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事業所名：藤沢市立鵠沼保育園 
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１ 事業所基本事項 

ﾌﾘｶﾞﾅ フジサワシリツクゲヌマホイクエン 

事業所名 

(正式名称を記載) 

藤沢市立鵠沼保育園 

事業所住所 

最寄駅 

〒 251-0028  神 奈 川 県 藤 沢 市 本 鵠 沼 ３ － １ ６ － ２ ５               

小田急線 本鵠沼 駅下車   徒歩５ 分 

事業所電話番号 0466-36-4594 

事業所 FAX 番号 0466-36-4539 

事業所代表者名 役職名 園長    氏 名 富所  優子        

法人名及び 

法人代表者名 

藤沢市 

藤沢市長 鈴木 恒夫 

URL                                    

e－mail                                

問合せ対応時間 ８：３０～１７：００ 

 

事業所の概要１ 

開設年月日 昭和 39 年 6 月 1 日 

定員数 110 名 

都市計画法上の用途地域 住居専用 

建物構造 鉄筋コンクリート造り  1 階建て 

面積 敷地面積（1852.9）㎡   延床面積（650.87）㎡  

 

事業所の概要２（職員の概要） 

総職員数 35名 

 

うち、次の職種に該当す

る職員数 

 

施設長 （ 1 名）  

保育士 （ 30 名） 

保健師・看護師 （ 4 名：保育課） 

栄養士 （ 2 名：保育課） 

その他（事務員等 0 名 調理員 4 名  用務員１名） 

 

事業所の概要３（受入・利用可能サービスの概要） 

受入年齢 生後  ６ヶ月～小学校就学未満 

延長保育の実施 

有 ・ 無 備考：短時間保育認定  午前 7：00～8：30  

午後 4：30～7：00 

標準時間保育認定 午後 6：00～7：00  

休日保育の実施 有 ・ 無     

一時保育の実施 有 ・ 無 備考：8:30~17:00（４時間以内または８時間以内） 

障害児保育の実施 有 ・ 無 備考：３：１の職員対応 



 

 

病後児保育の実施 有 ・ 無 備考：  

 

保育の方針 

 

 

 

 

 

 

１．総合コメント 

総合評価（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項） 

施設概要： 

鵠沼保育園は小田急線本鵠沼駅下車、江ノ島駅線路沿いに徒歩 5 分の住宅街に位置している。広い園庭には桜の木が

あり、家庭的なくつろぎのある落ち着いた雰囲気の保育園である。 

園目標は「健やかな身体と豊かな心」、家庭的な雰囲気の中で、子どもたちが遊びに集中し、自らの力を発揮し、自己

肯定感を持ちながら、安定した園生活を送ることを保育の目標としている。また、保護者や地域の方々から理解を得な

がら、信頼される保育園を目指している。 

優れている点： 

「気づきカード」を設けて職員個々の気づきの共有化に取り組んでいる   

「8 月の GOOD JOB」「あんなこと、こんなことへの気づきカード」というチャートの掲示が、職員室外側の壁面に掲

示されている。２か月に１回、日々の保育の中で気づいたことを記名式のカードにメモ化しており、職員が分類整理し

て掲示している。気づきカードメモを書くことにより、職員一人ひとりの「気づきの力」を養うことに繋げており、職

員同士で日々の気づきを共有し、保育の実践にいかせるように取り組んでいる。 

藤沢市の保育指針に立ち返り、人権を尊重した園運営に力を入れている 

最も古い園舎は前回の東京オリンピックの 1964 年に建てられ、その後増改築を進め現在に至っている。人権に配慮

した園内の環境の整備を進めており、男女別に身体測定を実施するなどの取り組みを始めている。おむつ交換などにつ

いても、配慮を考えた環境設定に変更した。また、人権に関するカレンダーからは、職員による現場での配慮や注意を

書きだし、ツリー図で掲示して意識の向上を図っている。 

     

独自に工夫している点： 

園舎が分かれているので、掲示物をそれぞれ２箇所に掲示して、保護者への情報提供を工夫している 

園舎が２棟に分かれており、各クラスの出入り口が異なる。1 か所の掲示板で保護者などへ情報を円滑に伝えるのは難

しい環境になっている。よって、「重要なお知らせ」については、保護者が確認しやすいように各クラスに掲示し、掲

示用のボードを職員が手作りして確実に伝えられるように工夫している。また、全クラス園目標とクラス目標を手書き

でクラスに掲示し、園の目標を保護者にもアピールするなど工夫に努めている。  

人権に関する取り組みに力をいれている   

職員棟の２階職員トイレに人権カレンダーを貼り、人権に関する啓発を促している。さらに、２か月毎にカレンダーの

テーマに合わせた人権目標を、職員がポスターとして作成し掲示している。職員が更衣室を利用する際に、必ず目に触

れるようにポスターを掲示して、人権に関する意識の高揚を図ることに力を入れている。  

 

