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施設名 小学館アカデミーかみおおおか保育園 

所在地 横浜市港南区上大岡東 1－3－18 

電話番号 045－842－0751 

評価年度 平成 28年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

 

評価方法 

 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 28年 8月 22日～ 

平成 28年 8月 29日 

正規職員が自己評価したものを園長・主任２グループに分けて

合議を行いその後園長、主任で合議し判定を取りまとめた。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 28年 10月 6日 

平成 28年 10月 7日 

評価調査者 2名が、2日間を通し、保育園内の視察、保育内容、

園児の観察、書類確認及び園長、職員との面接、ヒアリングに

より評価を行った。幼児の食事の観察を行い、子どもの遊びの

様子及び延長保育の観察を実施した。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 28年 8月 18日～ 

平成 28年 9月 8日 

利用者 49世帯に保育所を通じてアンケートを配布し、保護者記

入後(無記名)指定封筒に入れ評価機関が用意した回収ボックス

に投函してもらい評価機関に郵送。玄関など何箇所かに実施の

ポスターを掲示する取り組みを行っていった。 

 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 28年 10月 6日 

平成 28年 10月 7日 

調査者 2 名で全クラスの保育環境の視察、観察を実施し、保育

内容、午睡、食事場面の観察を行い、保育士の関わり方や、0歳

～5歳児の生活の様子の調査を行いました。 
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第三者評価結果報告書 

 

 ≪総括≫ 

対象事業所名  小学館アカデミーかみおおおか保育園 

経営主体(法人等)  株式会社小学館集英社プロダクション 

対象サービス  保育所 

事業所住所等  〒233-0001横浜市港南区上大岡東 1-3-18 

設立年月日  平成 24年 4月 1日 

評価機関名  株式会社 R-CORPORATION 

評価項目  横浜市版 

 

総合評価 

●小学館アカデミー保育園の概要 

小学館アカデミーかみおおおか保育園は、株式会社小学館集英社プロダクションの経営で

す。株式会社小学館集英社プロダクションは東京都千代田区に本社を置き、1都 3県に認可、

認証保育園を展開し、神奈川県下では川崎市・横浜市に認可保育園を運営し、「楽習保育

Ⓡ」を特徴とした保育理念により、小学館アカデミー全園で一貫した保育を実践していま

す。小学館アカデミー保育園は、保育理念である『「あったかい心」をもつ子どもに育てる』を

全園で共有し、7 つの基本方針をベースに、「楽習保育Ⓡ」を中心した、保育環境（ラーニング

センター、みどりのあそび場、小学館ライブラリー）と、保育活動（遊び、生活）の両立を目

指し、「あそび・せいかつ」から「まなび」へ導き、理念の実現に向けて保育を展開しています。

保育内容は、各項目に法人のポリシーを取り込み、詳細に精緻
せ い ち

に構成が成され、これらは教育

研修にて全職員で意思統合を図り、理念に沿った保育を展開しています。 

●小学館アカデミーかみおおおか保育園の立地・とりまく環境 

小学館アカデミーかみおおおか保育園は、京急線上大岡駅から徒歩1分、園が位置する上大

岡は副都心の一つであり、横浜市内有数の繁華街があり、京急快特電車の停車駅でもあり、

都内に勤務する若い住民も多いため、保育所のニーズも高い地域です。小学館アカデミー

かみおおおか保育園が位置する場所は、鎌倉街道と京急線を挟んで反対側にあり、開発は

後発地域であるものの交通の便の良さから丘陵の方面へも開発が急速に進み、活気溢れる

地域ですが、繁華街から少し入った場所にあり、静かな環境に位置しています。園舎は、

保育園専用2階建ての落ち着いた建物で、1階には土の園庭があり、さらに2階にも屋上園庭

を設け、子どもが安全に遊べる場所を確保しています。戸外活動では、近隣の公園や京急

百貨店の屋上を活用して遊びに出かける等、一般公園と異なった体験も交え、子どもが十

分に運動できる環境作りに努めています。園内は、玄関を入って右に事務室があり、事務

室を中心に右に回廊して２階へ続く階段が設けられた構造です。１階は玄関の突き当りは



調理室になっており、右への回廊側に4歳、5歳児の保育室があり、その右側に2歳、3歳児

の保育室が設けられています。2階は階段を上がった左側の廊下を挟んで０歳児保育室と１

歳児の保育室になっており、西側には人工芝の屋上園庭が設けられており、いずれの保育

室からも出入りができ、良好な陽当たりで乳児が遊ぶのにも最適な環境が整っています。 

 

 

≪優れている点≫ 

１．楽習保育®の確立 

小学館アカデミー保育園では、首都圏の保育園を開設以来、理念を『「あったかい心」をも

つ子どもに育てる』に据え、保育の柱を「楽習保育®」に置いて推進してきました。10年余

りの進捗により、楽習保育®は「ラーニングセンター」、「本育®」、「ネイチャープログラム」、

「リズミック」、「コミュニケーションプログラム」、「入学準備プログラム」が固定化され、

楽習保育では「®」（商標登録マーク）を取得し、楽習保育®を柱として確固たるものに成長

しました。本部の企画力、各園の実践力が相乗して「楽習保育®」の成長を支え、今後さら

なる展開の基礎が確立されたと評価できます。 

２．本育®の推進 

楽習保育®と共に、本育も「®」（商標登録マーク）を取得し、「本育®」として推進していま

す。楽習保育®との違いは、“楽習”保育として身近に楽しく保育の柱に据えた保育理論、

システム性にあるのに対し、本育®は、本、絵本の活用により子どもの豊かな成長を育むプ

ロセスにあると考えます。法人事業の基礎である「本（活字）」を表現した、本育®のイラ

ストもできました。ハードの面での小学館ライブラリーの充実と共に、ソフトの面での“１

日１回の読み聞かせ”に力を入れて連動を図り、保育の根幹の 1つとしてさらなる本育®の

発展に期待されます。 

3．安全な施設環境の確保 

小学館アカデミーかみおおおか保育園は、設立5年目を迎え、神奈川県の小学館アカデミー

保育園の中では成熟した保育園となってきました。園の運営も安定し、職員の教育にも一

定の成果が得られて来ています。現状を振り返り、今年度は初心に戻り、園の安全面に力

を入れて行く予定でおり、「10のプロジェクト」を設定し、その中に「施設環境のプロジェ

クト」を据え、園全体で取り組んでいます。小学館アカデミーかみおおおか保育園では、

保育園の使命として子どもの自発性を尊重し、一人一人の育つ力が十分に発揮される環境

作り、そして朝、お預かりした子ども姿と同じ姿で夕方に保護者へお返しするよう心掛け

ています。また、楽習保育®の推進と共に、「安全に」・「元気に」をモットーにしたプロジ

ェクトの活動に期待が寄せられます。 

 

 

 



≪さらなる期待がされる点≫ 

1. さらなる職員の質の向上 

小学館アカデミーかみおおおか保育園では、法人本部の保育理念と共に、「楽習保育○Ｒ」を

中心に保育環境を整備し、理念の実現に向けて保育を展開し、職員の質の均一化にも力を

入れて進め、人材確保も意欲的に行い、毎年、保育理念に共感した多くの新卒者が入職し

ています。職員の技術、質の向上に関しては法人本部で力を入れて実施していますが、小

学館アカデミーかみおおおか保育園においてもそれ以上にさらなる全職員の質の「均一化」

に向けて努力し、6周年に向けて園全体のレベルアップにつなげていかれるよう期待してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市福祉サービス第三者評価結果 

評価領域 Ⅰ 利用者本人(子ども本人）の尊重 

 

領域Ⅰ 利用者本人(子ども本人）の尊重  領域Ⅱ サービスの実施内容  領域Ⅲ 地域支

援機能 領域Ⅳ 開かれた運営  領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上  領域Ⅵ 経営管理 

 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と 

保育計画等の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保育理念・基本方針は小学館アカデミー保育園全園共通とし、

保育理念に『「あったかい心」をもつ子どもに育てる』とし、7

つの基本方針を掲げています。小学館アカデミーかみおおおか保

育園では、7つの基本方針を保護者の目につくようエントランス

に掲示し、職員に対しては会議の冒頭に「30’の誓い」を唱和し、

共通認識を図っています。また、保育理念・基本方針に基づき、

「楽習保育®」に沿った保育を推進し、指針に基づいたカリキュ

ラムを作成しています。保育課程、年間指導計画は、年度初めに

策定して保育を展開しています。 

●園の行動指針・年間指導計画は保育課程に沿って作成し、月案

ファイルにも保育課程を示し、年間・月案・週案の作成につなげ

ています。保護者に対しては、4月の保護者会で保育課程に基づ

いた各クラスの保育内容を分かりやすく資料を作成し、担任から

配付および説明を行っています。地域の実態は港南区フェスティ

バルなどに参画して把握し、保育課程の「地域」の項目で展開し

ています。 

●保育課程に基づいて年間指導計画を策定し、月間指導計画には

必ず子どもの姿やクラスの振り返りを実施して次月に反映させ

ています。保護者へは園だよりで月のねらい（養護と教育）の保

育目標を示して伝えています。子どもに対しては、行事を通して

子どもと一緒に内容を決定することを大切にして進め、必要に応

じて 1対 1で説明する等、納得した様子を確認してから進めるよ

うにしています。園では、異年齢活動としてお店屋さんごっこを

小学館アカデミーかみおおおか保育園  

評価年度 28年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 
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3 歳～5 歳児で一緒に行い、クリスマスでは保護者と一緒にティ

