平成２６年度
自己点検・評価書
（学校評価報告書）

附属幼稚園

１ 附属幼稚園の現況
(１) 学校名
大阪教育大学附属幼稚園

(２) 所在地
大阪府大阪市平野区流町２－１－７９

(３) 学級数・収容定員
６級(１学年２級) 収容定員１５０人 (１学級３０人 ただし３歳児は１６人と１４人)

(４) 幼児・児童・生徒数
１４７人 (男児７３人 女児７４人)

(５) 教職員数
園長(併任) １人，副園長１人，主幹教諭 １人，教諭 ６人，養護教諭１人，非常勤講師 ２人
事務職員 １人，臨時用務員１人、
栄養士１人，調理師１人

２ 附属幼稚園の特徴
本園は、都会の中にありながら、豊かな自然環境の中で身近な人々とのあたたかい触れ合いや、生き物たち
との日々のかかわりを通して、やさしく、あたたかく、思いやる心が育つことを願っている。
幼稚園生活の主人公は幼児であり、幼児の思いや願いを大切にした生活を心がけている。幼児は遊びを通
して様々なことを学んでいる。遊びこそが幼児の生活そのものであり、今日の幼児の姿から明日の生活がつく
り出されていく。常に幼児の今の姿を出発点として、個々の育ちや発達の状況、その時期にふさわしい遊び(生
活)が展開されていくよう、努めている。
また、昭和２３年より保護者手作り給食を実施しており、６０年間にわたって受け継がれている。子ども達
に手作りの温かいものを食べさせてあげたいという願いと共に、食の安全や衛生、アレルギー対応など、時代
の変化に応じた給食作りを目指している。

３ 附属幼稚園の役割
（１）学校教育法に基づく幼稚園教育を行う。
（２）幼稚園教育の理論と実践に関する研究を行う。
（３）本学学生の教育実習を行い、その指導を行う。
（４）地域社会における幼児教育の振興に寄与する。

４ 附属幼稚園の学校教育目標
「すこやかに あたたかく 遊びに生きる子ども」
○ ３歳児・・・喜んで幼稚園へ来る子ども

生後わずか３年しかたっていない子どもであるが、一人の人間としてすばらしい力をもち、
一人一人がその子らしさを秘めている時期である。この１年をゆったりと大好きな先生に寄
り添い、自分の好きな遊びに没頭し、明日も大好きな幼稚園に行こうと思うことが、これか
らの保育年限における健やかな育ちを期待する上で何よりも大切なことであると考える。
○ ４歳児・・・友達を見つけて、幼稚園の生活を楽しむ子ども
友達の存在に心を揺り動かし、幼稚園では「いろいろな友達がいる」「一人より友達と一
緒の生活が楽しい」「友達とかかわり合って育つ」等の体験をしながら、幼稚園生活の楽し
さを味わい、思う存分遊ぶ子どもに育つことを願っている。
○ ５歳児・・・友達と心を通わせ、様々な生活に熱中する子ども
心身ともにたくましく、知的好奇心もぐんと増す時期である。試行錯誤を繰り返しながら
全力で幼稚園の様々な生活に熱中し、一人でも、みんなとでも「やったね」という成就感を
味わい、友達と力を合わせて楽しい園生活をつくり出す子どもに育つことを願っている。

５ 附属幼稚園の学校教育計画
１ 人間尊重の教育
幼児一人一人の人権を守り、将来豊かな心で、生きる喜びを感じ、差別を克服し、困難に立ち向かう、
しなやかな心と体をもった人間の育成に努める。
２ 基本的な生活習慣の形成
幼児の行動を見守りながら、必要な時期に教師自身がモデルとなって援助したり励ましたりしながら、幼
児が園生活にとって必要な行動であることを自覚し、自ら身に付けていくことを願っている。
３ 規範意識の芽生え
園生活の中で、自分以外の友達や身近な人とのかかわりを通して他人の存在に気付き相手の尊重する気持
ちを育てることから始まると考える。また、園内の豊かな自然環境や飼育動物との共生の中で、思いやり
や責任感など人間性の根幹にふれる体験を大切にするよう努めている。
４ 身近な物の扱いと基礎的な技術や技能の習得
幼児の生活が、より楽しく、より便利に、より心地良く、より目的に向かって充実するために必要な遊具
や用具がある。これらの扱いを幼児自身が必要と感じた時に逃さず身に付けていくことと、３年ないし２
年間の園生活の中で出合うことができるよう、指導計画の中に位置づけることとしている。

