
項目 ポイント

時間

その他　自由記述

アプローチ整備

音環境等

令和元年度〔2019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）

平成31年度（令和元年度）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

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

机・いすがぐみの子らにも動かしやすい。使い勝手がいい。

園外
身近な散歩に出る。自分の足で歩く経験。地域の人を知るきっかけになる。道の歩き方を学ぶ。歩く力がつく。

また上の学年と一緒に園外に出ることで歩き方を覚えていく。

食
果樹や野菜など園庭ですぐ採取して食べる経験がぐみの子らとっては家庭では味わえない体験として非常にいい食育になったようだ。

未満児のクッキングの実体験がよかった。包丁などを使って実際に作る丸ごと体験を通じて、食への想いや買い物、道具の扱い方など色々なことを吸収していた。

集団の力を感じる。1歳の子らも友だちと一緒にしようと思う姿が多くみられた。例えば、プールのふちに登っている子がいると他の子らも登る。一緒にしたい。2歳との差異・・・・その子らといることの安心感。

他の先生との出会い。長期預かり保育などの中で一日生活を過ごすことで、様々な大人と関わることに慣れていった。

未満児が外階段から年中の保育室を通って幼稚園に入ることも多かったので（夏場のプールや行事の時など）、自然と年中児と交流が生まれていた。目的を持たずともただ一緒にいるだけで年の離れた異学年
の交流になるとわかった。

少子化と言われる昨今、未満児が増えたことで、在園の子全体にも、色んな年齢の子がいるということへの意識や、それに伴い、関わり方なども意識することが広がったと思う。

モノ・遊具

布の使い方。かくれんぼ、伝承遊び、お家にもなる。ぐみの子らにとって既製品の玩具よりもいい素材だったように思える。

保育室環境として布を張ることで生活のメリハリをつけることができた。見えるものにとびつくので。

家具屋さんに作ってもらった巧技台が面白いようで色々な遊び方をしている。上の子にも刺激があったようだ。

ぐみ棟にあるピタゴラスなどのおもちゃを預かりなど異年齢混合保育の時間帯に上の子らが使うことで刺激を受けていた。

メリハリのある生活、ゆったりとした時間の流れが未満児にはとてもいい。

未満児の子ども達の生活が新鮮で大人にとっても以上児の子ども達にとっても癒しでもあった。また育ちの連続性を捉える上で、色々と考えさせられることの多い1年だった。小さい子が増えたことで、思いやりや
憧れの気持ちも育まれ、家族というか、木の花が本当の家になったような気もしている。

満3歳保育との
交流など

ぐみにとって
秋ぐらいからの交流スタートがよかった。夏休みでいろいろな先生と関わって動揺していた時期を経て慣れたころに始めたのがよかった。

プチとの交流は月齢の低い子には不安にならない様子（むしろ月齢が高い子ほど動揺する姿も見られた）。

ぷちにとって
プチにとってもぐみ棟は第二の保育室になっている。当初のドキドキからお気に入りの場所への転換が見られた。

プチはぐみの子らを同じ2歳児でも「下の年齢の子」という目線で見ていることから、いい意味でお兄さん、お姉さん意識、態度が生まれている。

未満児棟の環境整備

屋上での水遊び、ランチの活用。絵具遊び、走り回る。眺める…多様な使い方が出来た。

ぐみ棟の二階ベランダ、あるいは屋上から以上児の遊びが見やすい。

未満児棟の階段でマットを使った遊びで体を使うなど、空間を活用する遊びも工夫次第でできることがわかった。

本園とぐみ棟が離れているのは最初は不便だと思ったが、生活時間が全然異なる未満児と以上児では、静かにお昼寝が出来たり、ゆっくり食事をするなど空間がしっかり区切られているよさがあった。また本園
へ遊びに行くにも靴を履き一度外へ出てから行かなければいけないので、ちょっとしたお散歩気分を味わえる。階段をのぼりさくらのベランダから幼稚園に入っていったり、お庭を通ってホールから入るなど行き方
も様々で楽しめる。

未満児棟は子どもたちが安心して過ごせる環境が整っていると思う。（音環境。木目などの素材の温かさ、少人数でゆっくる過ごせる空間など）

アプローチがいい。雨でも安全。子どもたちも雨でも安心して本園と行き来をしている様子が見られる。

ぐみ棟の音環境は非常にいい。（静けさが保たれる。）

配慮が必要な子がよく朝の自由時間にぐみ棟に来るようになった。遊びを通して関わることはないが、同じ空間を共有することでぐみの子がその子のことを認識する機会になっており、名前を覚えて呼ぶこともあ
る。子どもたちも自然と同じ空間にいることを受け入れている。

園庭

ぐみ棟の活用

園庭に裸足で出ていけることは未満児にとっても、いい経験になると感じた。土や葉っぱなどの感触や温度を直接感じることができるし、「冷たくて気持ちいい」「この感触嫌だな」などの快・不快も自分自身で経験
する機会になっていたと思う。裸足だったことで、足先に力を入れやすく、2歳でも砦に登りやすかったのかと感じる。

