後、連続してとことこ会を開催。連続的なつながりをもってするところがいい。

ズームで自粛期間にトコトコ会開催。親たちの自主的な繋がり方がいい。

未満児の一時預かりは、次年度入園する子には、慣らし保育の意味も兼ねているように思う。入園した時の戸惑いをさほど感じない。

・課題の中に、ぐみとの交流の薄さとあったが、「活動」にこだわらず、朝の自由遊びの時間なども活用するとよいのではないか。

・日常の遊びの中で、一輪車、のこぎり、インパクトなど色んな道具を使う体験が面白い。（子どもも大人も）

・異学年交流では、帰りのお集まりで年中クラスに年長数名が手作りの巻物絵本を読みに来たところ、年中も触発され自主的に作ってくるようになった。ちょっとした関りもいい影響になっていると感じた。

サークル活動

保護者会等子育
て支援など

　自由記述
他によかったこと
や今後に向けて
取り組んでみた
いこと、課題の改
善、気付きを活
かす、良さを伸ば
すためのアイディ
アなど）

評価

・体にいいこと

・音楽

保護者会

◎キラキラ会、トコトコ会

観点

日常生活と年間行事の再編成

・先日の監査で避難訓練の話があった。今年の未満児は、避難訓練に対して大きな動揺は見られず、二次避難で園向かいの駐車場の移動がスムーズにできていて良かった。移動に関しても落ち着いていた。避難訓練の内容として、消火器の使い方を教えてほしい。保管場所は認識していてもいざ使うと
きに使い方を知らなければ使えないと思う。子ども達の前で行うことで消火器の大切さや大事にすることが伝わればいいなと思う。

・サークル活動に関しては、保育の中に組み入れることで面白くなる（刺激を貰ったり、子どもと担任で出来ないような企画にチャレンジできる等）と感じたが、保育という意識（手伝ってもらったり、一緒に楽しむだけではなく）を保育者が自覚し、そこを踏まえて計画、実践していく難しさも感じた（特にコロナ禍
でもあったし、大所帯で参加希望者も多かったこともあり）。土曜開催（夏休みの午後開催の時のような・・）を取り入れればよかったかも。部長としてスタッフが一人で、好きなことがしやすい反面、責任、負担も大きく（楽しさもあるものの）、コラボ企画の際に、スタッフ2人体制となった際には肩の力が抜け、
協力して楽しめた。コラボ企画がもう少しあってもいいかも。もしくは2人体制（部長、副部長）。来年度はサークルの保護者のリーダー（活動内容別でも・・）役がいて、細かい段取りも共に出来たらいいかもしれない。運営にあたり、会費制度も事前に謳い、参加者を募る（毎回の諸費用の算出、徴収が大
変）。

・全部のサークルに通じる規定が必要だと感じる。そのサークルごとにかかる費用が変わってくると思うが、それに対して園からの援助はあるのか、それともすべてサークル部員で賄うのかなど・・・。いくつものサークルを掛け持ちしている保護者が多いので、サークル間で差異がないようにしたほうが良い
と思う。

・定期的に十分に行えないサークル活動もあったので、サークル活動の計画を年間の見通しを持ってたてることが必要であると思った。

・音楽サークルでは、1年の集大成として2月にコンサートを企画している。サークル内で4～8人でグループを組み、各グループがテーマをもって自主練しているのがとてもいい。練習場所としてもも組を開放することで（予約制）、園に集って練習しようと気持ちも上がりやすい。次年度もクリスマス会やコン
サートなど、目的に向けたサークルの企画を立てたい。

・クッキングサークルでは、やりたいことを聞いたものの給食やおやつなどの時間に左右されたり、コロナ禍なのでクッキングはあまりよろしくないかと思ってしまい、なかなか実現できなかった。

・絵本サークルはどうしても、ボランティア的な要素が強く、それでも良い！と言ってくださる保護者が入ってくれてはいるのだが、心苦しさが残る。園の絵本業務と区別するために、できれば保護者会の係りの一つとして絵本係があるとよいのではないかと思う。お手伝いしてもらいやすいカバー付など家で
もできる仕事をお願いすることにして、人付き合いは苦手だけど、何か係をしなければ・・・の方や、働いているから日中集まる係はできない…方への救済係りになるといいのだが・・・。