６ 附属幼稚園の平成２５年度 重点目標(評価項目)，具体的な取組内容(評価指標)・評価結果

評価の基準
自己評価

学校関係者評価

Ａ

高いレベルで達成できた

Ａ とても適切である

Ｂ

達成できた

Ｂ おおむね適切である

Ｃ

一部達成できなかった

Ｃ あまり適切でない

Ｄ

ほとんど達成できなかった

Ｄ 適切でない
Ｅ 判定できない

学校教育目標

「すこやかに あたたかく 遊びに生きる子ども」
１ 人間尊重の教育

学校教育計画

研究主題「『きく力』を育てる ～人の思いを感じられる子どもをめざして～」のもとに、教育活動を構築し幼児のきく力を育むと共に、一人一人の発達を保障する。
保護者にとって学びの機会をつくり、幼児の育ちの姿をどのように捉え、支えるかを共通理解する。

本年度の重点目標

具体的な取組内容

(評価項目)

(評価指標)

(１)「人の思いを感

園内研修会を年６

自己点検評価
達成状況
園内研修会や保育研究会での

学校関係者評価
改善点

評価

意見・理由

学校関係者評価を
評価

踏まえた改善策

今年度導き出した「人の思

「話す」
「きく」というこ

来年度は３年次のまとめ

じられる」とはど 回、保育研究会を２回 幼児の姿や実践事例の検討、さら いを感じる子ども」を育てる

とは人間性を育むことに

となる。理論と実践が繋が

ういうことか、

実施し、実際の子ども に文献から「人の思いを感じる子 ために必要な体験ができるよ

つながっている。まずは子

るように教師の子どもの姿

「人の思いを感

の姿から「人の思いを ども」の姿を共通認識できた。ま り望ましい環境構成と教師の

どもが思いを出している

を見取る力をつけていきた

ということが大切である。

い。そのために、園内研修

じられる子ども」 感じる子ども」の姿を た、その折に大学の先生から助言 援助について考え、次年度は
に育つためには

教師間で共通認識す いただくことで「人の思いを感じ 研究のまとめを行なってい

どのような力が

る。

Ａ

Ａ

会の充実を図り、年度当初

していくうえで人と接す

から大学の先生から助言を

る大切な力である。教師の

いただきながら研究を進め

学ぶ。また次の実 思いを寄せていく時 児の内面の育ちを導き出したり

子どもを見取る力が大切

たい。

践にいかす。

の幼児の内面の変化 できた。

であるので、理論と実践が

について学ぶ。

繋がることを期待する。

必要であるかを

る子ども」を育てるために必要な く。

「きく力」はこれから成長

また、文献から人に 体験について共通理解したり、幼

参観とは違い、保護者も仲間と
保育参加の時間幅を広げた
なって遊ぶことで、
子どもの気持
加を行い、幼児と ずつの保護者が、登園
り、参加の場面を多様にした
ちや楽しさを感じることができ
共に遊びに加わ
時から保育の中に入
りしていく等の工夫をしてい
た。今年度は遠足、避難訓練など
りながら、幼児理 り、幼児と一緒に遊び
きたい。また、参加後の話し
の行事にも参加していただくこ
解を深かめる。
ながら生活を共にす
合いのポイントを整理してい

(２)保護者の保育参

各クラスに３、４名

Ａ

保護者の幼児理解・教育

日常の保育のみならず、

活動の理解に繋がってい

遠足などさまざまな園行事

る。いろいろな行事に参加

Ａ

に保育参加日を設定してい

してもらうことが有効的

きたい。また、来年度は休

である。今後、父親も参加

日に保育参観・参加日を設

る。また、保育参加後 とで、子ども達の安全についても きたい。
話し合うことができた。
に一緒に生活した中

しやすいように土曜日な

で気付いたことや疑

はどうか。

問点を意見交換する。

どに保育参加を行なって

けるようにする。

学校教育目標
学校教育計画

「すこやかに あたたかく 遊びに生きる子ども」
２ 基本的な生活習慣の形成
食に対して興味・関心をもち、進んで食べようという気持ちをもつ。

本年度の重点目標

具体的な取組内容

自己点検評価

(評価項目)

(評価指標)

達成状況

(１)食に関心をもち、

園でできる果樹に

園でできる果樹や野菜につい

学校関係者評価
改善点

評価

意見・理由

学校関係者評価を
評価

踏まえた改善策

保育の中で、食に関する活

活動報告の中に子ども

園内にできる果樹や子ど

喜んで食べる子ど

興味をもったり、自分 ては、自分達で育てたりその生長 動をどのように取り入れられ

達が野菜を収穫している

も達が育てた野菜を、給食

もを育てる。

達で野菜を育てたり

過程を楽しみにしたりすること

るかさらに検討し、子どもが

写真があったが、自分達が

のメニューの中にさらに活

することにより食べ

で、食べる意欲へ繋がった。

食への関心をさらに高め、感

育てたものを食べるとい

用していきたい。また、保

給食のメニューは栄養士・保護 謝の気持ちをもてるように育

う経験は大切である。附属

護者との連携も深め、給食

物に関心をもてるよ
うにする。
保護者手作り給食
のメニューの改善を

者・教師がともに話し合う機会を てていきたい。
設けることで、より子ども達が喜
んで食べる姿へと繋がった。ま

図り、子ども達が食べ た、子ども達にもメニューについ
る喜びを味わえるよ

てのアンケートを行なうなどし

うにする。

て関心をもてるようにした。

Ａ

幼稚園の自然を活かし、食
への関心を高めていくこ
とが大切ではないか。

Ａ

のメニュー改善に取り組ん
でいきたい。

学校教育目標
学校教育計画

「すこやかに あたたかく 遊びに生きる子ども」
３ 規範意識の芽生え
幼稚園生活の約束を知り、守ろうとする気持ちを育てる。

本年度の重点目標

具体的な取組内容

(評価項目)