ーパーティで楽しみ、秋の戸外活動では芋掘りを法人系列園（小

学館アカデミーかみながや保育園）と合流して実施する等、活動

を通じて子どもの希望や自主性、主体性を育んでいます。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じ

た適切な援助の実施 

 

 

 

 

 

●入園が決定した後の入園前面談（3月初旬）では、子どもと一

緒に来園してもらい、提出された児童票（生育歴や家庭の状況）

と共に入園面接チェック表を用いて面接を行い、保育の中で配慮

すべき点や体調面等を確認し、把握しています。個々の健康、離

乳食に関しては看護師・栄養士が対応し、保護者と共有していま

す。面接後は職員が面接票を作成し、全職員で課題点、配慮点を

確認し、個々の情報を共有し、日々の保育に生かしています。入

園後は保護者と夏、１月末に個人面談を実施し、面談後は職員会

議で子どもの状況を確認し合い、共有を図っています。 

●短縮保育（ならし保育）を実施し、期間は子どもの個性や、保

育歴、保護者の仕事に応じて相談しながら無理のないように対応

しています。0 歳、1 歳児の新入園児に対しては個別に主担当保

育者を概ね決めて同じ保育士が対応するよう配慮しています。在

園児の配慮では、特に 0歳、1歳児では保育士１名が持ち上がり

となるよう配慮しています。保護者への連絡は、2歳児以下は複

写式の連絡帳を使用し、保護者と密に連絡するよう心がけていま

す。3歳児以上も市販のノートを活用し、必要に応じて子どもの

様子を伝えています。 

●月案・週案作成時は、子どもの興味、個々の発達に応じて見直

し、クラスの様子についても昼の打合せや乳児・幼児会議で意見

交換を図り、現状に合った見直しを図っています。保護者とは常

に、子どもの発達や生活面(食事面・排泄面・友達との関係性)

の見直し、個々の目標を確認し合い、共有を図っています。各ク

ラスの保育室にホワイトボードを設置し、その日の活動のねらい

や子どもの 1日の様子を記入し、保護者が閲覧できるようにして

います。 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

 

 

 

 

 

●施設環境について、施設運営の手引きの中に衛生管理マニュア

ルがあり、園内の清潔に関するチェックリストを基に担任が確認

し、掃除は毎日、食後・おやつの後・夕方に行い、清潔を確保し

ています。0 歳、1 歳児の保育室は床暖房を設備し、ソリューシ

ョンウォーター（次亜塩素酸ナトリウムと同等の抗菌性を保有

し、人体に安全な除菌・消臭水）を使用した空気循環器により保

育室内の空気を消毒しています。また、全クラスに空気清浄機を

設置し、快適な環境を確保しています。保育室は、陽当たりが良

好であり、明るさを確保し、換気は空調管理と共に適宜、窓を開

けて自然換気も行っています。保育室の温度・湿度（温度/28℃・

湿度/55％を設定）は保育士が毎日チェックを行い、湿度が低い

時には濡れタオルでの対応を行い、室内環境に配慮し、保育士は、

日誌、記録、SIDS チェックの際に気温・湿度を記入するため確

認の習慣がついています。音、声に関しては、活動の動と静の中

で音楽を有効に取り入れながら、騒音には十分配慮しています。 

●沐浴設備は乳児保育室に備え、乳児は 6月から沐浴を開始し、

清潔を保ち、温水シャワーは乳児用、幼児用それぞれに設備をし

ています。設備等の使用後は、次亜塩素酸ナトリウム水やソリュ

ーション水で消毒及び掃除を行い、清潔にしています。また、夏

のプール遊び時は温水シャワーで全身を洗い、シャワー室使用後

は洗剤で洗い、消毒液で拭いて衛生管理を行っています。 

●0 歳、1 歳児の保育室は、個々の発達段階に応じて環境を調整

し、寝食を区別し、活動に合わせて小集団保育が行えるよう工夫

しています。特に、0歳児クラスは一人一人の生活リズムを考慮

し、サークルを活用して保育環境を整えています。異年齢での交

流は、誕生日会や季節の行事に交流の機会を設定し、朝夕の合同

保育の際はライブラリー（コーナー）の活用や、2 歳、3 歳児の

保育室を開放して交流の場を設けています。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに 

個別に対応する努力 

 

 

 

 

●0 歳～2 歳児の子どもおよび、特別な支援が必要な子どもにつ

いては、個別指導計画を詳細に策定しています。特に、特別な支

援が必要な子どもについては、子どもの姿を見極め、保護者との

連携を密に行い、専門家の指導を受けながら適切な対応に努めて

います。今年度は公益財団法人明治安田こころの健康財団の巡回

指導を受け、目標を定めて保育に当たっています。 

 

 



●子どもの記録としては、定めた書式（入所前面談表、成長発達

記録等）により児童票に記録し、記録内容は鍵付き書庫に保管し、

職員は園長の許可を得て閲覧できるようにしています。重要な申

し送り事項は記録し、3月末に新旧の担任間で申し送りおよび、

個々の発達に関する見直しを行っています。共有すべき内容は職

員会議で確認し、全職員で共有を図っています。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する 

子どもへの取り組み 

 

 

 

 

 

 

●特に配慮を要する子どもについて、昼の打ち合わせ、職員会議、

乳・幼児会議で個別に健康面・行動面・発達面・援助すべき項目

について話し合い、記録を残し、情報は各クラスで共有していま

す。関係機関との連携では、よこはま港南地域療育センターや明

治安田こころの健康財団から助言を得られる体制を構築してい

ます。 

 

●障害児保育のための環境整備では、建物はバリアフリー対応を

整備し、園内に多目的トイレ、エレベーターを備え、環境を整え

ています。小学館アカデミー保育園全園共通で障害児の受け入れ

体制、書式を整えています。職員は、障害児保育における研修に

参加し、受講後は職員会議等で報告および共有を図り、知識と対

応技術の研鑚を図っています。専門機関との連携では、特別支援

児の保護者の同意の下、港南区役所の保健師や、港南地域療育セ

ンターと状況報告等で連携を図り、訪問および助言・指導を受け、

保健師に健診において気になる点を伝え、アドバイスを受けてい

ます。 

 

●虐待の定義について、職員は入社前研修で説明を受け、職員同

士で速やかに連携が図れるよう体制を整えています。職員は、朝

の受け入れの際や着替えの際に視診を心がけ、保護者の生活環境

を把握し、時には気になる保護者へアドバイスするなど支援を行

い、日々、子ども・保護者の様子に注意を払うよう努めています。

また、関係機関に相談できる体制を整え、児童福祉センター、児

童相談所、港南区こども家庭支援課と連携を図っています。園の

玄関には虐待防止のオレンジリボンのポスターを貼り、啓蒙を行

っています。 

 

 

 



●アレルギー疾患のある子どもの除去食対応では、医師の指示に

よる生活管理指導表を提出してもらい適切な対応を行っていま

す。アレルギー児を持つ保護者とは連携を密にし、指示書に従っ

て別途献立を作成し、代替食を明示して除去食を提供していま

す。給食時は、調理室と保育室と連携を図り、専用トレイを用い、

コンタミネーションが起こらないよう受け取り時はダブルチェ

ック体制を徹底しています。また、食事環境において除去食での

孤立感がないよう席に配慮し、食べこぼしの際も掃除が終わるま

で別の場所を確保する等、細心の注意を払っています。さらに、

災害時におけるアレルギー児専用のスモックを用意し、避難先で

も対応できるよう配慮しています。 

●文化が異なる子どもへの対応では、今年度は外国籍の子どもは

在籍していませんが、在籍時には保護者と密に情報を共有し、生

活習慣等を確認し、文化や考え方の違いを尊重しています。給食

は無理強いをせず、徐々に食材や味付けに慣れるように見守って

います。外国籍に係わる保護者・子どもについて、意思疎通が困

難な場合は、英会話の可能な職員が対応する等、ジェスチャーや

イラストを活用してコミュニケ―ションの工夫をしています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

 