本物に触れる体験、例えば食であったり、トンカチなどを実際に見たり、あるいは園庭のはっぱ、園外で出会う犬、猫、ゆずなどに触れる体験が子どもたちにとっていい刺激を与えている。

園庭の遊び方などが、ぐみちゃんたち、とても意欲的。砦とか「竹はしご」に登ったり（登ろうとしたり）、あるいはロープを使ったターザンロープを「ロープウエイ」などのような使い方をしたり、上の子らの姿をみて刺
激を受けている。

ひと

未満児保育実践

1 ページ



以上児にとって

自由記述

モノのユニバーサル化が課題

雨の日にも体を動かして遊べる遊具は？　、

散歩に出かけやすいために（1歳児）。

以上児

ぷち

以上児の姿
上の子の遊びをよく見ている、特に庭での様子をみる。

園庭わくわくプロジェクトの影響をうけて、子どもたちもその作業風景をけっこうじっくりと見ていた。まただからこそそうした整備された庭での遊びにすぐ繋げやすかったようだ（木道など）。

砂場

砂場を作ったことで、子どもたちの集合場所、子どもたちが集まる拠点として活用。囲われている場所。ぐみの子らもそうだが、以上児も集まりやすいから、遊びが見えやすい。ほかの子の遊びを盗んでいく。ごっ
こ遊びにも発展している。

砂の扱いやすいさ。使い勝手のがいい。

➡お散歩くるまの購入、利用を予定。

空間の活用。ぐみ棟を以上児がもっと活用したい。散歩に行くときに裏に抜けたい、というときなど。

音環境が良すぎて周囲の音が聞こえない。周りの様子をみて本園側に行きそびれるケースがある。

安全管理対応

ぐみの子らにとって
安全に関する意識がついてきた。2歳の子は意識的に、1歳の子にとっても避難訓練などを通じて、何か大事な（大変な）出来事などが起きていることを感じている。放送がかかると何かある、と感じる。

放送設備。防災無線などの活用することで「危険」への認識がついてきた。

本園に遊び来た際にぐみちゃんにとって危険なことを大人が意識するようになった。一緒に遊べるようなものを考えよう、と子どもにも響いていた（本園の子どもたちもぐみの子らを意識するような姿も）。

２階ベランダから階段に降りる際の段差、３階屋上に出る際の段差が大きく注意が必要である。当初、２階ベランダはウッドブロックを置いて対応していたが、人工芝が雨でぬれるとなかなか乾きにくい為、ウッド
ブロックが濡れ続け木が傷み始めていたので撤去した。現在は２歳児は成長し、自分たちで自由に行き来できるが、また新年度始まった際には対応した方が良いと思われる。

課題として、ぐみ棟2階のベランダや屋上をもっと活用できるよう工夫できるとよかった。（特に冬場。）

子どもの関心が、対大人から、対子どもへの対応にどう移行していけばいいのか？

２歳の子どもたちが大人を意識して、もっと私をみて、と依存している姿が秋の時期にもみられた。➡もっと本園の子どもの中に入る。（活動中の様子をみる。空いている本園空間を利用して遊ぶ。）

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、良さを伸ばすために）

モノ・遊具

➡以上児の先生も一緒に取り組むといいかも・・・。

分かりやすいおもちゃの分類、選別など　木のままごとなどよりも本物がいい

➡本園のマットをとりあえず持ち込んで利用。様子を見て必要であれば来年度購入・・・。

早朝、延長預かり

満3歳児（プチ）と2歳児（ぐみ）が生活のリズムや環境の違いから、行事への参加の仕方がそれぞれで違い、その都度担任同士で相談している様子が見られた。（職員や子どもの）交流や2歳児の育ちについて学
べそうだが、時間を合わせて話し合いしたり、活動に入るのが大変そうだった。　（ぐみ2歳の担任が定期的に満3歳児を受け持ち、最終的にはぐみと満3歳児を担任する、昼食は一緒に食べる。など）

始める前は落ち着いてきたら１・２歳混合で月齢やその子の育ちに応じて、年齢にこだわらずグループで行動することを考えていたが、実際に行ってみると特に１歳児の育ちにとっては、月齢差があっても「１歳」と
いう枠組みのなかで行ったほうがよいと考えるようになった。ただ、秋以降は、月齢の高い子は、２歳児の行動に混ざれるときは混ざる機会も多く持つようにすることで、得るものもあると思う。一律ではなく、その
子によって無理強いせずやっていけたらと思う。

担任チェンジ（先生シャッフル）は子どもたちにとてもよいと感じた。特にぐみ２才さんたちが担任との依存度が高く、いないだけで泣く子も…そんな子たちが次年度年少に上がり、新しい子たちのつなげ役となるた
めには、先生たちにも園の環境にももっと慣れてもらうようにしていく必要があるかと思うので、どんどん先生も場所も変わっていけばいいと感じる。

