
2018 年度 三ツ境たんぽぽ保育園 自己評価  

 

保育所保育指針において、保育士及び保育所の自己評価並びにその公表が努力義務とされています。 

このことを踏まえて三ツ境たんぽぽ保育園では保育の質の向上を図るために職員・保育所の自己評価を 

実施致しました。評価の結果を踏まえ、更なる充実・改善に向けて取り組んでいきます。 

今後も保護者、地域社会の信頼関係を築いていきます。 

 

項目 自己評価の内容    振り返り内容・改善策 

 

 

保 

育 

理 

念 

子どもの最善の利益(子どもの人権の尊重)を考慮

して保育を行っている 

・保育指針を踏まえ、子どもを人格を持った人間とし

て接し、固定観念を持たず、一人ひとりの個性を尊重

し安心して過ごせるよう保育を行っている。 

・1 人ひとりの心身共に健やかな成長と発達を保障

し、乳幼児期にふさわしい豊かな生活の場を職員集団

で大切にしている。 

・保育方針・保育目標を理解し、意識して保育を行っ

ているが、すべての職員が説明、理解出来るように共

通認識する努力が更に必要である。 

園の保育理念・保育方針・保育目標を理解し、目

標に沿って保育を意識的に行っている                     

子 

ど 

も 

の 

発 

達 

援 

助 

 

 

養護 

 

健康 

 

食事 

 

人間 

関係 

 

 

 

 

「養護」とは子どもの生命の保持と情緒の安定を

図るための援助である事を理解している 

・園内研修で「養護と教育」について学び、意識して

保育へ取り入れるようにする。 

・全職員が、1 人ひとりの子どもが安心して過ごせる

生活の場になるよう、子どもと生活を共にしながら信

頼関係を築いている。 

・子どもの思いを大切にし、子どもが理解しやす

い言葉で伝えている。 

・自分を表現する力が十分でない子どもの気持ち

を汲み取るようにしている。 

・子どもの一日の生活全体を考慮し、食事、睡眠、

遊び等、家庭と協力して子どもの生活リズムを作る

事を大切にしている。 

子どもが安心して自分をゆだねられる存在とな

っている 

子ども一人一人の発達状況と子どもの置かれて 

いる状態を理解、把握し保育を行っている 

子どもにわかりやすい言葉使いで、穏やかに話し

対応して保育を行っている 

子どもの 24 時間の生活に配慮し、一日の生活リ

ズムが無理なく過ごせるように配慮している 

子どもの病気やアレルギーについて、確認・対応

を行っている 

・医師の指示を確認し、対応や処置を保育園内で共

通理解を図り徹底している。 

・アレルギー対応は保護者と連携を取りながら可

能な限り個別対応を行っている。 

・毎月の給食会議や食育アンケートを実施し、楽し

く食事が出来るように工夫に努めている。 

・調理形態の工夫、温かいものは温かく提供してい

る。 

・アレルギー児除去食の提供時は栄養士、担当職員が

複数で確認し、誤食が無いよう十分注意を払った。 

子どもが落ち着いて食事を楽しめるように工夫

している 



 

 

 

環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉 

 

 

 

 

 

 

表現 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳児 

保育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外遊びや散歩等戸外で遊ぶ機会を多く取り入れ

ている 

・天気の良い日は全クラス戸外遊びを行い、季節の

自然に触れ親しめるような散歩の工夫をしている。 

 

・１人ひとりの発達・個性を理解し、又家庭的な背

景等も考慮し他児と比較したりせずに保育をして

いる。 

 

