
令和元年度 学校法人北邦学園 

認定こども園札幌自由の森幼稚園・保育園 外部評価 
 

令和2年3月集約 

関係者評価の結果について（令和２年7月公表）  
 

 

令和元年度に実施した認定こども園札幌自由の森幼稚園・保育園の自己評価の結果の概要は、次のとおりです。 

１ 本園の教育目標  

                             

・ 思いやりのある子 

・ たくましい子 

・ 考える子 

 

 

２ 本年度、重点的に取り組む目標・計画 

① 保護者理解と連携の強化 

② 日々の保育環境の見直しと工夫 

③ 乳幼児の交流 

④ 職員間同士の協力、連携、情報共有の強化 

 

 

 

『評価』の区分 

 

Ａ：成果を上げている。 

Ｂ：ある程度成果を上げている。 

Ｃ：もう少し努力が必要である。 

Ｄ：改善が必要である。 



３ 評価項目の達成及び取り組み状況 

評価項目 取り組み状況 
関係者評価 

評価 評価委員の意見等 

保護者理解と連携の強化 

 

 

 

「園の教育保育に関わる積極

的な情報発信」 

 

 

「保護者アンケートの実施」 

 

 

 

 

「迅速な情報提供」について 

 

 

 

 

・認定こども園としても4年目となり、様々な生活リズムの違う家庭への配慮につい

て、職員一人一人が意識できることが増えた。今年度は、保育料無償化などの新たな

仕組みも始まったが、職員内での把握にずれが無いよう、一つひとつ確認しながら園

運営を進めていくこともできた。 

・2号認定園児に向けたクラスだより、園生活を伝える写真掲載を新たに取り入れて

できる限り子どもたちの様子を伝える場を増やすことができた。また、例年課題だっ

たホームページでのブログ更新を定期的に行うことができた。保護者との連携のた

め、今後も積極的な更新が必要である。 

・アンケートに関しては、しっかりと行事ごとに実施することができたため、職員間

で共有し、次年度の行事への具体的な反省評価に生かすことができた。年度末には、

昨年度同様、本園の教育保育や環境、職員対応など視点を絞ったアンケートを実施し

た。行事のアンケートとはまた違った、保護者の考えを改めて知る機会となったため、

来年度の園運営や職員一人ひとりの意識につなげるため、この結果をしっかり共有す

る。 

・本年度取り入れたICTシステム「コドモン」により、保護者への一斉メールや資料

の閲覧、登降園打刻、アンケート機能等を開始した。一斉メールでは、バスの遅延連

絡、行事が雨天の際の連絡、熊の目撃情報について、新型コロナウイルスへの対応に

ついて、など、保護者に迅速で正確な情報を提供することができた。今後も、従来の

方法にとらわれず、コドモンを生かした新たな方法で保護者連携に役立てていきた

い。 

 

A 
 

 
 

 

〇 職員内の共通理解は、運営上大変重要であ

る。また、情報の共有のため「報連相」の重

要性を職員がしっかりと理解しておく必要が

ある。 

〇 保護者との情報交換や意識の把握による

「RPDCA サイクル」を意識する事が重要であ

る 

〇 家庭環境が異なる異年齢児の集団の中、

日々変わる個々の情報を職員全員で共有し続

ける事はとても大変だったと思います。今後

も職員間の情報共有を継続していただきたい

と思います。 

〇 迅速な情報提供についてはコドモン導入

によりいろいろな情報を正確に受けることが

でき、保護者としてもとてもありがたいと思

います。コロナウイルスによる行事等中止、

内容変更のお知らせでは先生方の子ども達を

想う気持ちが伝わってくる文面もあり残念に

思いながらも暖かい気持ちになりました。 

〇 常に新しい情報を発信できるシステムの

構築を目指している姿勢に感心している。 

〇 事前周知のお知らせや、子供達の姿を伝え

て下さる先生方の丁寧な対応に日々改善を努

力されている姿が伝わり、安心している。 



日々の保育環境の見直し

と工夫 

「乳児保育室の環境整備」 

 

 

「安全管理を意識した園舎内

外の環境整備」 

 

 

「絵本を通した取り組み」 

 

 

 

 

 