スタッフ間のシャッフルはどんどん取り入れ、お互いの環境、子どもの育ちなどを共有していけたらと思う。スタッフにとっても、子ども達にとっても風通しがいいことは刺激になったりコミュニケーションの機会ともな
りいいと思う。実際に体験することが一番相互理解に繋がると思う。

ぐみ棟で１階と2階とに別れているだけで、お互いの活動が見えにくい。どのようにして共有を図るか（お互いにやってみたいと思える活動に、自然に参加できる形にするには）課題である。それにも増して、本園と
ぐみ棟ではお互いに遠慮し合い、交流する機会を逃してしまっていたように思う。ぐみ棟のスタッフは取り組みの妨げになるのではないかと思い、逆に本園のスタッフはぐみの生活リズムを崩してしまうのではない
かと考えて。まずは試す勇気を持ち、その都度気づいたときに話し合いながら改善し、どちらの子どもにとってもスタッフにとっても成長できるように試行錯誤しながらやっていけたら、と思う。

未満児（ぐみ）の保育が別棟で行われている良さと、別棟だから見えてこない部分（マイナス的なところ）をどうやって調和していったらいいのか・・・？ぐみ棟の子がいる事で、子どもも大人も今までと違った意識を
持っていたり、体験が出来ているのは事実。（空間の使い方なども今までと違った使い方が出来ている。）本園の子と、ぐみ棟の子の生活リズムの違いがあって、ぐみ棟の子の「安心・安定」を考えると、それぞれ
の育ちと体験の部分をどうしていったいいのか、考えなければならないと思う。生活の中で、何を大切にして、だからどういう体験をしたいのか・・・。伝え合うことで、どういう事なら出来るかが見えてくるのではない
か・・・。その為の話をする時間の確保が難しい。年度が替わってすぐには出来ないだろうが、ぐみ棟の子のお昼寝の時間に週に1回、もしくは、2週間に1回、各学年の先生一人ずつで話をする時間を設けてはど
うか・・・。ぐみ棟の生活を知ることも出来ると思う。

異年齢交流

ぐみとの交流やぐみ棟へ遊びにいけばいいのか？交流のタイミングは？ぐみ棟の生活時間について本園スタッフがよかわかっていない。⇒昼ご飯時と寝かしつけ前は避けてほしい。

課題について
　自由記述

年度当初は、建物が別棟ということで、お互い(本園・ぐみ棟)に距離感を感じていたと思う。ぐみ棟の子どもたちにとっては、大人が固定で入ることで安心感はあったと思うが、ぐみ棟での生活を見聞きし本園に伝
える役や、本園の様子を伝える役として、ぐみ棟、本園を合わせたフリーの職員の配置を考え、フリーが回転して、全学年の保育に入っても良いのではないかと思った。

本園とぐみ棟の距離は近いようで遠いと感じた一年だった。以上児の子が、ぐみ棟にも気軽に行けるような保育の組み立てを、２年目は積極的に考えられるとよい（縦割りの日があるように、各学年、ぐみ棟と交
流の日を設けるなど）。

発達に応じた育ちや子どもの学びを、どんな風に保育計画の中に組み込んでいくのか、時期や行事等を考慮しながら、本園との交流の機会を増やしてもいいと思う。

ぐみの作品が本園に飾られたりすると身近に感じられそう。

プチとぐみとの交流、合同保育の在り方。お互いの刺激をどう組み込むか？

空間

ひと

スタッフ

未満児保育の
実践課題

園庭整備等

朝と夕方の預かり時間はぐみ棟で生活することで安心できる。遊びを以上児からも吸収できる。➡6月中旬～10月いっぱいは本園で、それ以外の季節はぐみ棟。1歳の子らが多いと通年ぐみ棟がいい。
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本園 本園での自由遊びに混ざって遊ぶのが難しい。目が届かない。

ひと 手の出し合いにどこまで見守り、介入すればいいのか？

A B C D E
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項目 ポイント

年少

プチ

自由記述

園庭ワクワク
プロジェクト

レクの日

ぐみのビデオトーク

ぐみと以上児の関係

モデル

➡午後の自由遊びの早めの時間帯を活用する（まだ年長、年中が昼食をとっている時間帯）。

➡個別にどういう状況かを見極めて対応。

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:わからない(無回答）

3歳未満児保育の実践と
未満児棟などの環境整備について

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。

園長

C

２．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

日常生活での
異年齢交流

以上児

ロープのアスレチックの設定がよかった。子どもたちの身体を使う遊び方が面白い。年長の遊び方（地形を利用して）、年中の遊び方（海賊ごっこ）など学年による使い方の差異も見られ、年少やぐみの子らにも影
響を与えていた。

ぐみ棟へ行くことで以上児たちの遊びが広がる。（特に年少、また配慮が必要な子どもたち）　

ぐみを意識してか年少さんが例年よりも自立している。凛々しいく感じられる。様々な場面で子どもたちを頼る。大人なしでやれることがいっぱいあった。

プチとぐみとの交流を通じて、落ち着いた空間のなかでプチも2歳児なんだ、という思いと一方でプチの行動力が交流を通じてあがった。ぐみちゃんも行動力が増していった。

日常生活での異年齢交流と考えたとき、ぐみの子も、以上児もごちゃ混ぜになって、一日、ゆったりと、遊ぶ日があっても良かったと思う。(夏季保育などで活動にとらわれず、一日のんびりしながら、ぐみむちゃん
も混ざって過ごした日があり、新しい関りなども生まれたり、本園の先生がぐみ棟の子どもたちの事を知る機会となったりしていた。)