・一時預かりでは、他の園での預かりを定期的に利用していたり、兄弟で園に遊びによく来ていた子は、すぐに馴染んで接しやすかった（関わりやすかった）が、初めて預かりを経験する子にとっては馴染めず泣き続けるという子もいて在園の子も動揺していつもは泣かずに過ごせることもちょっとしたことで
泣くこともあり一時預かりの難しさを感じることもあった。だが、その時は主任に助けを求めて預かりの子を個別にすることで落ち着くこともあり協力できた。預かるクラスだけでなく園全体での支援が必要な事業だと改めて感じた。

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

園は、コロナ禍での日常生活、行事を取り組むための配慮に努めつつ、コロナアフターを見据えた新たな園生活、園行事への試行、改善に取り組んでいる

・今年の運動会は園外で行った為か写真屋さんの撮影枚数が多かった。（２０００枚を超えていた）例年、販売前に職員が各クラスの写真を確認してから販売していた。だが運動会後は木の花まつりの取り組み等立て込んで確認する暇がなく販売が遅くなっていた。今年度は、写真係のリーダーさんが声を
掛けてくださり確認作業を行ってくれ例年よりは早く販売することができた。そうやって、気さくに“やるよ”と声を掛けてくださるのは木の花の保護者の素晴らしいところだと思う。コロナがあり行事変更や撮影者の縮小があったりと大変だったと思うが、その都度対応してくれよかった。１号の保護者が今回係
りが多かった（特にリーダー）ということもあり、時間の融通ができることが大きかった為何度も相談できたり協力してくださったと思うが、今後２号の保護者がさらに増えてくるので、その中でどのようにしてコミュニケーションをとって協力していくかが今後の課題になってくると思う。

・河原での運動会、あの場所で表現することは難しいかもしれないが、「年長としての演技があっても良かった」という保護者からの意見をもらったように、確かに「年長として」をもっと表現できたらよかった。