 

 

 

●保護者からの苦情などに関して、入園のしおり・重要事項説明

書に苦情・相談の窓口、受け付け方法を明示し、入園説明会等で

説明し、第三者委員に直接苦情を申し立てることができることを

エントランスにも掲示して知らせています。また、権利擁護機

関についての苦情解決窓口も紹介しています。要望や意見

等を聞く機会として、ふれあい箱（意見箱）をエントランスに設

置し、行事後や地域交流後にアンケートを実施し、利用者満足に

取り組んでいます。 

●苦情・要望があった場合は、運営委員会に報告し、解決する体

制を整えています。苦情等については苦情報告書を作成し、職員

会議等で周知し、記録は保管および蓄積し、振り返りを行う等、

今後に役立てています。保護者が意見を表明し難い場合は、職員

からコミュニケーションを取るよう心がけ、意見が言いやすい雰

囲気作りに努めています。 

 

 

 

 



評価領域 Ⅱ サービスの実施内容 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅱ-１ 保育内容［遊び］ 

 

 

 

 

 

 

●玩具等は楽習保育®（小学館アカデミー保育園独自の取り組

み）のコンセプトで揃え、ラーニングセンター等に子どもの手の

届く場所に収納し、自由に取り出して遊べるようにしています。

玩具の設置場所にはそれぞれの玩具の絵が表示され、子どもたち

が絵を見て出し入れができるよう工夫しています。園では、今年

度、「子どもが主体的に遊べる環境作りを提供する」を保育目標

として掲げ、楽習保育®レシピを参考にして楽習保育○Ｒの教材を

用い、多様な遊びができるようにしています。玩具の設定に関し

ては、朝夕の合同保育・自由時間・クラス別・園舎内外・年齢別

等に応じて使い分け、環境設定を行っています。乳児については、

発達に応じて年間の前半、後半でクラスの状況に応じて環境を変

え、遊具を取りやすくするなど工夫しています。 

●朝夕の合同の時間は自由遊びの時間とし、遊びではブロック、

おままごと、積み木等で遊び、4 歳、5 歳児では LaQ で楽しく遊

んでいます。一斉保育では、発達に合わせてルールのある遊びを

取り入れ、「お店屋さんごっこ」等、皆で一緒に遊べるようにし

ています。 

●園では、カリキュラムに応じて一斉保育と自由保育の組み合わ

せを実施し、一斉保育は楽習保育®を推進し、リズミック、ネー

チャープログラム、コミュニケーションプログラム等を展開して

います。自由保育では各年齢で時間を設定して実施し、保育士は

子どもの言葉の発見や気付きを大切にし、個々の興味・関心を尊

重して遊びが広がるよう言葉かけを行っています。例えば、図鑑

の活用や、図書館に行って調べたり、プラネタリュウムに行く等、

子どもの興味・関心につなげています。また、集団ゲームの機会

を捉えて遊びのルールを伝え、社会性を重視し、ルールを守って

遊ぶ楽しさを教えています。 

●栽培では、夏野菜（ミニトマト、枝豆）を育て、観察、収穫し、

収穫できた数の色ぬりをする等、みんなで育て・収穫できたこと

を喜び、食育活動へもつなげています。地域との交流を通して自

然と触れ合い、近隣の横浜市大久保保育園とどろんこ遊びの経験

や、系列園の小学館アカデミーかみながや保育園と一緒に芋ほり

体験を行っています。また、園内のテラスには「Ｓビオトープ」



があり、身近に自然に触れられるようにしています。 

●幼児クラスでは個々に自由画帳、道具箱を保有し、廃材や折紙

等を準備し、自由時間に自分の思いを表現できるように支援して

います。はさみの使用については、周囲の状況を考慮して保育士

の見守りや使用時間を決めて使用しています。 

●子ども同士のケンカの場合は、保育士は危険のないよう見守り

ながら、子ども同士で解決ができるよう年齢に応じて援助してい

ます。園では、人の痛み、相手の気持ちを知り、理由を理解し、

お互いが謝ることができるように伝えています。異年齢の子ども

同士のかかわりについては、日常的に幼児が午睡明けに 2 歳、3

歳児の着替えやおやつの手伝いを行い、異年齢で散歩に行く機会

等を設けています。職員は、注意しなくてはいけない場面では否

定的な言葉を控え、肯定的な言葉で伝えるよう心がけています。 

●健康増進の工夫では、その日の天候に応じて散歩に出かけ、園

庭は 1階が土仕様で 2階には人工芝生対応になっており、それぞ

れに応じた遊びで子どもたちは体を動かしています。また、発達

段階に応じて運動能力が高められるよう新しい運動遊び遊具を

導入し、跳び箱や鉄棒、ボールを活用して様々な運動を通して体

力作りにつなげています。さらに、体操教室や、サッカー教室を

取り入れ、雨天の日は室内でマット運動等で体を動かす等、体力

作りを行っています。今年度は年 2回、横浜体育協会から運動指

導を依頼して取り組んでいます。戸外遊びの紫外線対策では、た

れ付き帽子を着用し、テラスには日除けシートを張っています。

子どもの健康状態は、その日の登園の健康状態を把握し、体調が

すぐれない場合は、看護師、園長が事務所で個別対応し、安静に

過ごせるようにしています。 

Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

 

 

 

 

 

●食事については、子どもの負担にならないよう食べられる量の

盛り付けを行い、好き嫌いについては無理強いをせず、苦手な食

材は予め量を減らすなど、完食ができるよう配慮しています。乳

児では、登降園の時間に合わせて授乳時間や食事の段階、内容を

考慮して提供しています。離乳食に関しては離乳食進行表（目安

表）に基づいて保護者と相談しながら新しく食べる食材は自宅で

試してもらい、安全が確認された食材を個別に給食で提供するよ

う配慮しています。 

 

 



●4歳、5歳児クラスは給食当番活動を通して、配膳や食器の片

付けを行っています。5歳児クラスは食後、エントランスにある

食育活動で行った三色分類グラフにその日の食材の分類を行い、

食材や食事への興味・関心につなげています。 

●献立は、季節感のある食材を取り入れ、季節に沿った行事食を

提供し、年度末には 5歳児クラスにリクエストを聞き、献立に取

り入れる等、子どもたちの楽しみにつなげています。食事では、

楽しい食事の雰囲気を心がけ、食前に絵本の読み聞かせや、クリ

スマスの行事の際は子どもの自作のランチョンマットを使用し

て食事が楽しみとなるよう工夫しています。また、食事のマナー

を伝え、気持ちよく皆で楽しく食べられるようにしています。食

器は陶器製を使用し、0歳児は個々に見直し、年齢、発達に応じ

て数種類揃えています。お箸は 2歳、3歳児クラスから取り入れ、

栄養士が無理のない範囲で教えるようにしています。 

●子どもの喫食状況は、栄養士および調理担当者が日々交代で食

事の様子を巡回し、月 1回、給食会議を開催し、各クラスの保育

士の意見も確認し、献立の改善点や、調理法等の改善に努めてい

ます。特に 0歳、1歳児クラスは離乳食や食べ方に合わせて素材

の形状に工夫しています。 

●食育では、栄養士が食に関する話しを行い、子どもと身近な関

係作りに努めています。4 歳、5 歳児クラスからは給食室で調理

している様子が見え、食事の過程、温かいご飯の匂い等を身近に

感じ、調理して下さる人への感謝の気持ちを抱けるようにしてい

ます。 

●献立は、専用の献立ソフトを活用して園独自の献立を作成して

います。献立表は事前に配布し、給食だよりと共にエントランス

に掲示し、給食に関する情報を伝え保護者が献立に興味が持てる

よう工夫しています。また、保育参加時には希望者に給食の試食

の機会を設け、園だよりでは子どもの人気レピシを掲載し、今後、

保護者へレシピの配布を実施していく予定でいます。 

●午睡については、小学館アカデミー保育園全園で衛生的なコッ

ト（簡易午睡ベッド）を採用しています。昼食や遊びからスムー

ズに午睡へ導入できるよう、保育士が寝る前に読み聞かせをした

り、室内の採光に配慮し、落ち着いて心地良く眠れるよう環境を

整えています。眠くない子どもには強要をせず、眠れない子ども

には保育士が添い寝をしたり、安心できるよう背中をトントンし



ながら休息を促しています。SIDS の予防では、0 歳児は 5 分ご

と、1 歳、2 歳児は 10 分ごと、3 歳児は 15 分ごとにストップウ

ォッチを活用してブレスチェックを行っています。5 歳児は、9

月頃から午睡時間を徐々に短縮し、小１準備プログラム（小学館

アカデミー保育園独自のプログラム）を行い、就学に向けて環境

を整えるようにしています。 

●トイレトレーニングは個人差を尊重し、各家庭と連携して無理

強いをしないよう個々に進めています。1歳児はベンチ椅子を乳

児トイレに設置して、オムツ交換の際にはベンチ椅子に座ってオ

ムツの着脱を行う等、意識付けを行っています。排泄に失敗した

際は、子どもの羞恥心に配慮し、成功した時は大いに褒めて自信

につなげています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［健康管理］ 

 