教育課程外
（早朝・預かり保育・延

長保育など）での
異年齢交流

ぐみの子らと関わることで以上児たちが自信をつけている。（同時に安心をそこで汲み取っているかもしれない、という子も見られた。）

早朝、預かりなど色々な時間帯で関わりをもつことで子ども同士の信頼関係が深まってきた。特定の子なら相互に関わりあう関係が出来ている。

預かり保育に関しては、ぐみ棟が出来て異年齢交流で一緒に過ごす時間も出来、子どもにとっては関わりの幅が増えてよかったと思う。3歳以上児にとっても、ぐみ棟の子にとっても、いろんな形での関わりが出
来たのではないかと思う。保育者にとっても、普段あまり関わることのないぐみ棟の子との関わりが出来、園のことを知るきっかけにもなった。

以上児が本当に未満児のことを気遣ってくれる。年少児や満3歳児の中には、もちろん自分の思いを通したい子もいるが、それもその子らしさを出せ、未満児にとっても（きょうだいが少ない今）いつも大事にされ
るだけでなく、「だめ」といわれる経験を持てるという意味ではよいことだと思う。以上児にとっても、未満児と関わることに、戸惑いながらどうやって付き合うかを考える機会が日常的にあるのはとても良いことだと
思う。

ぐみの子が以上児の名前を憶えている。驚き。生活で接しているからこそ。

子どもにもよるが、人の世話が得意な子、好きな子、一方関わりが苦手な子もいる。ぐみの子らの遊びのモデルになる子もいて、不安な子もそういう特定の子の遊び方を見ることで安心している姿が見られる。

ぐみの子が使わない、やらないような遊びを上の子が残していくことで興味を引き起こす。

早番の時間はぐみ棟で過ごすことで少人数で狭い空間の中なので各々の動きを見て感じることができていいと思う。一緒に遊んでいなくても何をしているか見ることができ、声も聞こえて感じることができる。

最近のお残りが異年齢交流になりにくくなっていたが、早朝あるいは延長の園児が少なくなってくる時間帯で、異年齢で遊ぶことが増えた。そこから自由遊びのときの姿が変わってくる子も増えてきたように思う。
（一概に時間が伸びたことが悪いことではないと実感。）

行事
端午の節句にぐみも参加。緩やかにこんな異年齢交流ができることがわかった。

誕生会、七夕などのゲームに楽しめる雰囲気、飛び入りでもいい、という気楽さがごく自然に混ざっていけたようでよかった。

行事の取り組み
行事の取り組みや当日を上から見ることがぐみの子らにとっての見やすさとやっていることの分かりやすいさ、参加しやすさにつながった。

保護者交流等

ワクワクプロジェクト秋版では、親の参加と子どもの参加のコラボとの協働でする取り組みがとてもよかった。子どもの育ちを異学年の保護者にも感じられたのではないか。

レクの日を重ねることで保護者同士の交流につながる

ぐみのビデオトークを通じて、日常の生活を知る安心感が保護者に与えられたようだ。

行事における
異年齢交流・混合 プチとぐみとの近江町市場での買い物の後にその日にお店屋をしたことで見通しと自信がついた。大きい子たちが客になってきた臨場感を味わえたようだ。

安全管理の対応

園庭

ブランコの使い方・・・危険認識に関して。以上児だけのときは感じなかったが、ぐみの子らが混ざると危ないと思うことがある。➡自由遊び中には特に1歳児は一緒に入れない（使う時間帯をしっかりと切り分け
る）。

1歳の子の安全確認。本園に行った時もそうだが、特に園庭での一人一人の安全対応。➡1歳児の一人一人の所在の確認を当該スタッフで確認し合う。
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スタッフにとって

給食が楽しみ、という子が増えた。

野菜をよく食べるようになった。

自園調理を喜んで食べている。

ぐみ棟が本園と離れているので、ぐみ2歳児は意識的に本園に行き、本園の雰囲気（自由遊び・クラスのお集まりや主活動などの）を味わう機会を増やしていくことが課題。保育者との信頼関係ができ、また、プチ
との交流が始まった秋ごろから本園に遊びに来る機会をもっと増やしたらよかった。

子どもたちに作る人が見える、というのがいい。（調理室の窓から作り手の顔が見える。）

自園調理を開始したことで、子どもたちが目に見えて食に関心を持つようになった。

食の相談ができる存在（管理栄養士）が有難い。調理室に栄養士さんがいることの安心感が子どもにもスタッフにもあった。

グループクッキングの際の安心感が増した（栄養士さん、スチームコンベクションオーブンの存在）

調理スタッフがいてくれることで、食に強いこだわりのある彼らへの代替品などの配慮がしてもらえるようになったことも有難かった。（おじやにしてもらったり、混ぜご飯の際に冷凍の白ご飯を解凍してもらったり。）