・木の花まつりを分散開催したことで楽しみが長く続いた。

5 ページ



大項目 小項目ポイント 課題としては・・・ 改善に向けての手立て、アイディア・・・

掲示板、、ボックスなど

グループライン

会議記録 記録を読んでも、わかりづらい。肝心なことが伝わりにくい。 ➡大事なところに赤ペンを引く（記録者）

みんな（全員）揃ってがむずかしい。共有できない。
➡サポーターさんと話す機会（レクレーション的な何か）
を設ける。

➡日常的に気軽にあるといい。

フリーが入っての打ち合わせがなかなか定着しない
➡毎朝、担当のフリーの先生と内容やねらいについて
堅苦しくなく話す機会を持つ。

全員で話すべきこと・そうでないことが区別できてない。 この話は、誰と話すのが良いのかを考えて話す。

長期休業になると、つけ方を忘れてしまう。
➡見える化（キッズビューの使い方・書類の置き場所の
明示）

事務負担をどうするか？ ➡事務職員の補充

キッズビューが使いきれていない。ICTの活用不足。

各種提出物 ルーティーン（出勤簿・提出物・各種届出）がなかなかできない。 ➡出したら自分で月末にチェック。

業務日誌

当番とぶつかる。

ノーコンタクトの調整が難しい。

どこかの学年が入らないと、しわ寄せを感じてしまう。

「今日サポーター、必ずしも必要だった？」と思うことがある。補
助スタッフが本当に必要か？という日もある。

➡終礼時に次の日の体制の確認をする。

ＩＣＴサポーターを活用しきれていない。どこまで頼んでいいの
かわからない。（おたよりに写真を挿入するとか）

ぐみは午後の保育日に週、日によっては人が異なるので混乱
する

➡見える化して明記する。

会議の長時間化・園長とスタッフの理解の差異による議論
➡話し合いのグループ分け①園長と主任②園長とベテ
ラン③園長と若手④園長と全体

例えば、運動会の弁当をどうするか？議論すべきことか？決定
事項でいいのでは？

➡グランドルールとして事前に全体確認すれば、決定
事項でいいと思う。

手当

園内研修

世代別で何かを話さなきゃならない→プレッシャー
➡色んな世代がごちゃまぜになると、人材育成・交流に
つながるのでは（縦割りなど）

世代別の在り方 ➡テーマ別にあつまるのもよいかも

➡トランプなどしながら幼稚園ことを話すなどでもいい。

担当の係

週案と日誌が一緒で書きやすい。

時間のメリハリ・その日の出来事をその日のうちに伝達できる。

時間の区切りがつけやすい（帰宅しやすい）

みんなで話し合う場が多い→スタッフ同士の距離が近い

福引や懇親会などお楽しみ会や世代別（ちょっとした息抜きにもなった。）

フリーを含めて週案での打ち合わせ（具体的に次の援助や環境設定などを打ち合わせできる）

確認作業がないことでの負担軽減

話し合いしながら記録もできる。

フリーも一緒に話しながらすることで、共有できた。

手が回らないところを助けてもらえる。

専門職の人がいることで助けてもらえる。

給食常勤パートがはいってくれたことで献立の相談や有給が取りやすくなった

調理員増員に台所利用にサポートしてもらえる

ICTオンライン配信などの専門的なサポートが有難い。

預かりチェック他しなくてもよくなったのが助かる。

早2番も手当てが出るのは嬉しい

初任研→木の花の事を知ることが出来る。

勉強になる。子を知る、自分を知る、結果保育につながっている

担当学年だけじゃなく、他の学年の子を知ることが出来る。

困ったこと相談室の先生に相談できるきっかけになる。

気軽に話せる。

任せてもらえることで、責任を持って取り組むことが出来る。

①情報共有～園
内コミュニケー
ション

②働き方改革

③人材育成と
キャリアップ

終礼

職員交流

	４．これからの時代に対応できる新たなスタッフ体制の構築

新たなスタッフ体制づくりの取り組みの中でのよかったこと、成果、気付きや発見など

その日出会えない先生への伝達手段としては有効

全員に同じ情報がいく（一度で情報を共有できる）

記録があることで、後で確認する際に役立つ。

打合せ、相談

キッズビュー等のICT

ノーコンタクト

当番

お便りフォーマット・コンセプトブッ
ク・週案、日誌記録等の様式変更・

補助スタッフ（アルバイト、パート
等）の登録制の追加募集（保育、調
理、ICTサポーター

事務・運営（職員会議等

インリアル

世代別研修

➡預かり当番を曜日で決めるのはどうか。発表会前で
あっても、週1回の預かりに入るのはどうか。

つけることで、自分自身、時間を意識することになった。

溜まった仕事を集中してできる（持ち帰りの仕事が減った？！）

園が職員のことを考えてくれているのが伝わる。

自分の中で整理ができる、集中してできる。

遅2番があることで、遠慮せずにぐみをでることができる。
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観点

園長 A B C D E

C 1 8 5 1

・全員が揃うことがないため　若い世代がどんなことで感心して　どんなところで驚いたりいているのかを共有したい。

・職員同士で話しやすい（若手でもベテランの先生に話しやすい）温かさがある。先生方はみんな素敵な人で、人間関係では働きやすい環境だと感じる。だからこそ、もっと職員同士で話せる場、時間があると嬉しい。（みんなそれぞれの仕事に追われていて、職員室の雰囲気が暗く感じることがある。）

・本園の職員とぐみ棟の職員は棟が離れているということもあり夕方ようやくあったり、１日会わずに終わるということもあり、職員同士の交流が少なくなっている部分の一つでもあると思う。棟が別ということもあり、お互いの活動が見えず何をしているのか分からないということにもなっていると感じる．．．終
礼が始まり５時には来られる人は集まっているので終礼前や終礼後のちょっとした時間で何気なくクラスのこと等を話すことで息抜きになったりクラスのことを知るきっかけになったらいいなと思う。そこで、クラスの状況や大変なことを知って手伝いに行ければ仕事の負担が少しでも軽減できたらと考える。