 

 

 

 

●健康管理では、感染症マニュアルの中に記載され、入園時の児

童票の情報は個別ファイルに綴じ、全職員で子どもの既往症、経

過等を把握し、保護者と密に連携を図り情報を共有しています。

子どもの健康状態は看護師が中心となって観察を行い、日常の子

どもの健康状況は連絡帳や視診で把握し、職員間で情報共有をし

ています。歯磨きについては、3歳児以上に歯磨き指導を実施し、

2歳児は秋以降から徐々に歯磨きに慣れるよう指導しています。 

●内科健診（年 2回）、歯科健診（年 1 回）、身体測定は事前に予

定表に明示して保護者に配布し、健診結果は児童票に記録し、結

果は保護者に伝えています。職員には昼の打合せで個々の結果に

ついて共有しています。 

●感染症等について、感染症に関するマニュアルを備え、登園停

止基準や保育中に感染症等の疑いが生じた場合の対応は、入園の

しおりに記載し、保護者に説明しています。感染症が発生した場

合は、園内での感染症蔓延に注意し、保健だよりで保護者に周知

し、注意喚起の掲示をしています。地域、最新の感染症情報は、

行政（ホットライン）や地域等から入手し、職員間で情報を共有

しています。職員に対しては、流行時は感染症予防研修を実施し、

職員連絡ノートや昼の打ち合わせで情報の共有を図り、感染症に

関する資料を回覧する等、対応に努めています。 



Ⅱ―２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［衛生管理］ 

 
 

●施設運営の手引きの中に衛生管理マニュアルがあり、マニュア

ルに沿ってチェックリストを作成し、チェックリストに基づいて

各保育室、給食室、トイレの清掃を職員で実施しています。また、

マニュアルは定期的に見直しを行い、法人本部からの修正箇所も

園内で見直しの際に組み入れています。各場所には次亜塩素酸

水液の濃度を明記した表を掲示する等、衛生管理に留意して

います。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［安全管理］ 

 

 

 

 

 

 

●安全管理では、安全管理マニュアルに基づき、事故・災害時の

対応について職員に周知しています。保育室内は、低い家具を採

用し、備品等の安全対策を講じて転倒防止を行っています。毎月、

様々な想定の避難訓練を実施し、今年は自衛消防訓練を実践しま

した。毎年、9 月の避難訓練時には指定避難場所の確認を行って

います。また、昨年度、エントランスに AED を設置し、今年は

11 月に消防署職員による救命救急研修を受け、緊急時に備えて

います。 

 

●救急機関、医療機関の連絡先一覧のリストを整え、職員がすぐ

対応できるよう事務室に掲示して緊急連絡体制を整えています。

災害時の保護者への連絡については、NTT の災害伝言ダイヤル、

一斉メールを活用しています。保育中のケガ等の記録について

は、ケガ報告、事故報告、ヒヤリハットを作成し、毎月ケガの状

況を集計し、職員会議で周知を図り、再発防止に努めています。

子どもの事故やケガは、ケガの部位、軽重にかかわらす必ず保護

者に連絡を行い、ケガ報告書に記録しています。ヒヤリハットは、

公園や散歩先、園内のヒヤリハットマップを作成しています。 

●防犯訓練については年 4回実施し、内、1回は港南警察署の協

力を仰いで実践訓練を行い、園の防犯は上大岡駅前交番に巡回を

依頼しています。門扉とエントランスは電子錠にて、ダブルチェ

ックで安全を確保しています。不審者訓練では、不審者侵入時の

伝達方法と暗号を決めて全職員で認識を図り、対策を講じていま

す。また、入り口ドアにロッカーを置いて侵入を防ぐ訓練も実施

しています。不審者情報は、港南区役所等からメールで入手し、

近隣からも情報を得ています。 

 

 

 



Ⅱ－３ 人権の尊重 

 

 

 

 

 

 

●子どもの人権について、『保育所員としての心構え』内の「人

権を配慮した保育」に沿って、保育を実践しています。また、人

権についての勉強会を行い、ロールプレイで振り返りを行う等、

確認し合っています。子どもに対して、個々の気持ちを尊重し、

穏やかに話すよう努め、否定的な言葉は控え、肯定的な言葉で伝

えるようにし、子どもの呼び方、職員間の会話でも名前の呼び捨

てを禁じ、全職員で共通認識を図っています。 

●友達や保育士の視線を意識せず、１対１で話せる場所としては

廊下、相談室、事務室があり、必要に応じて子どもと落ち着いて

話す場として利用しています。日常保育の場面ではライブラリー

の活用や、ダンボール等で仕切りを作り、子どもが落ち着いて穏

やかに過ごせる空間作りを行い、保育士の視線を感じないよう配

慮しています。乳児クラスでは、成長に合わせて環境設定を行い、

一人の遊びを思う存分できるよう配慮しています。 

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、職員は入社前研修

テキストに沿って研修を受け、意義・目的を理解し、誓約書を提

出しています。保護者に対しては、年度初めに個人情報の取り扱

い（肖像権等）の確認を行い、同意を得ています。個人情報が記

載されている文書・記録は、事務室の施錠できるキャビネットに

保管、管理しています。 

●性差に関する配慮では、全園児が平等に活動できるよう、遊び

や行事の役割、持ち物や服装での区別、順番、グループ分けや整

列も性別で区分けすることはせず、遊びや役割等については子ど

もたちの意見を尊重しています。但し、園では、男女の概念は必

要と考え、年齢に応じて固定的に捉えた話し方や表現に気を付け

ながら伝えています。また、職員は無意識に性差による固定観念

で保育をしないよう互いに注意し合っています。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

 

 

 

 

 

●保育理念・保育目標は、園のしおり、パンフレット、ホームペ

ージに掲載して伝え、保護者に対しては入所前説明会や年度の始

めの保護者会で、重要事項説明書に沿って説明し、同意を得てい

ます。クラス懇談会では 1年間のクラス目標を資料と共に伝え、

保護者へ理解を促しています。また、園だよりでも園の目標を伝

え、途中入園の方にも面接時に説明を行い、保育目標等が理解さ

れるよう努めています。 

 

 



●園生活での子どもの様子や活動内容は、連絡帳を活用して伝

え、送迎時はクラスノートで引き継ぎ内容を保護者へ伝達し、口

頭でも伝えるよう努めています。また、クラス別のホワイトボー

ドにその日の楽習保育○Ｒの様子を記入し、活動内容を伝えていま

す。保護者との連絡、伝達事項は、昼の打合せで職員間で情報を

共有し、職員連絡ノートできめ細かに連絡するように努めていま

す。 

●個人面談は年 2 回、全保護者に実施し、保護者懇談会は年 2回

行って意向等を把握しています。保護者からの相談については、

相談室を使用し、プライバシーを確保できるように配慮していま

す。相談は担任を窓口とし、適宜、園長から助言を受け、必要に

応じて園長、主任が同席する等、適切に対応できるよう体制を整

えています。 

●園生活に関する情報は、園だより、クラスだより、保健だより、

給食だよりを発行し、ブログの更新や壁ブログで常に情報を発信

しています。その日の保育については連絡帳、各クラスのホワイ

トボードで知らせています。保護者会（全体およびクラス懇談会）

では、1年間の子どもの成長の姿がわかるようにビデオ上映を行

い、園生活、保育内容、行事での様子を伝えています。 

●年間行事予定表は事前に配布し、保護者が予定を立てやすいよ

うに配慮し、園だよりでも伝えています。保護者の保育参加につ

いては、幅広く期間を設けて実施し、期間以外も予備日を設けて

全保護者が参加できるよう案内しています。期間については、今

年度は昨年のアンケートを基に、例年（夏）より早めに実施する

等、配慮して決定しています。保育参観については、保護者から

の要望に応じて取り組む予定でいます。 

●保護者の自主的組織は現状、保護者から希望や要請を受けてい

ないので設けていません。園主催の運営委員会では各クラスの保

護者代表が出席し、意見を聞き、卒園式後の謝恩会の打合せ等に

は場所の提供をしています。園長は、保護者とコミュニケーショ

ンを図り、意見交換がしやすい雰囲気作りや、環境作りに努めて

います。 

 

 

 

 



評価領域 Ⅲ 地域支援機能評価領域  

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた 

子育て支援サービスの提供 

 

 

 

 

 