  

１）子ども一人ひとり人権を尊重し、健やかな心身の発達の保障をはかる。 

２）保護者とは子育ての共有化を図り、子育ての援助、また共に保育を進めていく信頼関係をもつ。 

３）地域に開かれた保育園として子育て支援を図ったり、さまざまな地域との関わりをもちお互いに理解を深めあう。 

４）子ども・保護者ともに安心できる保育園のために安全・安心な保育の実践、環境作りをする。 

５）園目標「健やかな身体と豊かな心」をもとに全職員が協力をしあいより良い保育の実践を行う。 

 
 



 

 

 

改善すべき事項： 

経験豊富な職員の地域やノウハウを若手職員に還元する取り組みを検討されたい 

園では総勢３５名の職員で保育をはじめ各種の園運営に取り組んでいる。職員会議をはじめとする各種の会議体、園内

外で開催されている各種の研修への参加、さらに目標管理や個人面談などを通じて業務の標準化や資質の向上に取り

組んでいる。さらに、経験豊富な職員も在籍していることを踏まえ、それらの職員の経験や知識を明文化し、誰もが同

じ視座から対応できるようにすることを検討されたい。   

外部から人材を受け入れる際には個人情報保護に関する理解を促す仕組みを整理されたい 

職場体験や体験保育などを受け入れており、透明性の高い園運営に取り組んでいる。受け入れ時にはマニュアルに沿っ

てオリエンテーションを行い、円滑に活動できるように支援している。個人情報の取り扱いについては個別の資料を設

けて説明しているとのことであるが、重要な案件であることを踏まえマニュアルに明記することが望まれる。さらに市

と連携して、説明を受けたとする確認書なども用意することを検討されたい。   

評価領域ごとの特記事項 

１ 人権への配慮 

① 市のルールに従い「人権施策推進責任者（園長）・人権施策推進担当者（職員：

上級主査）」をはじめ、「FUJISAWA にこやかクレド制度（にこやかクレド年間

目標と月の目標）」を担当する「にこやか推進員」を選出して年間計画を設定し

外部研修へ参加して、円滑に達成できるようにしている。 

② 鵠沼保育園人権目標（園目標と子どもへの目標）を具体的にそれぞれ４項目示

している。人権目標は園としての目標であり、子どもへの目標は子どもに培っ

ていきたい目標としている。園の人権目標は、年度当初に人権施策推進担当者

が中心となって策定している。新年度会議で担当を決め、1 月の会議で前年度

の反省を踏まえ、新年度版を数名の職員で策定している。3 月には担当者が策

定し、園長主任が最終確認をして次年度担当が運用する。10 月には人権に関す

る園内研修を行っている。 

③ 「虐待の禁止」を保育園規則に明示しており、虐待防止に関する責任者は園長、

体制については人権施策推進担当者が中心となって推進するとしている。さら

に体制を詳しく記載して円滑な推進を促すことも望まれる。研修としては、会

議や園内研修で内容を読み合わせ、グループ討議から発表を行い意識の高揚を

図っている。子どもに変わった様子が見受けられた際の声かけや通報などにつ

いて、職員への周知に努めている。さらに、入園面接に於いて、保育園規則の

配付と保護者への説明により理解を促している。職員には身体的苦痛や人格を

辱める行為 10 項目について、それぞれの意味、意図するものを話し合って本

質的な理解と動機付けにつなげている。 

④ 人権に関するカレンダーを職員用トイレに貼って注意喚起を促し、２か月毎に

カレンダーのテーマに合わせた人権目標のポスターを職員が作成して周知に

努めている。 

⑤  登園状況や会話、日々の顔色や活発さなどの様子に加え、着替え時、保護者の             

様子、持ち物の不備などを状況に応じてチェックし、主任・園長へ連絡するこ

とにしている。また関係機関との連携を図ることとしている。 

⑥ 保育に関する自己チェック表（子どもや保護者への基本的な関わりについて自



 

 