・パソコンの台数が少ないため。使いたいときに使えないことが多い。

・終礼があることで、連絡事項をその日のうちに伝えられるようになったことで、共通認識を持つことができた。

・終礼を取り入れたことで職員会議の時間短縮に繋がっていると実感。

・毎日の終礼があることで、その日のことをその日のうちに解決でき、また、時間に見通しを持ってメリハリを持って仕事ができる。しかし、終礼の時間も日々伸びている。それでは毎日職員会議を行っているようなもので、終わりをしっかり決めて、指示を出せる人がいることが必要だと感じた。

・終礼の設定はとてもいい。職員が全員ではないにしても、顔を合わせる機会になるし、その日のうちに共有しておきたいことについて情報を共有しやすい。ただ、終礼後「仕事のない人は帰りましょう」と呼び掛けているけれど、実際にそれで帰る職員がいない。改善策としては、例えば、ノー残業デーの設
定というのはどうか。また、会議スタート時刻を守る意識の差もバラバラなので、定刻になったら始める、というのをもっと徹底しないといけないと思う。

・ICTサポーターさんが常にいるわけではない為、自分の苦手さを棚に上げて頼みにくい。事務兼用のＩＣＴに強いスタッフの導入があると有難いが（これから・・を考えると更にニーズは高まるのでは）。

・給食に関しては、常勤パートを入れてくれたことで献立の相談ができたり、片付けなどは任せて事務仕事ができるようになったので残業がほとんどなくなった。昨年度は有給をとるために引き継ぎのメモを作ったりしていたが、常勤パートの人がわかってくれているのでその必要はなく取りやすくなった。今
後、急に私が休みになっても大丈夫なように発注などの事務を伝えていきたい。

・園は常にスタッフがどうすれば働きやすい環境になるか考え、少しでもそうなるように実践してくれていることは、働く側からするととてもありがたい。

・２年目としてインリアル研修に参加させていただいたのだが（笑）、非常に新鮮かつ、”自分の見直し”（子どもとの関わり方）にも繋がり、かつ、”配慮を必要とする子達理解”（自分が分析する子のみならず、他の職員が分析している子のことも理解できる）にもつながり、その後の彼らとの関わり方にも自分
自身、心の変化が見られるようになった。ただ、非常に時間と労力を割くものではある。若手の職員にベテランの職員のこのような姿を見せる（本当は嫌かもしれないが）ことも大事・必要なのではないか？一緒になって理解したり、笑ったり、苦しんだりしてもよいのでは？と思う。ただインリアル研修にご意
見番みたいにベテランが一人参加するのではなく、一研修者として自分も誰かを分析し若手と一緒になって頭を悩ませればと思う。

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

　これからの時代に対応する新たなスタッフ体制
の構築

園は、子ども園としてのスタッフ同士の連携、協力がしやすい、働きやすい職場環境作りに努めると共に、これからの時代のスタッフ体制の整備に努めている

全体を通観しての自由記述による園評価

・コロナ禍の中だから、行事に関しては思い切って、「今までと違う」をいろんな形で試してみることが出来た。特にコロナだから人の出入りが制限され、保護者の参加の仕方に違いがあった。創立記念日は子ども達だけでのお祝いとなったが、お客さんがいないことで、いつもよりも空間を広くとることが出来、そのことによっ
て、今までは考えつかなかった「パラバルーン」でのお祝いをすることが出来た。また、運動会の会場を犀川緑地ですることによって、広い空間を意識して活動を考えたり、体を思いっきり使ってという事を体験できたように思う。音響の事や、本部の配置など、改善しなければいけない課題はあるが初めての試みとしては、
やってみてよかったように思う。バザーも蜜を避けるために、分散開催にしたのはよかった。お店をする空間を広くとることが出来たり、他の学年の子がお客さんとして参加することが出来たり、プラスの面があった。しかしその一方で日程の事、保護者の参加の仕方など、考えなければいけない事がある。また、保護者の参
加に対して、アンケートをとったが、分かりにくい部分があったので、アンケートの出し方（バザー通信が何度も出ていたので、おたよりの出し方も含めて）など改善していかなければならない。夕涼み会や木の花まつりに関しては、２部制にしたことで、ゆっくりと回ることが出来たのでよかった。来年度は、まだコロナ対策をし
てのスタートとなりそうなので、今年のことを踏まえて、行事を組んでいけるといいと思う。（保護者会クッキングに関しても有志の人にやってもらうのでいいと思う。その方が保護者の負担も軽くなるので。）