●園内のプロジェクト活動で地域交流担当職員を定め、年度末に

支援事業計画を作成し、積極的に地域との交流に努めています。

地域交流時にはアンケートを実施し、次回の活動につなげ、地域

のニーズの把握に努めています。横浜市保育所地域子育て支援事

業では育児講座を設け、地域の子育て中の親から相談できる機会

を提供しています。また、港南区の公立保育園と連携し、研修ネ

ットワーク会議に参加し、今年度は担当園となり駅近での研修会

をプロデュースする等、交流を図っています。子育て支援のニー

ズについては、交流保育、園庭開放、施設開放を通して、保護者

に要望等を聞いています。 

●地域の子育て支援では、地域の子育て親子に向けた港南区主催

の冬フェスティバル（スポーツセンターで実施）に参加し、子育

てブースでは子育て相談に協力し、年長児交流では地域の保育園

と協働で実施しています。また、お誕生日会、お話し会、夏祭り、

水遊び、ハロウィン等を実施し、日時等を案内し、入園相談、園

見学も受けています。育児相談は、港南区の情報誌に掲載し、電

話予約も受け付け、「保育園に遊びに来ませんか」の 3 カ月のス

ケジュールを案内し、育児相談も行っています。 

Ⅲ－2 保育園の専門性を活かし

た相談機能 

 

 

 

 

 

●地域住民に対する園の情報提供では、港南区の子育て情報サイ

ト、広報よこはま港南区版等に掲載して情報提供しています。相

談事業については港南区の広報誌や、ホームページに子育て相談

の案内、園の紹介を掲載し、育児相談に応じる旨を発信していま

す。小学館アカデミーかみおおおか保育園は、育児支援事業実施

園であり、毎年、チラシをクリアファイルに入れて港南区役所に

設置し、ポスターは園の門に掲示し、ホームページでも周知して

います。育児相談の流れ、体制は園の努力により定着してきてい

ます。 

●関係機関・団体等の連絡先リストを作成し、事務室に掲示し、

職員で共有しています。関係機関（港南区こども家庭支援課・港

南区保健センターの保健師・嘱託医・近隣小学校・子育て支援セ

ンター・よこはま港南地域療育センター・児童相談所・警察等）

との担当は園長とし、よこはま港南地域療育センターとは年 2回

の巡回で相談援助について助言を受け、職員は年 2回程度、研修



に参加しています。また、港南区保健センターの保健師が来園し、

相談等で連携を図っています。 

 

評価領域 Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミ

ュニティへの働きかけ 

 
 

●地域への園の理解促進のための取り組みとして、地域の町内会

への加入を通して地域の行事等に参加し、港南区主催の祭りに参

加する予定でいます。NPO法人神奈川県レクリエーション協会主

催の「レクの先生がやってくる」の行事の際に、地域のデイサー

ビスを利用している高齢者の方々に声をかけ、交流を図り、小学

校との交流では、一年生と年長児が交流する機会を持っていま

す。また、幼保小会議を通じて各機関と積極的に連携を図り、幼

保小が主催する研修には年長児担任が参加し、友好的な関係作り

に努めています。 

●子どもと地域との交流では、毎年、地域主催の「ひまわり畑」

に参加して地域に親しみ、文化施設（港南中央地区センター、桜

道コミュニティハウス、港南中央地域ケアプラザ、港南区スポー

ツセンター等）を活用し、散歩時には地域の人たちと挨拶を交わ

し、交流を深めています。幼児は近所の商店へクッキング活動で

の食材を買いに行き、花屋さんに協力をいただいて 1歳児クラス

が買い物ごっこに利用させてもらう等、良好に交流が図られてい

ます。また、近隣の保育園と年間交流計画を企画し、どろんこ遊

びを行う等、交流を図っています。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する 

情報提供 

 
 

●園のサービス内容・保育方針などの情報提供は、園のホームペ

ージやパンフレット、港南区の広報誌に園の詳細を掲載していま

す。横浜市の「ヨコハマはぴねすぽっと」、ひまわり通信にも情

報を提供しています。見学者や来園者には保育内容を記載したパ

ンフレットを配付して案内し、質問に対して丁寧に対応し、職員

体制・サービス内容の詳細、料金についても伝えています。 

●園見学は基本、平日の 10 時を設定していますが、必要に応じ

て保護者と相談の上、見学やご質問に応じています。育児支援事

業の地域開放後や交流保育後にも園見学の対応を行っています。 

 

 

 



Ⅳ―３ ボランティア・ 

実習の受け入れ 

 
 

●小学館アカデミー園としてのボランティアの受け入れマニュ

アルがあり、職員に周知しています。受け入れの際は事前に園の

方針、利用者への配慮等を説明し、体制を整えています。現場体

験見学や、学生ボランティア等を今後も積極的に受け入れる姿勢

でいます。 

 

●小学館アカデミー園としての実習生の受け入れマニュアルが

あり、事前にマニュアルに沿ってオリエンテーションを行い、理

念、基本方針、活動内容、利用者への配慮、留意事項を十分説明

して理解を促しています。実習の期間中は、１日の終わりに振り

返りを行い、意見交換を行っています。実習日誌の記入方法も積

極的に指導しています。昨年は 3回受け入れましたが、今年度の

受け入れはありません。 

 

評価領域 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

 
 

●人材の採用、人員体制に関しては、法人本部で一括採用を行い、

法人本部の採用育成課が主体となり採用年間計画を策定して園

ごとのバランスを加味し、新卒・国家試験・復職・現職・遠隔地

に分け、戦略を立てて人材の確保に取り組んでいます。人員体制

については、小学館アカデミー保育園に勤める職員として求めら

れる職員像及び、その中での行動目標を求めています。職員の行

動規範は、4分冊に分割した施設運営の手引きに詳細に記載され、

保育の実践に規範となる内容になっています。人材育成について

は、法人で研修計画を策定し、計画に沿って該当職員は参加して

います。また、人事考課制度により個人別の目標設定や、能力向

上シートを作成し、目標の達成状況を面接で確認し、評価を行い、

職員の資質向上を図っています。 

●研修体制については、年度初めの職員会議で職員が自主的に受

講したい研修を発表し、積極的に研修に参加して資質向上に取り

組んでいます。常勤職員については、園内研修での内容資料を配

付し、正規職員が外部研修を受講した際は研修報告書を回覧して

共有化を図り、保育の実践につなげています。また、他の研修と

して法人系列園や、地域の保育園（5保育園）との交換実習を実

施し、法人本部からの選定による海外研修にも参加し、保育の質



の向上に向けて研鑚を図っています。園では、27 年度から横浜

市作成の保育士の自己評価を実施しています。 

●非常勤職員の配置や業務内容については、事務所内のホワイト

ボードにクラス配置を示し、業務の流れは職務分担表に記載して

確認しています。また、必要な知識・情報を提供し、職員間の情

報共有は職員連絡ノートで確認できるようにし、コミュニケーシ

ョンを図りながら円滑に保育を進めています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

 
 

●横浜市作成の保育所の自己評価、職員個々に自己評価を実施

し、昼の打合せ職員間で日々の保育の振り返り、園の強み、弱み

を把握し、改善に努めています。職員の技術指導については、法

人本部に職員育成マネージメントにおいて、主に園長、主任、リ

ーダーが研修を受け、園内での指導につなげています。 

●職員の自己評価は、年間保育計画に沿って振り返り、子どもの

活動内容、子どもの育ちや意欲、取り組む過程等を大切にして月

案、日案の反省を行い、業務改善やその後の計画作成に反映させ

ています。個人能力向上シートは、月間の評価と反省を基に、職

員一人一人が保育への意識を高めて取り組めるよう活用してい

ます。 

●保育所の自己評価については、第三者評価を受審し、園の課題、

改善に向けて取り組み、利用者アンケートの結果を基に今後の課

題等を話し合い、次年度の課題として生かしています。評価結果

は職員に示し、保護者にもエントランスに開示しています。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

 
 

●人事考課制度があり、職務分担表により係り・担当を細分化し、

ある程度の権限委譲を示し、各職員に合った業務ができるよう配

慮して役割を明確にしています。園では、「食育」、「発注」、「教

材」、「絵本」、「地域交流」の各プロジェクトを設け、権限を与え

て検討・決定できるようにしています。年 2回、職員と自己評価

を中心に面接を行い、個々の目標を共有し、達成状況等の意見交

換を図り、職員の満足度、要望を把握し、評価により昇格・昇給・

賞与に連動させています。 

 

 

 

 

 

 



評価領域 Ⅵ 経営管理 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

 
 