・0歳児保育室の手洗い場を設置することで、子どもの主体性につながる環境を整備

することができた。また、クラスによっては、乳児保育室内の仕切り方や物の配置を

新たな視点で見直し、より安心して生活し集中して遊びこめる環境づくりを試行錯誤

しながら整えていくことができた。しかし、まだ子どもたちの遊びが限定されてしま

う場面や、生活の流れが落ち着かない場面も見られるため、今後も環境の工夫が必要

である。 

・駐車場舗道や森の中の遊具・遊歩道の整備、子どもたちの怪我につながることが多

かった階段の手すりやマークの設置、温暖化に伴うクーラーの増設、職員の危機管理

講習への参加など、安全管理を意識した園舎内外の環境整備を行ってきた。毎年でき

る範囲で工夫し、整備を続けていく。 

・昨年度から始まった「絵本を通した育児支援の取り組み」を0歳児から1歳児まで

拡大した。今年度は、一人ひとりと絵本を読む時間がより温かいものになり、子ども

がより絵本を大切にできるよう、絵本の置き方を工夫した。2歳以上のクラスでは、

月に1度届く絵本をクラス全体で楽しめるような取り組みを始めたことや、園内研究

保育で絵本をテーマに保育を行った。クラスによっては、それをもとに保育室の環境

をお話の世界とつなげて活動を発展させることができた。 

 

A 
 

 
 

〇 自然環境を大切にした園の取り組みは素

晴らしいと思いますが、その分安全管理は大

変だと思います。メリハリのある遊ばせ方が

重要だと思います 

〇 「ブックスタート」すばらしいと思います。 

〇 保育環境の見直し、環境整備は日々の工

夫、整備の様子が伝わってきています。今後

もよりよい環境を目指し続けていただきたい

と思います。 

〇 数年前に起きた冬の事故の教訓を胸に事

故への危機意識を持ち、安全な園を目指すと

共に、自然と共存した保育方針は変らない所

に感心している。 

〇 危機管理意識を高く持ち、安全対策が図れ

ている。 

乳幼児の交流 

「日々の保育の中での交流」 

 

 

「行事の見直し」 

 

 

「乳幼児間の職員の連携」 

 

 

 

・認定こども園となってから常に課題に上がっていた乳幼児の連携や交流について

は、年長児が2歳児と一緒に遊ぶ機会や0歳児のお世話をする機会を設けるなど、少

しずつだが実践することができた。これをきっかけに、今後も日常的な交流を増やし

ていきたい。また、幼児クラスの間でも異年齢交流デーを設けるなど新たな試みを行

うことができた。 

・誕生会を今年度より乳児幼児合同で行った。同じ認定こども園の仲間として、皆で

お祝いするという雰囲気作りや、互いへの親しみにつながったり、職員同士が互いの

子どもの育ちや保育を共有し合う機会とすることができた。 

・今年度は、職員配置の関係上、曜日や時間によって幼児担当職員が乳児クラスに入

ることが多かった。そのことが、幼児クラスの職員の乳児保育の理解につながっただ

けでなく、乳児クラス職員の当たり前を見直すきっかけにつながった。まだきっかけ

に過ぎず、変化には至っていないため、今後も互いにアイディアを出し合いながら、

 

A 
 

 

 

 

 

 

〇 「全職員で全園児を観る」ことによるメリ

ットはおおきいと思います。 

・担当だけでは気づかない点の交流 

・園児の成長、変容を見られる 

・情報の円滑な交流等 

〇 人数の多い中での異年齢児交流は、色々な

配慮が必要になると思いますが、少しずつ実

現できている様なので、今後も少しずつ交流

の機会が増えていくことを期待します。 

〇 どこの園でもあるが、０歳児と交流を持つ

ことは難しい問題だと思う 

〇 日々の保育の中で交流し、子供達が成長で



新しい発見をし、全職員間で子どもの育ちや援助方法を細かく共有していきたい。 きるよい機会となっていた。 

職員間同士の協力、連携、

情報の共有の強化 

「乳児幼児の協力体制の土台

作り」 

 

 

「職員間での主体的な話し合

い」 

 

 

 

「一日を通しての子ども理解

の連携」 

 