・コロナ禍において、行事や取り組み、保護者参加、職員の仕事の効率化を見直したことは、子ども園に移行し過渡期にある木の花幼稚園にとって、とてもいい機会になったと思う。２、３号の家庭が増えていくこと中で、従来の木の花の保育をそのままやり続けていく難しさを感じているので、コロナで制限がある保育では
あったが、職員にとってもこれからの保育を考えることができたことがこの１年のよかった点であると感じる。

・コロナ禍で世の中全体が見通しの持てない中、園長が機敏に情報収集に努め（専門家のデーターなどのエビデンスを元に）、マニュアルを作成したり、様々な対策を立ててくれ、保護者、職員の安心感に繋がったと思う。また木の花の保育の食文化（自然物を食べ合ったり、気軽にクッキングを楽しむなど）において、ブレー
キをかけざるを得ない面もあったが、衛生面での意識改革がもたらす子ども達自身が自分の体を守ろうとする意識やその為の生活習慣のスキルアップ（持ち物の管理意識やアクリル板の準備、片付けを楽しむ姿）にも繋がった面もあった

・コロナウイルスが流行り、なかなか「例年通り」が難しかった中で、行事を中止にするのではなく、「今年行事を行うためには」を常に考えていた園長をすごいと感じ、その考えを形にしてきた職員もすごいと感じる。中止にするのは簡単なことかもしれない（姪っ子が通っている園は、ほとんどの行事が中止、または、学年限
定だったりしたので）。けれど、それをせずに、何とかして行事を行えるように、と考え、対応してきた先生たちの姿から、今までの行事1つ1つに木の花幼稚園が大切にしてきたねらいがあることや、子ども達にとっての楽しみ・学びがたくさんつまっているということに改めて気づくことができたように思います。そして、例年と
はやり方・形を変えたり、どうしても制限せざるを得なかったところがあった中でも、「木の花らしさ」がなくならなかったこと、「木の花らしさ」がたっぷりつまった日々の保育・行事が行えていたことは素晴らしいし、よいと感じた。

・コロナの状況に応じて、日々の保育、また保育の環境を考えていく姿勢があり、園行事など、これまで積み重ねてきたもの、これからも大切にしたいこと、時代に応じて変えていけること、など、子どもの実態、今の時代の保護者、総合的に見ながら、臨機応変に見直し、変化させていこうとしているところが、園の良さと感じ
た。

・新型コロナに対応しながら行事や保育のやり方を考えていく一年だった。窮屈さや不便さもあったが、それ以上に、この状況を逆手にとって、より良いやり方に変えていこうという意識が高かったと思う。「コロナだから」を合言葉（？）に新しい試みにも挑戦できた。今まで当たり前だった色んなことを、職員（特に、ベテラン）が
意識改革するきっかけになったと思う。

・今年度はコロナ禍で例年にない課題もたくさんあったと思うが、感染対策をし、できる限りの取り組みをしてきたと思う。

・コロナ対応、職員の働きやすさ、保育の見直しなどいろんな面で、園をよくしていこうと努めて動いていることがよくわかる。信頼できる。

・新型コロナウイルス感染という大変な時期を、行事を見直すきっかけとしつつ、実現できる方法を考え、試し、振り返り・・・を繰り返してながらやってきたこの1年。いろんなことをあきらめてしまいがちなコロナ禍のなかでも、やり方次第であきらめなくてもできるんだ！ということをスタッフそれぞれが実感できたと思う。そのこ
とをスタッフみんなで共有できたことは、木の花にとって大きな財産だと思う。

・今年はコロナの影響で、保育をどのように進めて行けば良いのかと、戸惑うことも多かった。否応なしに常にしなければならなかったが、行事や生活の見直しや、今の時代に合った保育内容に改善する方法をも話し合い、今年のこの機会は、今までの当たり前を振り返り、こらからの子ども園として、木の花を支えていく若
い職員へも、木の花の考え方や、これからも伝えていきたい事を改めて確認し合い、、伝えられたのではないかと思う。