●職員の守るべき法・規範・倫理等は、施設運営の手引きの中に

明示され、保育士倫理綱領や就業規則、職員マニュアルを備

え、職員は入社前研修を受け、守るべき倫理を遵守しています。 

経営、運営状況等の情報は、ホームページ等で一部開示していま

す。リスクマネジメントについては、会議で他施設の事例等につ

いて検討および周知し、守るべき規範について再確認していま

す。法人本部で提携している情報提供会社アイギスから事例

等の提供を受け、職員会議等で話し合い、周知しています。 

●環境整備では、園舎はオール電化であり、夜間電力使用、床暖

房を考慮して整備されています。ヨコハマ 3R 夢（スリム）方針

を意識し、職員マニュアルに沿って園内の温湿度を保ち、節電、

分別、ゴミの減量を心がけ、プランターで花や野菜栽培による緑

化促進を行っています。保育では、コピー用紙の裏紙の再利用や、

牛乳パック、廃材を使用した活動を行う等、リサイクルの意識を

高め、園全体で環境への取り組みを行っています。 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・ 

主任の役割等 

 
 

●理念・基本方針は職員マニュアルに明文化し、園内に複数個所

掲示して保護者・職員が常に目に触れるようにし、今年の園テー

マ・園目標も掲げています。職員に対しては、職員会議で読み合

わせを行い、意識統一に努めています。 

●重要な意思決定については、保護者懇談会を開催して目的・決

定（変更）理由、経過等を説明しています。通常の変更に係わる

決定については、運営委員会で知らせ、必要に応じて園長が全職

員に伝えるようにしています。また、重大な変更については、専

門職も含む職員がチームを組み、プロジェクトを立ち上げて取り

組み、より良い園作りに尽力しています。 

●園長は、人材育成に尽力し、次期リーダーの育成に努めていま

す。主任は、職員の業務状況を把握し、個々の精神面、肉体面に

配慮して調整して勤務表を作成し、配置設定を行い、次の日の予

定をホワイトボードに記入して円滑な業務につなげています。 

 

 

 

 



Ⅵ－３ 効率的な運営 

 
 

●園の運営面に直接影響のある取り組みでは、横浜市、港南区役

所、法人本部等を通じて、保育業界や国の保育施策、保育園協議

会等の情報を収集し、全職員に周知しています。また、法人本部

と提携している情報提供会社からの報告や、保育業界ニュース等

の情報は園全体で検討し、保育に生かしています。重要な情報に

ついては、必要に応じて園長が職員会議や昼の打合せで報告し、

園全体で重点改善課題として設定し、全職員で話し合い、取り組

んでいます。 

●理念、基本方針の実現に向けて、法人で中・長期計画を策定し、 

中・長期計画に沿って園で単年度の事業計画を作成し、さらに園 

内プロジェクトに展開して実現に向けています。 

法人本部は、人材の確保・新人職員、教育、即戦力なる職 

員の異動等、次代を担う職員の研修等を行い、育成に努めていま 

す。外部の機関や専門家などのアドバイスでは、明治安田こころ 

の財団、港南区療育センターの臨床心理士から指導・助言を受け 

より良い園運営に生かしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28年度 福祉サービス第三者評価 本人（園児）調査結果報告書 

 

小学館アカデミー かみおおおか保育園 

小学館アカデミー かみおおおか保育園㈱R-CORPORATION 

＊観察調査日 平成 28年 10月 6日・7日 

＊保育観察 保育園を調査員 2 名で全クラスの視察、観察を行いました。生活の保育観察を行い、午睡の様子と保育観察を継続する

中、食事場面も観察し、保育士の関わり方、園児の様子観察を行いました。各年齢については 1 日の保育の観察を通し

てそれぞれの特徴を捉えて記しています。 

 

■0歳～5歳の子どもの様子・保育の様子 

 

＜0才児＞ 

●調査１日目、2日目に渡り、0歳児はワゴン車に乗ってお散歩に出かけました。2日目のお散歩では京急百貨店の屋上庭園に遊びに行き、

屋上にはメカニックな遊具が設置されており、子どもたちは屋上に吹く風と賑やかな環境に目を輝かせていました。保育士に一人ずつ抱っこ

されながらワゴンから降りた 0歳児の子どもたちは、遊具には登れませんが保育士が安全に見守る中、遊具に触ったり、広い空間の中、伸び

伸びと無邪気に歩き回り、人工芝生の上で思い思いに遊んでいました。 

 

＜1歳児＞ 

●１歳児は 2日間とも 2階の園庭で明るい日差しをあびながら遊びました。子ども達はヒレ付きの帽子をかぶり、園庭に出て思い思いに遊び

ます。元気に園庭にいち早く出る子がいたり、半分くらいの子どもはゆったりとして、お部屋の中の方がいいのか中々園庭に出る様子はあり

ませんでしたが、保育士が声をかけ、一人ずつ手をつないで外に誘い、ようやく全員が外に出ると、明るい陽射しを見上げる子や、いち早く

遊んでいる子を見て、それぞれが楽しみ始めました。人口芝生の上ではかけっこしたり、思い思いに走り回り、一人ひとりに笑顔が見え楽し

く園庭で遊びました。いっぱい遊んだ後は楽しみの食事へと、手を洗ってそれぞれの席に着き、楽しく食事を行っていました。 

 

 



＜2歳児＞ 

●2歳、3歳児は、大きな部屋を家具で 2つに区切り、一つの部屋で生活しています。3歳児が１階の土の園庭に出て遊んでいる間、2歳児は

ローランドピアノが設置されている 3歳児のスペースに移り、楽習保育Ⓡの一環としてリズム遊びを行いました。子どもたちはカスタネット

を持ち、保育士のピアノに合わせ保育士の指導を受けながらカスタネットを鳴らし、みんなで楽しくリズムに合わせてリズム遊びを楽しんで

いました。ピアノに合わせて体を動かしている子や、まだ 2歳ですがちゃんとカスタネットを鳴らすことができ、一人一人が楽しく参加して

いる姿にリズム感が育まれる様子がうかがえ、ピアノの音や楽器に親しむ子ども達の生き生きした表情が印象的です。 

 

＜3歳児＞ 

●3歳児は午前中、１階の土の園庭で泥（砂）遊びを行いました。雨上がりの園庭の土は、土地の形状・地質上、水はけが良くない面があり

ますが、泥遊びには適しており、子ども達は貴重な体験ができています。園庭に砂場はありませんが、園庭の端っこに窪みがあり、窪みに水

が溜まって園では困る箇所が子ども達にとっては、柔らかくなったその窪みを掘るのが大好きで、今日も沢山の子ども達が集まって宝物がで

てくるかのように楽しく掘っていました。子ども達は土を掘り、山を作り、葉っぱをのせて創造力逞しく喜々として遊び、保育士も笑顔で見

守っています。園は山間にも近く蔦なども蔓延り、子ども達は遊びに自然を取り入れて豊かに遊びを展開しています。また、周囲に古い大き

な空家がり、近隣も昼間は居住者が留守のようで、その空間を子ども達は元気に走り回り、その表情は一人一人が生き生きとしていました。 

 

＜4歳児＞ 

●4歳児はお散歩の予定はなく、1日目の昼食に調査者 2名が 5歳児のテーブルと分かれて一緒に食べる予定にしていました。しかし、園長

先生とのインタビューが少し長引き、保育室に行った時には 4歳児の食事は終わってしまい、調査者 2名とも 5歳児と昼食を一緒に食べるこ

とになりました。担任から 4歳児の子ども達に「お昼はお客さんと一緒に食べるのよ」と言ってあったようで、4歳児の子どもたちから「ど

うして来なかったの？」と調査者に質問があり、理由を言って謝りました。子ども達は保育士から言われた予定をしっかり記憶し、どうして

という疑問を素直に投げかけてくるそれぞれの子どもの姿は子どもらしく、「お客さん」という人がどんな人なのだろうという興味津々の子

どもの目が印象的でした。 

 

 

 

 