行事の取り組み
年少とぐみとの間のねらいの共有をどう図るか？発表会のねらい…年少はイメージの世界をもって友だちと一緒に表現することを楽しむ。プチは友だちと一緒に表現することを楽しむ。ぐみは・・？

プチとぐみと活動を一緒にすることのねらいは、ぐみはプチから遊びの刺激をもらうこと。行事に参加してこなすことではない・・・というような話し合いの場をどうもち、どう整理（振り返り）していくか？

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、良さを伸ばすために）

日常

他の学年との絡み、交流などを柔軟に行うにはどうすればいいか？　学年ごとのねら
いは？などをどう共有していくか？

➡先生のシャッフル、先生チェンジ。他のクラスの担任として入る。

➡職員室ではない休憩場所でゆっくり語り合う場を確保する。

園外保育のときの柔軟性をどうとるか？
園外保育先に給食の配達は可能か？（弁当日以外に長い時間のお散歩をしたい場合。）➡食べやすいメニューで一回試み
てみてはどうか？

自由記述

年長・年中に関しては、お列のコースの所で点呼（お残りの子もここで点呼して確認する）→点呼後遊ぶ→１５：４５片付け。この時に残っている子はおやつを食べる。というのはどうか・・・。正直、昼食を食べた
後、おやつを食べる時間が１５時なので間隔が短いように思う。16時くらいの時間でも大丈夫だと思う。おやつを食べたいのでおのこりする子もいると思うが、片付け後におやつなので、片付けもちゃんと出来ると
思う。（片付けせずに帰る子もいるので）

預かり保育に関して、特に4時半以降の長時間の預かり時は、長時間預かりの子ども達にとってもっと有意義な時間にすべきではないかと思う。短時間でも預かり保育にはねらいがあるので、、預かりの子が残っ
ていることにスペシャル感や充実感を味わえるような。）その為には、スタッフが事務作業（お残りの時間記入等）をしなくていいようなやり方が必要だと思う。

早朝・延長預かりの混合保育の場所など、こうすべきと決めてしまうのではなく、そのときの子どもの様子をみて柔軟に対応できるとよいと思う。

もっとぐみの子が本園の方に来て遊ぶ時間が増えるといいと思う。年度の後半は行事があって、なかなか時間を作る事が出来ないので、1学期からどんどん来て本園の環境に慣れていくといいと思う。

早朝や延長の時間だと、特定のぐみと特定の以上児しか関わることができないので、ぐみと以上児クラス単位（少・中・長）での交流を日々の保育の中でもっと取り入れたらよかった。→交流できる活動はないか、
担任同士で話し合ったり考えたりする。

遊びの環境構成について、ロープの整備などとても良かったが、園内研を通してスタッフ一人一人が何をしたか、出来たか？というと今一つの印象が否めない。ＥＣＥＱ時のように個々で仕掛けを考えるプロジェク
ト化し、検証するくらいでないと面白いことに繋がりにくい気がする。通年ではなく、前期、後期で園内、園庭と切り替えても新鮮に取り組めそうな気もする。

ホールのおもちゃの整理や、絵本コーナーの整理などが、おろそかになりがちだった。スタッフそれぞれの姿が、子どもたちのモデルなっていることを意識し、そこから、子たちが自ら意識して、モノの使い方の大
切さや、片付け方を意識できるようにしていかなければならないのではと感じた。

保護者との連携
伝えるべきことの整理が必要。顔を合わせて話す。コミュニケーションをとる。

保護者との世代間の感覚の落差をどう埋めたらよいのか？（スタッフ間もあるかも・・・）

新制度がスタートし、まだまだ手探りだが、だからこそスタッフが色々試してみることが大切だと思う。

行事後などいろんな先生たちと、もっとこうしたらいいかも、という振り返りを行うことが出来る場があってほしい。

若い先生が増えて世代の幅が広がったので、幅広い世代の意見を融合してより良いアイデアが生み出せるようなきっかけ作りが必要。世代別の会議もいいけれど、世代が入り交ざって、少人数のグループに分
かれ話す機会もあってもいいと思う。

その他、自由記述

スタッフ連携の課題

預かりの遊び

おやつがあることで遊びが途切れる。遊びの継続性を維持するためにどうすればいいか？➡①おやつを一律に食べない　おやつ場所に置いておき各自とる。②早めに食べる。〔お列が出てすぐ　2：30）③遅めに
とる。（お片付け後、4：15頃）おやつをとるときの役割や人間関係で面白い場面もあるので、遊びとおやつとどう両立させるか？が課題。