・この１年は　全員が初めての経験で　戸惑うことばかり。　その中でよかったこと　　　自粛期間は事務仕事がはかどり助かった。保護者の出入りを減らして　始まった卒園式や入園式　創立記念日　・・・・　　なんでも来たい人　見たい人はどうぞ　より　本当に見たい人だけに参加してもらうそれで　いいと思う。子ども園にな
り仕事を持つ保護者が増えれば　行事に参加するのが難しくなる。親向けのサービスではなく　年に数回　仕事を休んでも来て良かったと思ってもらえるように　園としても　考えていかなければらないと思う。

・行事の見直しについては、プラス面、マイナス面、いろいろあるが、この機に見直すことにより、新たな保育の展開が出来ると感じさせてくれた（思い込みを外す・・という意識）。みんなで話し合う・・というスタンスが時間的な負担に繋がるかもしれないが、トップダウンでない、木の花のいいところでもあると感じる。

・良くも悪くもコロナだから・・・と付きまとった1年だった。やはり新しい生活様式に慣れきれていないところはあるが、みんなで声を掛け合い、何とかしていこうとする姿勢にはとても助けられた。ただ、その一言があることでいつもの倍以上考え議論する時間も増えたので負担の軽減は正直感じることができなかった。日常作
業に追われ、遠回りする余裕がなくなってきているので(ほっと一息ついて無駄話をしたり思いを伝え合う時間など）、夕方は専属スタッフを作るくらいしないと時間は作れないのではないかと感じた（求められるものの大きさに耐えるのがしんどい、と感じるときもある）。しかし、木の花のスタッフはポジティブな人が多く、こんな
ネガティブな考えも笑い飛ばしてくれる人が多いので、人に救われているな～とあらためて思う。

・緊急事態宣言中に、園で普段できない作業ができ、丸太のペンキ塗りや畑を耕すなど初めての経験ができたことが個人的にはとてもよかった。木の花幼稚園でなければ経験できないことがたくさんあり、大人になってからでも初めてのことに出会うって楽しいな、と再確認することができた。

　自由記述
（他によかったこ
とや今後に向け
て取り組んでみ
たいこと、課題の
改善、気付きを
活かす、良さを伸
ばすためのアイ
ディアなど）

評価
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・未満児保育では、本園の取り組みを中々感じられない距離感ではある、たまに遊びに行く本園を楽しいとっておきの場所が本園だったと思う。安心できるベースが未満児棟で、そこからでかける経験を本園でしていた。未満児棟の出入りでは「いってきます」「おかえり」という習慣ができて、以上児が未満児棟に来ると「お
じゃまします」「いらっしゃい」というやりとりもできてきて、未満児棟が幼稚園の生活に根付いてきている。

・ぐみ棟があること、ぐみちゃんがいることでの体験の広がりが、子どもにも職員にも享受されていると思う。ぐみ２歳児とぷちちゃんの交流は、同じ園にいながら異文化の交流という感覚があり、よその園では体験できないのではと思う。職員も、ぐみ棟と本園の交流の在り方について、より良いやり方を日々探っている。

・ぐみ棟が出来、３歳未満児の保育がスタートして２年目。まだまだ未満児の保育に関しては手探りでやってる部分が多くあると思う。その子その子の育ちに合わせた保育。集団生活の中でその意味を考えながらの毎日。ぐみ２歳と、満３歳は同じ学年で、４月には同じクラスで過ごすことになるが、それぞれの生活ベースが
違うことで、日々の体験も違って来る。そういう中で交流をする事で、お互いに少しずつ少しずつ近づいていくことが出来ればいいと思う。意識して、交流の時間を持つことで、子ども達の中でも、交流が特別ではなく、「いつものこと」と思えるようになっていけるといい。プチの子がリュックを持ってぐみ棟に」行く姿を見ている
と、始め準備に時間がかかっていたけど、今では「いってきま～す」と自分でリュックを担いで行く子もいたり・・・。プチちゃんもしっかりしてきたな～と思える姿が見られた。