＜5歳児＞ 

●5歳児とは、お散歩に近くの公園まで一緒に行きました。公園は広い広場スペースと、固定遊具のあるスペースに分かれており、いつもは

他の保育園の子ども達も居るようですが、今日は公園をのびのびと使え、子ども達は思いっきり遊んでいました。先ず、広場でドロケイ（泥

棒と警察）で遊び、保育士が「ドロボーになりたい人！」と言うと、2人を除いて他は全員ドロボー希望で、捕まえるより自由に逃げて走り

まわりたいのでしょうか、手を挙げる姿も一人一人がニコニコしていました。また、保育士が「ケイサツになってくれる人～」と声をかける

と様子を見て手を挙げてくれる子どもがちらほら、ようやく半々でドロケイがスタートしました。保育士が「何秒？」と聞くと、子ども達は

「10 秒、23 秒・・」とか色々な秒数が挙がり、「間をとって 15 秒」と決まると、子ども達は意気揚々としてドロボーが一目散に真剣な表情

で逃げ始め、15 秒後にケイサツが追いかけます。子ども達の表情を見ていて一緒に参加している気分になります。走り疲れたドロボーの 1

人はベンチに座ったり、「来た～！」といってまた一生懸命逃げます。子ども達は体いっぱい走り、それぞれの役目を表現しながら遊んでい

ました。ドロケイの後は水分の補給をし、その後、自然採集を行いました。子ども達は、昨日保育活動で製作した「木の葉をいれるバック」

を持参しており、バックに落ちている木の葉や木の実をたくさん集めました。バック作りから落ち葉の採集、採った木の葉等で製作する等、

一連が楽習保育Ⓡの流れとなっていました。子ども達はドングリや落ち葉をバックに入れ、そのまま滑り台で遊んでまた溢し、また落ち葉を

拾ってバックに入れたら、今度はバックの紐が切れる等、元気いっぱいの子ども達です。切れたバックは保育士に持ってもらい、ようやく園

に戻り、楽しく思いっきり遊んだ後の食事はおいしく完食できていました。子ども達は思い思いに集めた落ち葉や木の実で想像を膨らまし、

どんな製作がされるのか楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【小学館アカデミーかみおおおか保育園 利用者アンケートの特徴】 

実施年度 / 評価項目手法 28年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 保育園利用者家族  （世帯数 49） 

有効回答数 39世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 80％ 

  

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

●利用者アンケートの特徴として、『満足』、『どちらかといえば満足』を合わせて（以下、

「ほぼ満足」）、が全体的に高い満足を得た結果となっており、保育目標・保育方針の理解、

不審者侵入の対策以外は、バランスのある平均的な結果になっています。特に、100％「ほ

ぼ満足」している項目は、問『日常の保育内容』での「基本的生活習慣の自立に向けての

取り組みについて」と、問『園と保護者との連携・交流について』での「保護者懇談会や

個人面談などによる話し合いの機会について」、「園の行事の開催日や時間帯への配慮につ

いて」の 2 項目が満足度の高い結果となっています。さらに、95％以上の「ほぼ満足」の

項目では、問『入園する時の状況』の「園の目標や方針についての説明」が挙がり、問『保

育や行事の年間計画』についてでも「説明および保護者の要望が活かされている」項目が

95％以上「ほぼ満足」を得ています。他の項目では、問『日常の保育内容』での「園の玩

具や教材について」、「遊びを通じて友だちや保育者との関わりが十分持てている」につい

てや、「遊びを通じたお子さんの健康作りへの取り組み」についての 3項目も高い評価を得

ています。さらに、「お子さんが給食を楽しんでいるかについて」や、「昼寝や休憩がお子

さんの状況に応じて対応されている」、「お子さんの体調への気配り」についても 95％以上

の「ほぼ満足」を示しています。他、問『保育園の快適さや安全対策』での、「お子さんが

落ちついて過ごせる雰囲気について」、「感染症の発生状況や注意事項などの情報提供につ

いて」も「ほぼ満足」の数値は高く、問『園と保護者との連携・交流』による「園だより

や掲示等による園の様子や行事に関する情報提供」、「お子さんに関する重要な情報の連絡

体制」、「保護者からの相談事への対応」そして「開所時間内であれば柔軟に対応してくれ

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

5世帯 8世帯 7世帯 8世帯 6世帯 5世帯 



る」、「残業等で迎えが遅くなる場合の対応」等の各設問が「ほぼ満足」とした高い評価結

果となっています。問『職員の対応』では、「お子さんが大切にされているか」について、

「お子さんが保育園生活を楽しんでいるか」について、「話しやすい雰囲気、態度であるか

どうか」、「意見や要望への対応」について、4 項目全てが 95％以上「ほぼ満足」を示し、

評価を高くいただいています。また、「見学の受け入れ」についてでは、「ほぼ満足」は 70％

と一番低いですが、満足、どちらかといえば満足、としなかった保護者は「その他」の意

見として、見学をしていない、上の子が通っていたので見学の必要がなかった等の回答に

より、「その他」が 30％あり、「ほぼ満足」が 70％という値は低くないと考えます。 

また、アンケートから、入園時と比べ入園後は 90％を切る項目が 5 項目と少なく、入園後

に満足されている保護者が多いと言えます。 

全項目の中で特に評価を得ている項目は、「給食の献立内容について」であり、『満足』の

みで 73％を得ています。さらに、『満足』として 70％を得ている項目は、「あなたのお子さ

んが大切にされているかについて」であり、小学館アカデミーかみおおおか保育園の子ど

も・保護者の方々は、安心感と満足度を得ていることが、大きく結果として表れています。 

 

●アンケート自由記述からは、１歳～5歳児クラスの保護者から全体的な意見として「保育

士がとても良くしてくれる」、「親切」、「保育士に恵まれている」、「保育士のバランス（若

い新人、中堅、経験値の高い保育士）が良く、安心して預けられる」、「保育士にとても活

気があり、雰囲気も良い」、「挨拶がきちんとしている」、「子どもにも丁寧に接してくれる」、

「子どもの気持ちに寄り添って保育がされている」、「園全体で子どもを見てくれて、おや

つもお菓子ではなく、おにぎり等にしてくれるのでとても良い園だと思います」等の喜び

の意見が多く挙がっています。さらに、「保護者の声を生かし、年々改善して欲しい部分に

ついて改善されていると感じる」、「全体的に良くやっていただいており満足しています」

という意見に代表されるように、満足・安心を感じている意見が多く、保育士の意識が高

く、子ども達への接し方も安心・丁寧な対応が成されており、その上、問題点も改善もさ

れているというレベルの高い保育園だと評価できます。 

保護者から見た園全体、各保育士への期待も大きく、それらに対して真正面から取り組ん

でいる園の姿勢が、大きく評価された結果として表れています。 

 

●『不満』については、ほぼ挙げられていませんが、「ほぼ満足」から見てアンケートの中

で一番低い項目については「見学の受け入れについて」であり、『不満』は 0％(上記満足欄

で説明)ですが、「ほぼ満足」では 70％という結果となっています。また、「外部からの不審

者侵入に対する備えについて」では、「ほぼ満足」は 70％、『不満』は 23％となっています。

他、『不満』とする項目では、「子どもが戸外遊びを十分しているかについて」と「施設設

備について」が 8％という結果になっています。「不審者侵入に対する備え」、「施設設備に

ついて」の点に関しては、不満の１つとして、保護者として一番心配として挙げられる子

どもの安全を守るという面において、関係者以外の外部の侵入について対策等への不安に

あります。園では、警察と連携して不審者侵入における訓練にも力を入れており、保護者

に理解を促し、周知も図っていますが、保護者が安心できるよう周知方法の工夫が必要に

思われます。しかし、一部の意見から「門がよく故障しているが、その対策はできている」



という意見もあるので、園として保護者に対する十分な説明が望まれます。「子どもが戸外

遊びを十分にしているか」については、園自体のハード面も関与し、園の敷地や限られた

園庭について不満とする意見や、園庭以外に公園に行く機会が少ないように思う、という

意見などにもつながっているように見受けられますが、この項目に関しては、88％「ほぼ

満足」としている点から園、職員の知恵と工夫で満足度の数字が上がる可能性も十分考え

られます。 

 

 

 

 

●アンケートの自由記述からは、ソフト面で満足度の高い保育園であり、ハード面につい

ては一部不満の声も聞かれます。一番多い意見では、「園が狭い」、「園がもう少し広ければ」、

「門が壊れている」、「1Ｆ(幼児クラス)の面積が狭い」、「園庭も広くない」、「セキュリティ

ー面で外門（ゲート）は替えて新しくしていただけたら」、「外の門の施錠がいつまでも直

らずにいることについては、外部からの侵入者への対策としては不十分である」等の声が

挙がっています。ソフト面で満足度の高い保育園ですので、保護者が入園前に確認してい

るハード面の現状についてはさらなる理解を求め、門の修理というでき得る対策は速やか

に改修するよう努め、さらに満足度の高い保育園を目指して欲しいと期待いたします。 

その他、0 歳児の保護者からは、「冷房が効きすぎて室内が寒い」、「隙間に埃が溜まってい

て不衛生」、「保育士同士の連絡が行き届いていないことが多い」という意見も挙がってい

ますので、「清潔」における管理体制と「清潔さ」という点の違いについて、ご一考いただ

ければと思います。 

 

●総合的評価は、『満足』は 68％の支持をいただき、『どちらかといえば満足』は 32％、『不

満』0％、『その他』0％であり、「ほぼ満足」は 100％であり、レベルの高い保育園であると

捉えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用者調査項目（アンケート） 

 

小学館アカデミー かみおおおか保育園  

 

 