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:わからない(無回答）

日常生活と年間行事の在り方の
実践と再編成に向けて

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。

園長

C

子どもにとって

給食・食に関わる
取り組み
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項目 ポイント

新人スタッフ

保護者会

おやじの会

園庭ワクワク
プロジェクト

子育て支援 一時預かり

シフト

自由記述

インリアル 勉強になる。 雰囲気が話しやすい。

世代別研修

発信

手紙

自由記述

共有

優先化・分散化

チーム保育

整理整頓

園内研修

	３．子ども園運営への馴化と新たなスタッフ体制の構築
子ども園運営への馴化と新たなスタッフ体制の構築に向けた取り組みの中でのよかったこと、成果、気付きや発見など

スタッフ勤務体制

保育補助スタッフ
預かり、教育課程の時間に助っ人がいることで様々な場面、活動、日常生活で助かることが多い。

木の花の卒園生の保護者の思いが伝わってくる。

調理員スタッフ
調理員さんのカラーもあるけれど、手が速く自主的にどんどんやる。子どもたちとの関わりもうまい。

常勤パートの募集をするなど勤務する上での心強さを感じる。

新たな正規スタッフが加わることで、外の視点、色々な意見がきける。

保護者会、
保護者参画

保護者の声を大事にしている。保護者の意見を取り入れながら進めている。

おやじの会の取り組みの主体性、積極性がいい。がやりたい人がとことんやる。

園庭ワクワクプロジェクトなどもやりたい人が主体的にやれるのがいい。子どもたちとのコラボもよかった。

在園のきょうだい関係の利用が多くみられた。

事務・運営（勤務体
制・ＩＣＴ・共有・職員会

議等）

早番、遅番の勤務が個人的には時間の融通がついてよかった。（子どもの保育園の送り迎えなどができた。）

保育補助の先生が来てくれる生活はとてもありがたい。

事務・運営（勤務体
制・ＩＣＴ・共有・職員会

議等）

手当
早番、遅番は担った人に手当がつけるのがいい。

各種手当の存在。時間手当、休日出勤手当などが今まで以上につくようになった。

出欠の計算が楽になった。

保育料の計算が楽になった。

新しく導入したキッズビューは体重、身長を入れればカウプ指数を計算してくれて、肥満、標準、やせの割合がすぐに出せてとてもよかった。

ICT　キッズビュー

子どものことを知ることが出来た。自分の姿をみるのがつらいけれど、意識するようなった。

同世代で少人数で意見が言いやすい。同じテーマでやっても面白い。

経験豊富な先生方の保育は勉強になるし、自分の引き出しを増やすきっかけにもなるのでありがたかった。（日々の保育や園内研修などを通して）

お便りの見直し、木の花冊子作りはいいと思う。手紙をうまくストック出来ない人も冊子ならば保管しやすいし、必要な時に見返し易い。園的にも何度も書いたり、印刷したり、渡す手間も省け、スタッフの労力の大
きなスリム化に繋がると思う。完成版までいかなくても、今渡している必須お便りを冊子化するだけでも、差し当たっていいのでは。

自由記述

園内研修等

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、良さを伸ばすために）

手紙の多さが業務負担になっている。〇〇？の定番化はどうか？また手紙も全員に出さなくてもいいのでは。あるいは遠足、父レク等のお便り、案内などフォーマットデータ化がいいのでは？

シフト勤務

シフト
早番・遅番ローテーションが不規則でわかりにくい。年長優先で時期をわけて設定しているが、均等に標準化して年長は3学期、早番・遅番などはなしにできないか？

行事等が近づくと、遅番であってもなかなか遅くは来れないし、早番も早く帰れない。

事務負担

勤務体制に関しては、「早番」「早2番」「遅番」など今までと違った体制になり、戸惑いもあった。年間を通して、各学年で忙しい時期が違っていたり、するので、どういうシフト体制で行うといいのか分からないが、
月ごとに出来るだけ均等に各学年が入るといいのではないかと思う。そうした上で、どうしても変わらなければいけないところは個別にチェンジするようにしたらいいのではないか。また、預かり保育15時以降に関
しては、パートの人など保育補助スタッフとして、専属の保育者がいるといいと思う。（14時半～16時半の時間）いつも決まった先生がいる事で、子どもたちも「あの先生はおのこりの先生だ」と安心感を持って過ご
すことができるのではないか。保育者側にとっても、放課後の時間、預かりに入ると時間をとられてしまい、特に行事の時はすることがたまってしまうこともあるので。

預かり保育に入るか入らないかで職員の負担は大きい。入らなければ、この時間、翌日の保育の打ち合わせ：準備等ができる。

本園・ぐみの先生の共有が難しい（プチ、ぐみの話し合いが難しい）

園内研修が多いのが負担。➡必要度に応じて優先度をつける。➡全員ではなく分散して実施する。

若い先生とベテラン？の先生が組む場合、担任同士の話し合いだけだと対等に意見を出しにくい場合もある。なので、フリーの先生も交えたり、打ち合わせは職員室で話し合うなど、今まで以上に第三者の視点
を積極的に取り入れることが必要だと思う。世代間の温度差や上下関係みたいなものはどうしてもある。それを否定的に捉えるのではなく、お互いに認めあえるような関係性をつくれるための、話し合い、交流の
機会が必要だと思う。