・ぐみ棟の先生にも個人の机があると嬉しいです。

・初任者研修は、木の花幼稚園のことが知れてとても勉強になるので、もっと機会が増えたら嬉しい。（電話対応や、お茶の出し方など、基本的なマナーも学べる機会があったら尚嬉しい。）

・インリアルは、今年当事者になってみて、とてもいい研修だと感じた。自分の保育を振り返ったり見返す機会はなかなかないので、自分理解にも子ども理解にもつながり、新しい発見・学びがたくさんあった。自分が当事者でなくても、他の先生のインリアルに参加するだけでたくさんの学びになるので、ずっと続けてほしい研
修だと思う。

・他の先生方とコミュニケーションがとれる機会が、普段の生活の中や特別な日（親睦会など）でもっとあったら良いと思う。

・日常の中で職員の交流、話し合いの場が多く、また研修も堅苦しいものばかりでなくお楽しみがあったり、話し合いではなくおしゃべりメインの和やかな雰囲気で話せる場があり、アットホームな雰囲気が新人にとっては話しやすく相談事や意見しやすくありがたかった。

・いつも木の花は、年齢や役職に関係なく、みんながちゃんと意見を言うことができ、その意見に耳を傾けてくれる環境だと思う。みんなで話し合ってより良い木の花幼稚園になればいいと思う。

・スタッフ体制に関しては、ノーコンタクトの時間が出来たことで、仕事を集中的に出来るのでいい、というプラスの面もあるが、早番、遅番、預かりなどの当番があって、なかなかシフトを組むのが大変。ノーコンタクトを入れることで、預かりの当番を移動したり、という事が出てくる。放課後の時間の使い方に関しては、１週間
を通して、かなりタイトに当番が入っていたりする。各学年平等に、とは思うがそのバランスが崩れる事もある。預かりの体制が（預かり人数が多いので）正規１人、アシスタントさん２人（そのうち有資格者1人）というように出来れば、正規の当番も一人ずつで回すことが出来るのだが・・・、今の現状ではそれは難しい。アシス
タントさんも出来るだけ、固定で来てくれると、子どもも安心するだろう。（毎日のように来てくださっているサポーターさんに関しては、子ども達も少しづつ関わりが増えていっているように思う。）

・保育以外の仕事の時間の捻出はまだ課題が残る。ノーコンタクト、終礼、業務日誌など新たな取り組みによってその日、または少し先の事務仕事は終わるが、製作の準備、打ち合わせなど、時間をかけてしたいことができるゆとりを持つために、１日或いは１週間のチーム（ペア、学年を超えた職員の関わり）の予定を見直
して、コンスタントに集まれるようにしていきたい。
※プチぐみの交流の初めは、上記のような時間の調節がうまくいかなかったが、後半は終礼後残って１週間単位で計画して共有したので、混乱は少なかった。

・預かり保育者やＩＣＴスタッフなどの専任がいてくれれば、スタッフの負担軽減となり、園内研修や話し合いや情報共有の場を確保できると思うが、園の事情があることも十分承知している。職員の負担軽減のため園としていろんな策を講じ、働きやすい環境をつくろうとしてくれていることが何よりも有難く思うし、それに応え
るべくスタッフも一丸となって園を支えていきたいと思う。何かにつけ、コロナじゃなければなぁ・・・と思ってしまうが、コロナだからこそ！と保育や園の運営の在り方などを前向きに捉え直す園の方針、柔軟な発想に共感する。

・時間外手当てや、各種手当てを出して頂けることに、とても感謝している。しかし、ただでさえ園長、主任の事務負担が増えているなか、手当ての細かな計算も増え、益々、事務負担が増えているように感じる。

・園が、スタッフのために働きやすい環境を用意しようとしてくれていることに感謝しながらも、そのことでまた見えてくる課題がある。何もかも園任せにせず、してもらって当たり前と思わず、課題はスタッフみんなで考えながら、どうすれば園と自分たち自身双方にとって良い環境になるのかを考えながらやっていきたいと思
う。
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