己点検してみましょう！という 30 項目程度のチェックリスト）を使って振り

返りに取り組んでいる。 

⑦ 個人情報に関しては「藤沢市個人情報の保護に関する条例」に加え「業務記述

書兼リスク管理表」を作成し、個人情報の事務的取り扱いを決めている。また

「e ラ－ニング」研修では全職員が時間を決めて、順番にスケジュールを調整

して実施している。保育園のしおりの「個人情報の取り扱い」について保護者

に説明をし、必要に応じて「ほけんだより」やホームページの掲載については

承諾書をもらっている。 

⑧ 入所時面談では「個人情報の取り扱い」、実習生などには「保育体験活動に参加

される皆さんへ」の中に「個人情報は守りましょう」の資料を使って守秘義務

の説明をしている。 

⑨ 保育園内での作品の掲示については、名前（ファーストネームのみ）をひらが

なで表記し、同名の場合のルールも決め掲示している。また、防犯上の観点か

ら散歩の時に名札はつけないなどの配慮をし、保護者にも理解を得られるよう

に説明している。 

２ 
利用者の意思・可能性を

尊重した自立生活支援 

① 建物が分かれているため、玄関とテラス正面の２箇所にクラスボードは掲示し

て、どのクラスの保護者も見られるようにしている。テラスの掲示板は地色を

緑にして目立つようにするなど、確実に見てもらえるように職員間で話し合い

改善している。保護者との日々のやり取りは、登降園時の伝言やおたより帳（幼

児）、家庭連絡票（乳児）で行っている。保護者との懇談会を年２回開催してお

り、春は調理員出席のもと 0 歳向けには離乳食の説明、1 月～2 月には２歳児

クラスに調理員も出席して幼児食について説明を行っている。さらに、個人面

談は最低年１回行っており、保護者の希望に応じて時間帯、回数など臨機応変

に応じている。 

② 入園時の説明会、懇談会、個人面談、また行事（運動会・公開保育・試食会な

ど）後のアンケートを実施して、意見、課題を把握している。即時に対応でき

る点は改善し、また次年度の運営の参考としている。藤沢市の市立 15 保育園

で同時期に保育に関するアンケートを実施しており、その結果は掲示して公表

している。職員は 15 園の結果を把握することができ、結果から課題を共有し

ている。 

③ 日々の子どもの個別状況は動向表に記載して、関係する職員は必ずチェックす

ることにしている。園長不在時は園長への連絡ノートを用いて情報提供し、さ

らに園長は必ず園に連絡を入れその日の様子を確認できるようにしている。 

④ 園目標の「健やかな身体づくり」では子ども一人ひとりの発達状況を把握し、

記録に残して共有している。担任は子どもの状況を把握して個人票に落とし込

み、該当児童について共有ができるようにしている。また、職員間のインフォ

ーマルな会話を通して一人ひとりの把握と計画を相談して個別配慮につなげ

ている。各年齢に応じた体づくりについても月齢差だけでなく、個々の育ちに

応じて保育を進められるよう職員間で共有して進めている。 

⑤ 「豊かな心」についても、子ども同士や保育士との関わりの中で愛情と信頼を

基本にし、毎日を生き生きと過ごせるような支援に努めている。基本的な情緒



 

 