職員室の体制

事務負担
預かりのチェックなどの事務負担が多い。二人体制でやっても意外に時間がかかる。

キッズビューの日誌についてペーパーレスは賛成だが、見たいときかきたいときにできない。週案＆日誌の1枚にするとよいと思う、

自由記述

便利なはずのＩＣＴだが、使いこなせず、戸惑うことが多かった。またフェイスブックのアップなどに関しても苦手さ故にせずじまいになったことも多く、時代の流れからはかけ離れているのは間違いないと思う。その
不得手さやそれ故にかかってしまう労力を専門のサポーターが担ってくれると有難いと思う。月末の預かり時間の確認や日々の預かりの時間記入等なども、得意な人であればスピーディーに出来、その分保育
スタッフの負担が減り、保育に専念できる環境になると思う。

便利なはずのＩＣＴだが、まだまだ使いこなすというまでにはなっていない。使い方のマニュアルなども製作したが、あまり活用されてはいなかったように思う。若い年代の人の方が、パソコンを使っての作業に、あ
まり抵抗感がなかったり、キッズビューやhp等の新しいのシステムの活用についても、もっと柔軟に対応できるのではないかと思う。事務負担の軽減や、今どきの保護者"への情報の発信の仕方などを考えたとき
も、そのようなことが得意な、今どきを知っている若いスタッフを補充し、今の時代に合った、アイディアを出してもらうことも必要なのではないかと思う。

見える化
どこを見ればいいのか？早番等のお仕事などをはっきり明記。

どこに何を置いてあるかわからない。➡ユニバーサル化（表示）

何がどこにあるのか？わかりずらい➡収納を整理する・断捨離➡学年ごとに使いやすい書類をまとめておけないか？

おたよりを出来る限りデータで作ってみた1年だった。それを全体に共有できていない現状があるので、フォーマット化できるようにするにはどうすればよいのか。→共有におたよりフォーマット一覧のフォルダを作
る。

発信
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全体を通観してのスタッフ自由記述による園評価

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:わからない(無回答）

木の花の保育はとても楽しそうで子どもたちものびのび好きなことを思いっきりやっている。遊び方もダイナミックで少し危ないなと思うこと（大人より高く積み上げた大型積み木など）も見守っていてすごいと思った。家ではついつい危ないことはやる前に止めて
しまいがちだったので、見守る大切さを知った。

木の花の保育は、小さいうち（未満児）から、いろいろなことを実体験できる機会（クッキング、果実などをその場で食べる、散歩、木の花まつりにむけてのさまざまな取り組み・・・など）がとても多く、とても魅力的だと思う。

やらせがない行事の作り方がよい。

保護者もとても協力的で夕涼み会、木の花まつり、餅つきなど保護者の支えがあるからこそ成り立っているなと感じた。親たちの見方もすごい。

お父さんたちと遊ぼう会について、当日は頑張ってくれるが、打ち合わせや買い出しなどで同じ人が毎回頑張っている状況が続いていた。（出張帰りに無理して来てくれたり・・・。）お父さんたちの負担にならない参加の仕方を考えていきたいが、担任がこうしよ
う。と根回ししすぎるよりも、自発的に動いてもらえるようになるといいと思う。

　子ども園運営への馴化と
新たなスタッフ体制の構築に向けて

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。

園長

C

給食に関しては、「作ってくれる人」が子どもたちに見えることで、「感謝」の気持ちが育ってきたりするのではないかと思う。何よりも、温かいものを食べられることがうれしい。味付けも美味しく、そうすることで、子どもたちの食に対する意欲も高まってくるように
思う。子どもたちも調理員さんとの関わりも増えて、幅広い人間関係を作ることができる。

給食スタッフも給食室をのぞきに来てくれる子や、毎日今日のおやつを聞きに来る子がいるし、グループクッキングも一緒に子どもたちと作れるので子どもたちと関わる機会がたくさんある。

ぐみ棟と本園で内線がつながり連絡がスムーズになった。何かあった際にすぐに確認が出来たり伝達も可能であった。

収納スペースの少なさが課題である。今年一年保育室のロッカーを動かしながらものを置くスペースを作ってみたが、区切るだけしかできず…、置き場として定着しなかった。園全体の課題としてのモノの置き場のユニバーサル化・整理整頓をどう対応していく
か考えていきたい。

園行事の負担を減らすことは可能なのか。発表会を主役の学年以外のオープニングや最後に担当していた学年を１学年づつにする、とか。例えば、年中の発表会は年少、年少の発表会は年長、年長の発表会は年中というようにすれば、それぞれの学年の行
事の取り組み方が少し変わるのではないか。