(評価指標)

(１)友達と一緒に、心

達成状況
年長児においては、ルールを巡

学校関係者評価
改善点

評価

意見・理由

学校関係者評価を
評価

踏まえた改善策

教師が教えてしまうのでは

大人がまず見本となっ

子ども達が相手の話をき

なく、幼児が気付くことを大

て約束を守っていくこと

く、気持ちを感じることが

めに、約束があるこ より楽しくなるよう いを大事にし、その様子を見守り 切に、時間と気持ちにゆとり

は、とても大切なことであ

約束を守ろうとする気持ち

とを知り、守って生 な遊びの提示をした ながら必要な援助を行っていっ

をもってかかわっていきた

る。子ども達は大人の行動

に繋がることを改めて感じ

活する大切さに気

り、教師も一緒に遊び た。

い。

をよく見ている。

た。子ども達が自分達で気

付く。

ながら幼児とともに

地よく生活するた

ルールを守って遊

自己点検評価

ぶことで、その遊びが っての幼児同士の思いの伝え合

年中・少児も教師や友達とのか

さらに生活の中の様々な場

子ども達が自分達でル

付きあったり話し合ったり

話したり考えたりす かわり、さらに登降園の機会を通 面で、教師自身や保護者など

ールをつくったりルール

する時間の余裕をもてるよ

る場を大切にしてい して、約束やマナーがあること、 の大人が約束を守り、マナー

を巡って話し合えたりす

う、日々の保育で心がけた

く。

を大切にして生活すること

るような時間が大切では

い。また、大人が見本とな

が、幼児への最も大切な指導

ないか。これも研究のきく

っていくことは、保護者と

それらを大切にすることを学ん

また、日常生活の中 でいる。
で、みんなが気持ちよ

となることを、心に留め実践

く過ごせるためにマ

していく。

ナーがあることを伝
え、教師が自らの姿で
示しながら、マナーを
意識した幼児の姿を
見逃さずに認めてい
くなどの働きかけを
しながら、身について
いくよう努めた。

Ａ

力が育つことに繋がる。

Ａ

も連携を取りながら行なっ
ていきたい。

学校教育目標
学校教育計画

「すこやかに あたたかく 遊びに生きる子ども」
４ 身近な物の扱いと基礎的な技術や技能の習得
園生活の中で必要な道具や遊具と出合い、見たり、実際に使ったりする経験を重ねていく。

本年度の重点目標

具体的な取組内容

(評価項目)

(評価指標)

達成状況

幼児の発達にあっ

生活の中で必要な遊具や道具

(１)遊びがより楽し

自己点検評価

学校関係者評価
改善点

評価

教師が先を見通しながら必

意見・理由

学校関係者評価を
踏まえた改善策

評価

それほど完全に環境を

教師が先を見通すことは

く、充実していくよ た、遊具や道具につい が、丁寧に準備され、環境が充実 要な時を逃さないよう、環境

用意しなくても、子どもは

大切であるが、環境が十分

う、幼児の必要感に ての教材研究を深め、 していった。そのことにより、幼 を準備することに努める。遊

道具や遊具がないなら、そ

であるということは必ずし

合わせて遊具や道

の中で工夫して遊ぶよう

も子ども達の意欲を高めた

準備を進めながら、タ 児の経験が広がり、生活の中に取 具・道具の精選と、幼児にわ

具を提示し、経験を イミングを逃さず投

り込み、遊具・道具が活かされる かりやすい管理の方法など、

になるのではないか。時に

り創造力を高めたりするわ

広げていく。

様子がみられた。

は遊具・道具が不十分であ

けではないということに気

るということも必要では

付いた。しかし、安全面に

げかけるよう配慮す

同時に、安全で正 る。また、その扱い方

一方、道具の扱いを経験させた していく。引き続き幼児が生

しい扱い方や大切

は教師がモデルとな

に扱うことなどを

るよう心がけていく。 待たずに教師が用意してしまう

知り、その態度を身
に付けていく。

発達に合った環境構成を工夫

い思いが先走り、幼児の必要感を 活を豊かにし、あらたな気付
こともあった。

Ｂ

ないか。

Ａ

対する配慮や年齢の発達に

きや、経験の広がりに繋がる

合わせた環境は大切である

遊具、用具の開発に努める。

ので、今後も子ども達の目
線で環境を整えていきた
い。