・活動を通して異年齢の子どもが互いに育ち合い、

触れ合う機会、交流を持つことを目標に保育を行っ

ている。 

子どもが主体的に活動出来る環境を整備し、子ど

もの生活と遊びを豊かにする保育を行っている 

障がいの有る無しに関わらず安心して生活でき

る保育環境を整え、保育内容や方法に配慮をして 

保育を行っている 

異年齢の子どもの交流が楽しめるように工夫・意

識して保育をおこなっている 

子どもの発達に適した玩具や遊具を用意し、好き

な遊びが出来るように保育を行っている 

・成長に合せ、遊具や絵本の入れ替え、保育室のコ

ーナーを変化させている。 

・子ども達の手の届くところに年齢に合った玩具

を用意している。 

・手作りおもちゃを年齢に合せ職員集団で創意工

夫し作っている。 

ひとり一人の子どもをよく観察し、その場に適し

た言葉がけを心がけて保育を行っている 

・子どもの思いを大切にし、子どもが理解しやす

い言葉で伝えている。 

・自分を表現する力が十分でない子どもの気持ち

を汲み取るようにしている。 

・子どもを否定するような声掛けはしない。 

正しく丁寧な言葉使いや声の大きさに配慮して

子どもに話しかけて保育を行っている 

自然の素材に触れ楽しめる機会を多く取り入れ

た保育を行っている 

・乳児期から多様なものに出会い自分の身体を通

した経験を豊かにする中で、子ども達の世界を広げ

る保育をして来いる。 素材や用具を子どもが自由に取り出せる場所に

置くなど工夫して保育を行っている 

授乳やおむつ交換の際は、安心出来るような声掛

け・スキンシップを心がけて保育を行っている 

・おむつ交換は特定の場所で行っている。 

・日々の温かく丁寧な触れ合いの中で保育士に親

しみを持ち、信頼関係が出来ている。 

・個々の体調に把握しながら、一日の過ごし方など

快適に過ごせるよう援助を行っている。 

 

・必要に応じて仮眠、午睡の時間に配慮している。 

・寝ている時はベッド周り、顔等にシーツやタオル

が触れないように確認、0 歳は 5 分、1 歳は 10 分、

2 歳は 15 分毎にブレスチェックをしている。 

 

・園内外で発生した事案について、ヒヤリハットと

して情報を職員間で共有を図っている。 

 

・おんぶは落下を防ぐために一人で行わず、必ず 2

人態勢でおんぶをしている。 

・乳母車などの点検を行っている。 

ひとり一人の発達や生活リズムを把握し必要な

援助を行い、配慮している 

寝返りの出来ない乳児を寝かせる場合には安全

に配慮し、呼吸と体位のチェックを行い、記録を

しています 

事故予防に努めた保育を行っている 

(おんぶ・抱っこ・乳母車・沐浴・おむつ交換等) 



 

 

 

 

 

 

延長 

保育 

 

 

 

 

 

子どもの状況について職員間の引継ぎを適切に

行って保育している 

・遅番保育士に子どもの様子、保護者への伝達事項

を報告し、引継ぎノートに記載している。 

 

・長時間にわたる保育によって子どもに心身の負

担が生じる事の無いように個々の体調に合せ環境

を整え、無理なくゆったりと過ごせるスペース作り

の工夫をしている。 

 

子どもに心身の負担が生じる事の無いよう、家庭

的でゆったりくつろぐ事の出来る環境を整えて

保育を行っている 

一日の疲れや保護者を待つ気持ちを受け止めな

がら温かく関わり、落ち着いて過ごせるように保

育を行っている 

 

 

 

 

保 

護 

者 

に 

対 

す 

る 

支 

援 

子どもの成長や子育ての喜びを保護者と共有出

来るように配慮している 

・保護者への情報は年間行事予定表、園だより、献

立表等で発信しているほか、連絡帳や降園時に直接

伝え、日常の保育に関して、日々の子どもの様子を

伝達している。 

・保護者に保育行事などを通して、園の保育内容の

理解促進に努めている。 

・行事に参加する中でコミュニケーションを図っ

ている。  

日常の保育や行事に参加する中で、保護者に理解

し援助してもらえるように配慮している 

子育てに関する不安や悩みなどの相談を受け止

め、適切に助言、援助している 

・保護者の思いを理解する事に努め、丁寧に対応す

るよう心掛けている 

個人面談など、保護者を個別支援出来るように配

慮している 

・個人面談等で話を聞いて一緒に考えたり支援し

ている。 

・乳児は連絡帳や登降園時に保護者とのコミュニ

ケーションを大切にして来た。幼児はクラスボード

で保育の様子を保護者に伝えている。 

・各クラス懇談会や誕生日会等に参加する中で、子

どもの成長を共有している。 

・入園時に重要事項説明書にて全員に口頭説明。 

保育園内に掲示している。 

送迎時など保護者とコミュニケーションを取る

ように心がけている 

連絡帳やクラスノート等で日常の子どもの様子

を伝え合っている 

入園説明会やクラス懇談会などで、保育内容や目

的を分かりやすく説明し、情報提供を行っている 

 

子育て中の地域の方に向けた支援活動・交流を自

身でも意識し積極的に取り組み、役割を担ってい

る 

・園庭開放や育児支援、育児交流などの開催してい

る。 

・園内行事については、園の掲示板やウエブサイト

を通じて積極的に情報発信し参加を促している。 

・地域へ絵本の貸し出しをしている。 

・地域の子育て家庭に保育園を開放し、集団での成

長の経験や虐待防止にも繋げて行きたい。 

中高生の職場体験や実習生の受け入れ体制につ

いて、その意義や方針を全職員が理解し、自身が

指導的な立場である事を意識している。 

・保育園が地域の関係機関と積極的に連携を図る

とともに、職員の意識向上に努めていく。 

 