【保育園の基本理念や基本方針について】              上段%、下段人数で示しています 

問１ 

利用者調査項目 よく知って

いる 

まあ知っ

ている 

どちらとも

いえない 

あまり 

知らない 

まったく 

知らない 

無回答 

1 あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存じで

すか。 

22% 68% 5% 2% 2% 0% 

9 27    2 1 1 0 

 

 

賛同でき

る 

まあ賛同

できる 

どちらとも 

いえない 

あまり賛同

できない 

賛同でき

ない 

無回答 

2 あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できる

ものだと思いますか。 

73% 18% 0% 0% 0% 10% 

29 7 0 0 0 4 

【保育園のサービス内容について】 

問２ 入園する時の状況について 

 満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

3 見学の受け入れについては 50％ 20％ 0％ 0％ 30％ 0％ 

20 8 0 0 12 0 

4 入園前の見学や説明など、園からの情報提供につ

いては 

55％ 32％ 5％ 0％ 5％ 3％ 

22 13 2 0 2 1 

5 園の目標や方針についての説明には 65％ 30％ 2％  0％ 2％ 0％ 

26 12 1 0 1 0 

6 

 

入園時の面接で、お子さんの様子や生育歴などを

聞く対応については 

58％ 35％ 0％  5％ 2％ 0％ 

23 14 0 2 1 0 

7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 62％ 32％ 2％ 0％ 2％ 0％ 

25 13 1 0 1 0 

8 費用やきまりに関する説明については 65％ 28％ 5％   0％ 2％ 0％ 

26 11 2 0 1 0 

  問３ 保育園に関する年間の計画について       

9 年間の保育や行事についての説明は 60％ 38％ 2％ 0％  0％ 0％ 

24 15 1 0 0 0 

10 年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされ

ているかについては 

45％  52％  0％ 0％  2％ 0％ 

18 21 0 0 1 0 

        

       



  問 4 日常の保育内容について       

     「遊び」について       

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

11 クラスの活動や遊びについては 

（お子様が満足しているかどうか） 

52％ 42％ 0％ 0％  5％ 0％ 

21 17 0 0 2 0 

12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 38% 50% 8％ 0％  5％ 0％ 

15 20 3 0 2 0 

13 園のおもちゃや教材については(お子さんが自由に

使えるように置いてある、年齢にふさわしいかなど) 

60％ 35％ 0％ 0％  2％ 3％ 

24 14 0 0 1 1 

14 自然に触れたり地域に係わるなどの、園外活動に

ついては 

35％ 58％ 2％  0％  5％ 0％ 

14 23 1 0 2 0 

15 遊びを通じた友達との関わりや、保育士との関係に

ついては 

52％ 45％   2％ 0％  0％ 0％ 

21 18 1 0 0 0 

16 遊びを通じたお子さんの健康づくりへの取り組みに

ついては 

50％ 48％ 2％ 0％  0％ 0％ 

  20 19 1 0 0 0 

 

 「生活」について 

17 給食の献立内容については 73% 20％   2％ 0％  5％ 0％ 

29 8 1 0 2 0 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 58％ 38％   5％ 0％  0％ 0％ 

23 15 2   0 0 0 

19 基本的生活習慣（衣服の着脱、手洗いなど）の自

立に向けての取り組みについては 

68％ 32％   0％ 0％  0％ 0％ 

27 13 0 0 0 0 

20 昼寝や休憩がお子さんの状況に応じて対応されて

いるかなどについては 

58％ 40％   2％ 0％  0％ 0％ 

23 16 1 0 0 0 

21 おむつはずしは、家庭と協力しお子さんの成長に合

わせて柔軟に進めているかについては 

50％ 28％  2％ 2％  15％ 3％ 

20 11 1 1 6 1 

22 お子さんの体調への気配りについては 65％ 32％ 2％  0％  0％ 0％ 

26 13 1 0 0 0 

23 保育中にあったケガに関する保育者への説明やそ

の後の対応には 

60％ 32％ 2％  0％  5％ 0％ 

24 13 1 0 2 0 

問 5 保育園の快適さや安全対策については 

24 施設設備については 50％ 38％ 8％  0％  5％ 0％ 

20 15 3 0 2 0 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気については 55％ 40％ 5％  0％  0％ 0％ 

22 16 2 0 0 0 

 

 



 

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

26 外部からの不審者侵入に対する備えについては 20％ 50％ 18％  5％  8％ 0％ 

8 20 7 2 3 0 

27 感染症の発生状況や注意事項などの情報提供に

ついては 

58％ 40％ 0％  2％  0％ 0％ 

23 16 0 1 0 0 

   問６ 園と保護者との連携・交流について       

28 保護者懇談会や個別面談などによる話し合いの

機会については 

65％ 35％ 0％  0％  0％ 0％ 

26 14 0   0 0 0 

29 園便りや掲示などによる園の様子や行事に関する

情報提供については 

68％ 30％ 2％  0％  0％ 0％ 

27 12 1 0 0 0 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 68％ 32％ 0％  0％  0％ 0％ 

27 13 0 0 0 0 

31 送り迎えの際のお子さんの様子に関する説明につ

いては 

55％ 35％ 5％  0％  5％ 0％ 

22 14 2 0 2 0 

32 お子さんの関する重要な情報に連絡体制について

は 

52％ 45％ 2％  0％  0％ 0％ 

21 18 1 0 0 0 

33 保護者からの相談事への対応には 58％ 40％ 2％  0％  0％ 0％ 

23 16 1 0 0 0 

34 開所時間内であれば柔軟に対応してくれるなど、

残業などで迎えが遅くなる場合の対応には 

68％ 28％ 0％  0％  5％ 0％ 

27 11 0 0 2 0 

   問 7 職員の対応について       

35 あなたのお子さんは大切にされているかについては 70％ 25％ 2％  0％  2％ 0％ 

28 10 1 0 1 0 

36 あなたのお子さんが保育園生活を楽しんでいるかに

ついては 

68％ 30％ 2％  0％  0％ 0％ 

27 12 1 0 0 0 

37 アレルギーのあるお子さんや障害のあるお子さんへの

配慮については 

55％ 32％ 2％  0％  8％ 3％ 

22 13 1 0 3 1 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 58％ 38％ 2％  0％  2％ 0％ 

23 15 1 0 1 0 

39 意見や要望への対応については 60％ 35％ 5％  0％  0％ 0％ 

24 14 2 0 0 0 

問８ 保育園の総合評価 

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 無回答 

40   総合満足度は 68％ 32％ 0％  0％ 0％ 

27 13 0 0 0 

 



保護者アンケート調査結果 （設問別 「満足度」 総合） 

        （注）レーダー数値は設問別｛満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象園舎：   小学館アカデミーかみおおおか保育園    横浜市港南区上大岡東 1-3-18 

回答世帯数：49 世帯中 40 世帯 ＜0 歳児（5 世帯）、1 歳児（8世帯）、2 歳児（7 世帯）、3 歳児（8 世帯）、4 歳児（6 世帯）、5歳児（5 世帯）、未記入（1 世帯）＞ 

  定    員 ： 54名 調査期間： 2016/09/1 ～   2016/10/07 

 



事業者コメント 

施設名： 小学館アカデミーかみおおおか保育園          

 

＜評価に取り組んだ感想＞  

   

第 3者評価を受けるにあたり、園の自己評価を職員全員で行った。 

事前にそれぞれが項目について考えたものを持ち寄り検討していく中で、客観的に自園のことや自らの保育を振

り返ることができた。日々何気なく行っていることがどのような支援に繋がっているのかを改めて確認できたこ

とは、大変有意義且つ保育者の自信や反省に繋がったと思う。 

評価領域Ⅰ「利用者本人の尊重」の項目では 

「快適な施設環境の確保」の SIDS チェックの際の気温や湿度の記入の必要性や大切さを再確認し、また、２４

時間換気設置の意味も実感できた。 

また、苦情解決体制も全員で再確認できたことは大変有意義だったと思う。 

評価領域Ⅴ人材育成では職員の技術向上について、横浜市作成の自己評価を行うことでの効果・意義を認識でき

た。 

Ⅵの経営管理の１社会的責任の環境整備についての項目は、園の役割が「保育」だけに留まらず地域や社会への

役割も大きいことを改めて認識することができた。 

 

 

＜評価後取り組んだ事として＞ 

 

園庭が狭く、保護者さまからは「運動」の活動が少ないとのご意見をいただいている。 

園庭の狭さは変えることはできないが、運動の機会を増やしていくことを念頭に各クラスのカリキュラムを立て

るようにした。 

たとえば「横浜市」の体育協会の講師の方をお招きし、運動遊び行った。質の高い運動遊びを行うとともに、保

育者も運動遊びについて学ぶことができた。 

散歩を始めとする戸外あそびをそれまで以上に、意識的にカリキュラムに取り入れるようにした。 

以上 

上記のことを新たに取り組んでいます。 

 

 