の発達については、経験を通して無理に合わせるのでなく、その子どもの状況

に合わせて保育を進めることにしている。気持ちの安定を一番に考え、杓子定

規な枠にはめずに、一人ひとりの子どもにとって最も良い育ちができるように

取り組んでいる。乳児保育では人間形成の基礎を培い、幼児保育では経験や活

動を通じ、子ども同士、大人との関係を築き人と関わる力を養うように努めて

いる。 

３ 
サービスマネジメントシ

ステムの確立 

① 保育計画は藤沢市保育課程をもとに前年度の全職員からの反省を鑑み、前年踏

襲と内容により部分的修正をして年間計画を作成している。月単位の計画策定

はクラス担任と主任での話し合い、子どもの発達状況を確認し、月毎、期毎の

振り返りをすることで見直しに取り組んでいる。 

②  保育の実践・保育環境の整備・緊急時対応等には、藤沢市策定のマニュアルに

基づいて実践し、またマニュアルを自園に適合させるための見直しについても

随時行っている。今後、マニュアルの定期見直しの時期を決めて、推進担当を

マニュアルごとに決めて実践的なマニュアル活用を進めることが望まれる。 

③ 「安全衛生点検」「薬品持ち出し管理表」「記録媒体一覧表」「午睡時記録チェッ

ク表」等々の管理表を用いルールに従って運用している。 

④ 防災訓練は、年間計画に従って年間１２回実施している。個々に目標を設定し

たり、災害の想定も変えて訓練を実施し、子どもの安全確保に取り組んでいる。

防犯訓練についても年間計画に従って年間６回実施している。クラス内、園庭、

散歩先、時間帯など様々な設定をもとに訓練を行い、子どもの安全確保に取り

組んでいる。また、不審者対策では合言葉を子どもたちに周知している。災害

時には保護者に登録を依頼している「災害メール」に状況を配信することにし

ている。 

⑤ 保護者の意見・要望に対しての対応は「ご意見・ご要望の解決のためのしくみ

について」「保育会保育園利用相談室」「福祉サービス運営適正化委員会」など

を「保育園規則」の中に明示し、懇談会では口頭で説明・掲示して保護者に伝

えている。意見箱は全体掲示板の下に配置し、保護者からの意見や要望を受け

入れる姿勢を示している。 

⑥ クッキング保育・野菜の栽培・様々な資料作りなどの食育に関する取り組みは、

保育士と調理員で計画を立案し、用務員の助言も加味している。また、保護者

や地域の方々にも協力を求め、協働できるようにしている。 

⑦ 環境教育では、日々の行動や生活を通して、環境に配慮した生活態度や物を大

切にする心を育むことを目指し、乳児、3 歳児、4 歳児、5 歳児ごとに 4 期に

分け年間計画を策定している。子どもへの環境配慮の意識付けを行い、年度末

に振り返りを行っている。環境担当を決めて節水・エコへの取り組みをポスタ

ーや、注意書きにより啓蒙を推進している。 

⑧ 感染症対策は藤沢市感染症マニュアルに沿った早期対応に努めている。感染症

対策として保健所、保育課の保健師から提供される神奈川県感染症発生情報を

掲示して、注意喚起を促し、感染症情報システムに入力し保育課にも報告して

いる。毎日、発症状況や疾病の症状の説明文を掲示し、それ以外については園

として対応は明文化していないが園長主任の経験のもと、嘱託医への相談や保



 

 