・今年度より、乳児幼児の職員シフトを一つにまとめ、全体像を把握できるようにし

た。そこで、上記にもあるように、乳児幼児の枠にとらわれずに積極的に行き来する

シフト構成をとることができた。昨年度までは、職員配置も分かれていたので、互い

の協力体制を意識することが難しかったが、今年度はその土台作りができたため、来

年度もっと積極的に職員間で行き来することで一人ひとりが考えの幅を広げたり、助

け合うことで業務内容の負担減につなげていきたい。 

・職員間で共有しなければならない連携や報連相でミスがあった場合は、謝罪で終わ

らせず、すぐに職員間で話し合うことを意識した。その際、管理職からの指示だけで

なく、職員が主体的に改善点を考え、意見を出し合えるような場を作ることを意識し

た。自分たちで、同じミスを繰り返さないよう徹底するためにも、主体的な話し合い

が今後も必要である。 

・認定こども園となってから、2号認定園児に対する職員間の連携が課題となる年が

多かったが、今年度は午前中の担任と夕方の担当職員が互いに子どもたちの様子をよ

く見て、育ちや情報を共有しようという意識が多く見られた。 

 

A 
 

 

 

 

 

 

〇 「全職員で全園児を観る」ことによるメリ

ットはおおきいと思います。 

・担当だけでは気づかない点の交流 

・園児の成長、変容を見られる 

・情報の円滑な交流等 

〇 シフトが一つになることで、全職員が子ど

も全体を把握し保育することは、多くの目で

子どもを見ることになり、子どもを通じて職

員間の会話が増え、それにより対応策や改善

点が見えやすくなりよかった面も多いのでは

ないでしょうか。保護者としても担任以外の

先生方から我が子の様子を聞けることは、い

ろいろな先生が関わり、育てていただけてい

るんだと安心感が高まります。 

〇 報連相はどこの職種のも重要であること

は皆知っている。しかし、中々それが適確に

できていることは少ないので、管理職から現

場、その逆もあり・・ 

という点を大事にして行ってもらいたい。 

〇 日々連携が共有され、多忙な中話し合いさ

れていた。 

 

 

 

 

 

 



 学校評価の具体的な目標や計画の総合的な評価結果 

自 己 評 価 
関係者評価 

評価 評価委員の意見等 

・認定こども園として4年目の今年度は、学園として新しいICTシステムの導入をしたり、これまでの課題の背景にあ

った業務内容の圧迫を改善すべく、仕事内容の工夫や会議内容の検討、行事の見直し等を行ってきた。まだまだ改善が

必要であるが、新しい試みをしたことで一歩進んだ評価や反省ができ、さらなる具体的な改善点や検討事項につながっ

た。 

・積極的な食育への試みや、絵本を通した保育の発展など、去年からの新しい取り組みを発展させることができた。ま

た、それ以外にも、それぞれの子どもの育ちに合わせ、“子ども主体”を意識した保育内容を各クラスが工夫して行っ

ていた。保育教諭が自分のアイディアを出しやすい職場環境作りを大切に、常に新しい取り組みに挑戦することは、今

後も意識していきたい。 

・安全管理・危機管理については、環境整備の面と職員の意識の面で様々な工夫をしてきたつもりだが、今年度は新型

コロナウイルス感染症拡大防止に対応する事態となった。学園として、悩みながらも子どもたちの安全を第一に考え進

んできたが、今後このような想定外のことが起きたとしても、子どもたちのことを第一に考えられる園でありたい。 

 

A 
 

 

 

 

 

 

〇 これからも「子ども第 1」で子どもた

ちの主体性を伸ばす園であって下さい。 

〇 アンケートを見ると保護者の満足度が

非常に高いように感じました。職員の皆

様の努力の表れだと思います。 

〇 認定こども園になり、行事のあり方、

保護者の関わり方が変化し、保護者間で

もさみしさや不安の声を聞くことも多々

ありましたが、この4年間、一つ一つて

いねいに対応される先生方の姿に安心や

今後への期待の声に変ってきたように思

えます。 

〇 毎年いろいろなアイディアを出し合っ

て子供たちの保育をしていく中でも、今

年は逆境にあっても、変わらず色々な事

に挑戦し続けて欲しい。 

〇 ＩＣＴシステム導入により、今後、業

務内容の圧迫を改善する糸口となったと

思う。 

〇 食育を通して、子供達の興味を育て事

ができていると思う。 

 

 

 

 



５ 今後取り組むべき課題 

課題 具体的な取組み方法 
関係者評価 

評価 評価委員の意見等 

「研修内容の学び合い」 

 

 

 

「定期的な職員会議」 

 

 

 

「乳幼児の連携の強化」 

 

 

 

 