幼稚園の業務のチャート・マニュアル化（取り組みを変えるというこではなく）。数年前から行事の説明に関しての保護者への発信は、各先生で担当を決めてデータ化し、それを毎年出すことで負担が減った。
しかし、行事の取り組みについてはその都度、先生同士で「こうだったよね？」「おたより見てみよう」と確認して、振り返っている。コミュニケーションをとって分かり合うことも行事への理解が深まりいいが、時間がない中でそれをできない時もある。
教育課程は大きなねらいや指標であって、取り組みの過程が見えないので、具体的なスケジュール、取り組みの流れが書いてある手引きみたいなものがあれば、それを土台に取り組みの計画も立てやすいと思った。また、学年ごとの一年の流れを書いた引
継ぎノートがあると、保育の組み立てに役立つのではないか。わからないことは聞けば解決。という段階はそれを見てからでもいいかもしれない。保育の伝承の新しい形として試してみるのも一つの方法ではないか。。。

保育面ではぐみ棟という新しい空間の広がりが出来た分、ご飯を食べにいくだけでも気分が変わってよいと感じた。場所が無いと嘆くことも多かったので、ぐみ棟の部屋や空間をもっと活用できたら、活動の広がりももっと作れるのではと感じる。

子どもにとっては、ぐみ棟ができたことで、小さい子を思いやる気持ちの芽生えや新しいぐみ棟に「時々入れる特別感」などの喜びを体験できているように感じる。

未満児と一緒に生活することで、子どもたちにも、スタッフたちにも、色々な幅が広がっているように、スタッフ間や保護者との年齢差も、ジェネレーションギャップ等とマイナスに考えるのでは無く、それぞれの経験値を生かし、お互いの刺激になるよう活用してい
きたいと思う。

大人は新しいこと（新しくやらなければいけないこと、覚えなければいけないこと）が増えそのことに精いっぱいだが、その反面、子どもたちは新しい遊び場が増えたことで遊びの幅の広がりを感じたり、小さな仲間が増えたことでで、年少児さえもしっかりしてき
ているように感じる。

未満児保育の1年目ということで、保育の組み立ての面でもいろいろ戸惑い、試行錯誤しながらの1年だった。未満児との生活の共有が難しかったり、またその逆で本園の生活が掴みにくかったり、本園、ぐみ棟でのスタッフの連携の難しさも感じ、更なる工夫が
必要。また未満児の育ちをどう捉え、どのように保育の中に組み入れていくか、ぷちの育ち、年少との連携など、日常、行事を含め、今年度を踏まえて改めて考えていく必要があると思う。新しいスタッフの増加、また途中退職もあり、改めてスタッフ間のコミュニ
ケーションや連携について考える1年でもあった。

ノーコンタクトデーについて、もっとコンスタントにとる為に、担任以外の先生が定期的に丸一日保育に入ってもいいと思う。いろんな先生と触れ合うことを意図的に作る機会としてのノーコンタクトデーになっていくのもよいと考える。

先生同士で意見交換をしたり、保護者からの意見にも耳を傾け、木の花の保育を常に見つめ直しているところがすごいと思う。ずっと大切にしてきた伝統（木の花らしい保育）に対しては「そこは譲れない」という信念もあって、だけど、取り入れられそうな意見は
取り入れ、改善しようと努めてくれるので、思ったことを言いやすい環境だと感じる。

話しやすい環境・意見を言い合える・聞き入れようとする姿がある。柔軟な先生たちだからこそ、子どもたちものびのび過ごしていられるのだと思う。忖度がない。

今年度は子ども園の1年目ということで、保育や勤務体制、事務面等、いろんな面で今までと違うことをする必要があり、見通しが持てず戸惑うことが多かった。そんな中でも園は、スタッフのことを十分に考え、スタッフボランティアや研修のあり方の工夫、時間
外手当やノーコンタクトデイの試験的実施など、負担軽減の為に様々な策を導入してくれていることに感謝している。またスタッフの声に耳を傾け、若い人たちの考えも組み入れるなど時代を反映すべく前向きな姿勢は非常に評価できると思う。そのことを踏ま
えながら、自分達もしっかりと木の花らしい保育のあり方を共に考え努力していきたいと思う。

今年度は子ども園の1年目ということで、保育や勤務体制、事務面等、いろんな面での新しく増えたことが多く、基盤を作るために、実践と修正の繰り返しで、新しい修正案を話すことに、時間をとられることも多いと感じることも多かったが、園全体で、改善に向
けて取り組んでいるという一体感もあったと思う。

新しいスタッフが増えるのは、新しい風が吹くという意味で木の花にとってとてもうれしいことではあるが、同時に大事にしていること・大事にしていきたいことを伝えていくのが苦手なスタッフにとってどう伝えていくかは課題である。「後輩育成」はどこの園でも課
題となっているようである。今年度から行っている世代別研修が、ただのおしゃべりで終わらないように、その世代その世代でできることを実践していく必要があると思う。

子ども園になり、ぐみ棟が出来てみんな一生懸命にやっていると思う。何においても新しいことばかり。日々の生活において、子どもの生活を考えてみても、実際にやってみて分かる、ということも多く、振り返ると「こうしたらよかった」と思うことも多くあった。今後
は、今年やってきた取り組みがベースとなっていくと思うが、改善していくことも多くあると思う。よりよいやり方を見つける上で、お互いに思ったことを出し合いながら、作り上げていければと思う。
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