医療機関、児童相談所などの専門機関や、保育の

充実の為に関係機関との連携を十分行い、保護者

にとって必要な情報を提供している 

・乳幼児とのふれあい交流や保育体験に協力して

いる。 

・１人ひとりの子どもの発達状況に配慮した指導

計画を作成している。 

・専門機関、保護者と連携を取りながら個々に合っ

た保育を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 

育 

を 

支 

え 

る 

組 

織 

的 

基 

盤 

子どもの日々の健康状態を把握し、保育している ・年２回の健康診断を実施している。  

・毎月身体測定を行い、管理栄養士と情報共有して

いる。 

・定期的に施設・設備点検を実施している。 

・不審者等への対応訓練を実施しているが、全職員

で共有する必要がある。 

・消防法に基づき避難訓練等を実施している。 

・全職員、各種マニュアルを再度確認、周知する必

要がある。 

・裏門、の施錠管理を行っている。 

・土曜、時間外の訓練の実施も定期的に行う。 

施設、設備の安全点検を点検マニュアルに沿って

行い、不具合の箇所は必要な対策をとっている 

保育室の換気や温度・湿度に配慮して保育を行っ

ている 

不審者への対応や災害時の適した行動を理解し

ている 

交通安全の習慣が子どもの身に付くように日頃

から指導している 

・急がせず、子どものペースで歩いている。 

・横断歩道など、車の有無を確認している。 

・歩道は車道側ではなく隅を歩いている。 

保育理念・方針・保育計画・指導計画のねらいな

どの内容を保護者に分かるように伝えている 

・入園時に重要事項説明書にて全員に説明し保育

園内に掲示している。 

保育計画が適切であったか、振り返りを行い改善

している 

・保育所保育指針に基づき、保育過程、年間保育計

画、月案、週案、日案を作成している。 

緊急時の対応マニュアルが有り、理解し実践でき

ている 

・マニュアルに従って対応している。 

・マニュアルを直ぐに見ることが出来る場所に掲

示はしているが、全職員のマニュアル把握の理解を

深めて行く事が求められる。 

・担当者を決め、周期的に各種マニュアルの熟知を

全職員と行う。 

・職員会議をはじめ、フロアー会議、担任、行事担

当会議等を通じて、共通認識を図っている。。 

・横浜市、旭区等の研修会に出来る限り参加してい

る。 

・多数の職員が参加出来るようにし、個々に受講し

た研修を園内で報告、実践に繋げている。 

・全体での勉強会や研修に十分な時間が取れない

ので個々に受講した内容も含め情報を伝え合い、

日々の保育の向上に努めていきたい。 

・職員は積極的にキャリアアップ研修に参加して

いる。 

園内での職員の役割が明確であり情報の共有が

出来ている 

職員会議などで、保育の質の向上につながる発言

をしている 

他の職員の発言や意見から気付いたり学んだり

することがある 

園内外の研修に目的を持って積極的に参加し、人

間性を豊かにするために自己研鑽をしている 

園内の研修の計画作りに参加し、積極的に保育の

質向上に努めている 



・職員会議で報告されたヒヤリハット等の内容を

職員全員で熟知、理解を深めている。 

個人情報の管理を適切に行っている ・法順守、個人情報の取り扱いには十分注意してい

る。 

・「個人情報保護方針」を作成し、全職員に守秘義務

を課し職務で知りえた情報の漏えいが無いよう努め

て行きます。 

保護者の要望や苦情などに対し、その解決を図る

ように努めている 

・保護者からの要望や苦情については「子どもにと

っての最善の利益」を考えた上で可能な限り迅速に

対応している。 

・保護者会が中心になり保護者アンケートを取り

要望の聞き取りや交流を深めることが出来ている。 

・苦情、相談等は発生受付記録簿に記載している。 

施設長は保育の課題やそれぞれの職員の適性な

どを踏まえ計画的に研修の機会を確保している 

・施設長として、理念・方針に沿った保育実践を職

員と共に子どもの最善の利益を第１に考えて保育

を行って来た。 

・日常的に職員集団が主体的に学び合う姿勢と環

境が重要です。研修情報の提示、参加を促し、積極

的に研修に参加する機会をつくっている。 

・保育士等キャリアアップ研修に参加している。 

・園内外研修の参加、充実を図り、保育園全体の保

育実践の質の向上に努めて行く。 

・事情、意見や要望を考慮、説明し話し合いを重ね

て決定している。 

 

施設長は重要な意思決定にあたり、職員、保護者

から情報・意見を集めたり説明をしている 

 