・学園での様々な研修の企画や、外部の研修への積極的な参加はできたものの、やは

り個人の学びでとどまってしまうことが多かった。研修報告書の回覧はこれまで通り

行いながらも、研修翌日に必ず口頭での発表を行うなど、学びの共有と意見交換がで

きる場を設けていく。 

・今年度、職員間の日常的な疑問を共有したり、細やかな共通理解につなげていく目

的で定期的な職員会議を設けた。内容も様々で必要性や効果を感じつつも、日常の業

務に追われ徐々に回数が少なくなってしまった。今後は、年度当初に会議日程を決め

るなど、計画的に実行していく。 

・乳幼児で一緒に行事に参加することや、幼児担当職員が乳児の保育を日常的に補助

する機会が増えたこと、乳幼児の様々な学年で一緒に遊ぶ機会をもてたことなど、連

携を少しずつ進めてくることができたが、まだ十分ではない。来年度は、乳児職員が

幼児に関わる機会を増やすこと、異年齢交流を保育計画に盛り込むこと、乳幼児が合

同でできる行事や会議の検討などを行い、職員同士の連携と子ども同士の交流をさら

に強化し、互いに学び合い刺激を受けることで、子どもたちのより良い成長につなげ

ていく必要がある。 

 

A 
 

 

〇 学び合える職員集団でありたいもので

す。 

〇 計画的な会議運営は大変重要 

〇 若い世代が多く、数年で退職してしま

う事が多い職場の中、働き方改革も加わ

り、職員を育て共に学びながら、日々の

保育を進めることは、とても大変なこと

だと思いますが、年々改善されていく様

子がうかがえ先生方の努力を感じます。 

〇 外部研修をしたあとは必ず伝達研修を

行い、全職員の底上げとスキルアップを

図って欲しい。 

〇 先生方の努力を考えると頭が下がりま

す。より良い保育となるべく日々邁進し

ていると感じています。 

「保護者理解の視点に立った

情報提供」 

 

 

 

「保護者との積極的で丁寧な

連携」 

・保護者への情報提供については、ICTシステムを緊急連絡やスマホでのお知らせ閲覧

に活用することができたが、お便りについては、発行のタイミングや量、内容が保護

者目線で書かれているかという点において、まだ改善できる点がある。その都度、例

年通りではなく、保護者目線に立ったわかりやすい工夫を職員全員で考えていく必要

がある。そのために、コドモンのアンケート機能も積極的に活用していく。 

・日常的に保護者が相談しやすい雰囲気を十分に作れていたかというと反省が残る部

分もある。連絡事項や表面的なことだけではなく、日常の子どもの成長について丁寧

に保護者と語り合えるよう、職員全員が意識して関わり、積極的に電話連絡等の時間

をとっていく必要がある。そうして、保護者と園が相互に理解し合える機会を確保し、

連携強化や迅速な対応に努めていく。 

 

A 
 
 

〇保護者と共に園児の成長を促していくた

めには、情報交換やコミュニケーション

は必須ですが、ゆとりある時間の確保が

必要ですね。なかなか難しい事ですが・・。 

〇 コドモン導入により危機管理の面で情

報がわかりやすく、早く知ることができ

よかったですが、分散登園について等は、

私自身がうまく覚えきれず、家庭でプリ

ントしました。今後コドモンを活用し、

さらなる改善により職員の業務軽減とお



便りのわかりやすさが実現されることを

期待します 

〇 情報が電子化になって行く中でも、園

と保護者双方で話せる環境作りを構築し

て欲しい。 

〇 保護者への情報提供としてＩＣＴシス

テムを緊急連絡やスマホでお知らせ閲覧

に活用され、お便りも楽しくわかりやす

いものだった。 

「乳児幼児の玩具の見直し」 

 

 

 

「子どもの視点に立った環境

構成の工夫」 

 

「戸外遊びの確保」 

 

・0～5 歳児に適した玩具について、学園として見直しをしながら話し合いを行い、統

一の資料を作成することができたため、今後計画的に購入していく。年齢や本園の環

境に合わせて吟味した玩具と、意図が見えにくい玩具が混在している保育室等もある

ため、しっかりと見直しをして日常の玩具を選び、環境として用意する時期について

も考慮する。 

・特に乳児保育室について、少しずつ環境を整えてきたところではあるが、クラス担

任だけにまかせるのではなく、研究保育などを通して複数で意見交換をしながら、安

心して生活できる空間づくりや遊びこめる環境づくりを工夫していく。 

・今年度は、子どもたちの自然への興味を高めるため、戸外遊びの時間を十分に確保

したいという思いから、秋頃「森 DAY」（活動内容をクラスごとに分けたり細切れにし

たりせず、登園から降園まで戸外で遊ぶ日）を設けた。しかし、年度途中からの実施

だったこともあり、定着させることが難しかった。来年度は年間計画に盛り込み、各

担任が計画性をもって「森DAY」の意図を理解し、積極的に活動できるようにする。 

 

A 
 

 

〇 子どもたちの興味・関心、意欲を喚起

する環境でありたいものです。 

〇 森 DAY は自由の森ならではの活動が

期待されます。ぜひ定着させ自然からた

くさんのことを学ばせてほしいと思いま

す。 

〇 自然環境から出来る玩具もあったりし

て非常に楽しませてくれます。また、自

然の中で過ごす時間が多く、最近ではあ

まり見られない園の形態だと思う。 

〇 年齢や環境に合わせた玩具が用意され

ていて、自然環境が生かされた教育がさ

れている。 



「安全管理・危機管理の視点

での環境整備の継続」 

 

「防災用品の活用・準備」 

 

 

 

「安全管理を意識と、子ども

たちの遊び場を広げることの

柔軟性」 

・安全管理・危機管理の視点で今年度に引き続き、園舎内外の整備について検討・実

施していく。また、来年度以降も常に継続的に改善できるよう、日ごろから職員間で

意見を聞く場を設け、気づいた点を共有する。 

・昨年度の震災をきっかけに、防災用品を見直し新しい備品を多く購入した。しかし、

その使い方等を職員全員で共通理解する場や、誰でもいざというときに活用できるよ

うな準備が不十分であった。購入したものをしっかりと、用途に合わせて活用できる

よう、それぞれの職員でしっかりと共有する場を設ける。 

・今年度特に幼児クラスで職員が増えたこともあり、遊ぶ場所に十分に職員配置をす

ることができ、毎日の「ヒヤリハット」を共有する時間も定着し、職員一人ひとりの

危機管理意識の高まりも感じられた。しかし、安全面を気にするあまり、遊び場や遊

び方が限定されてしまう場面も見られたため、安全・安心な環境への意識をもちなが

らも、子どもたちが主体的にのびのびと遊ぶことのできる環境について、改めて考え

る必要がある。「森 DAY」により、子どもたちの様々な遊びのアイディアを生かしてい

く十分な時間を確保した上で、日ごろから戸外の環境の生かし方について、職員が柔

軟な考えをもてるよう、子どもと一緒に遊びこむことが大切である。 
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〇 森でのびのびと遊ばせる」ことと安全

面の確保の両立は、大変なことと思いま

すが、実践されていることに敬意を表し

ます。 

〇 ここ数年、ミサイル・台風・地震、そ

してコロナ。園の中では防ぎきれない事

が毎年のように起きる中、安全、危機管

理、又防災への備えは終わりの見えない

課題のように思えます。便利な時代にな

り、大人も子どもも身体的にも内面的に

も危機を回避する力は、昔に比べ低くな

っているように感じる場面も多い気がし

ます。環境を整えつつ、子どもそして保

護者にも、自ら危機を回避できる力がつ

くように促していくことも必要であると

考えます。トイレ前の階段を整備された

経験が、整備されていない場でも、子ど

も達が自ら考え生かしていく力をつけて

いって欲しいと思います。 

〇常 に安全を意識した園の方針が見ら

れ、安心して保護者も預ける事が出来て

いるのではないかと思う。これからも危

機管理をしっかりと行って、安心安全な

園であって欲しいと思う。 

〇 「自然から学ぶ」を軸に、危機管理を

徹底し、良い保育をしている 

 

 



感  想 

自然を残し、自然を生かしつつ安全を保ち、より良い保育を目指し続けている自由の森を、今後も応援していきたいと思います。 

 

私はいちい幼稚園で１年間過ごしただけでしたが、今でも楽しかった思い出が残っています。小学校の頃 遊んでいた森に「自由の森」ができた時は、ここに子供が通えた

らいいなあとなんとなく思っていました。８年前、そんな思いが実現できた時はうれしく思いましたが、この８年「自由の森」に通うことができ、前理事長にもお会いでき、

この３年間は関係者評価に携わることができ、園のことをより知ることができ、嬉しさが とてもとても嬉しく、楽しい思い出の幼稚園が私にとってかけがえのない存在と変

わりました。末っ子が卒園してしまい園から離れることになりとても淋しいですが、自由の森が 北邦学園がこれからも成長し続けることを強く願い、応援させていただけた

らと思っています。 

 