健所や市のケーススタディを集めて対応できるようにしている。 

⑨ 防犯教室（神奈川県）、藤沢市の環境教育、交通安全教室などによって、教育的

保育の一環としている。 

４ 地域との交流・連携 

① 園の専門性を地域に還元する取り組みは、園で計画を立案し告知メールを配信

して申し込みまで受け付けている。またその内容は地域交流の情報提供とし

て、「すこやかメール」を基幹園版、南部版などとして作成し、各保育園や公民

館、市のハローベビー訪問事業、市民センター、支援センターなどの公共施設、

保育イベントで配布している。また、「いこーよ」（旧「こそだてネットふじさ

わ」）でも情報発信している。 

② 公民館まつりに子どもの制作物を展示して成長する様子を伝え、地域の保育園

所在地も明示し、さらに「廃材を生かした手作り玩具」や「手遊び」などのパ

ンフレットを展示してアピールに努めている。おやつレシピ、子育て相談、保

育園の 1 日の流れなどの子どもの育ちや、保育園の様子がわかるものを展示し

て情報提供に取り組んでいる。地域の子育てサークルとの交流にもつながって

いる。 

③ 藤沢市では地域の中での子育てや、民間保育園との連携を図るため、地域の保

育園との交流（起震車体験、消火器体験、環境教室の誘い）を行っている。ま

た、こどもの家の事業では、毎月保育士が出向いて相談を受け付けたり、離乳

食やトイレトレーニングなど子育てアドバイザーとして活動している。 

④ 世代間交流として、民生委員から紹介された地域の高齢者と子どもたちが一緒

に活動や食事（お昼）を摂り、運動会や卒園式の練習を参観する機会も設けて

いる。３歳児クラスから５歳児クラスまでの３年間同じクラスで交流している

高齢者もいて、子どもの成長を喜んでくれる機会にもなっている。 

⑤ 近隣の 10 数件の家庭には毎月の藤沢市作成の「ほいくえんだより」を配付し

て園情報を提供し、園行事のお知らせや協力依頼をしたり、新年度の挨拶など

で園運営に関する理解を深めてもらえるようにするなど、近隣との好意的な関

係作りに努めている。 

⑥ にこにこデーを年間９回 10:00～10:45 予約制で実施している。活動内容に

より３組から 10 組を受け付け、保育園体験を実施している。園庭遊び、室内

遊び、人形劇、離乳食相談会、親子の体験保育なども計画され実施している。 

⑦ 今年の保育目標にある「地域に根ざした保育園」として、近隣との良好な関係

作りに取り組んでおり、地域の子育ての拠点としての理解につなげている。ま

た、時には近隣に迷惑を掛けしてしまうことがあっても丁寧な対応を心がけ、

理解してもらえるような関係作りに取り組んでいる。 

５ 
運営上の透明性の確保と

継続性 

① 藤沢市ホームページで鵠沼保育園の「園の概要」「保育目標」「入所状況確」「年

間行事」「園の保育の様子」などを掲載している。「園のあそび・行事」（定期的

に更新）については本年度 5 月,8 月,1１月,2 月,4 月の当初計画の５回から８

回に増やして園の独自性、食育、あそびについてその意図も合わせて市民に伝

えられるようにしている。 

② 入園を機能する保護者には、保育の状況を考慮したうえで、いつでも対応して



 

 

いる。電話で見学予約を受け付け、パンフレットをもとに保育内容や保育制度

を説明し、案内を実施している。また、育児相談を受けることもある。園見学

は昨年度年間 95 組、今年度 80 組（11 月）となっている。受付票にある「知

りたい情報がありましたら」については、見学終了後に個別に対応することに

している。 

③ 入所時の面談では「保育園のしおり」「保育園規則」に沿って説明し、理解を深

めてもらえるようにしている。 

④ 園の子育て支援や世代間交流事業のパンフレットを公民館等に常置し、園舎外

の掲示板に掲示したり、園見学者や一時預かり保育の申し込み者に配付してい

る。 

⑤ 保護者に向けては、保育目標と保育計画も各クラスに張り出し、保育目標の共

有を目指している。園内でのトラブルなどについては原因と対応のお知らせを

掲示して周知に努めている。また、感染症発生の際には、各クラスの感染症情

報を保護者に掲示して注意喚起を促している。園舎の修繕工事などについても

その都度お知らせを行っている。日々の清掃チェックリストもクラス内にファ

イルに入れ掲示し、保護者がいつでも目にすることができるようにしている。 

⑥ 藤沢市 15 園の保育に関するアンケート結果は保護者に公開しているが、行事

のアンケートについては公表されていない。アンケートから得られた課題を園

ではどのように取り組みを進めているのか、どのような判断をしたのか、その

理由を含めて保護者に還元することが望まれる。 

６ 職員の資質向上促進 

① 市の保育計画の中に職員の資質向上について明示されており、市において年次

別に職員研修が実施されている。地域子育て支援センターでの支援方法などを

学ぶ研修にも、今年度は２名の職員が参加しており、入職 3 年以上の職員は全

員参加している。研修後は報告書を園長に提出して成果を振り返っている。 

② 人事評価制度として職員一人ひとりが「目標管理シート」を作成して個人目標

を立て、主任、園長と面談によって目標を共有し、中間で達成を確認したり、

アドバイスを受け達成につなげている。また、全職員の目標管理シートから抜

粋したものを掲示して閲覧可能とし、テーマの共有や協力体制につなげ職員の

資質向上につなげている。 

③ 職場（園内）研修の年間計画を作成し、グループワークや職員が講師になって

の研修を行っている。アレルギーによる誤飲を想定したシミュレーションなど

実践的なものや、保育の質を高めるため公務員倫理（コンプライアンス）、接遇、

業務課題など保育所保育指針の理解につなげるテーマなどを設けている。職員

が持ち回りで講師となるほか、外部講師を招聘して年間５回程度実施してい

る。AED 講習は 2 年に１回の実施になっているため、他園に赴いて講習を受け

ることもある。また、職員会、幼児・乳児・クラスの話し合い等での意見交換、

ケース検討、情報交換なども職員の育成機会としている。 

④ 外部の研修や講習会に出席した際には資料の回覧や会議で報告し、他職員への

還元に取り組んでいる。外部研修は必要とする職員に紹介し、推奨して年間２

回前後参加できるようにしている。基本的な研修については新人を中心に参加

を進め、臨時職員研修も年１回用意されている。 



 

 

⑤ 市の職員研修、階層別研修、派遣研修、全職員を対象とした様々な分野の e ラ

－ニング研修を受講できるようにしている。 

⑥ 市の新採用者を対象とした研修、他の職場経験など、様々な現場体験によって

育成につなげている。また、園においても他部署の配属者を受け入れており、

これらを通して、行政の理解を進めている。 

 

 

 

２．自己評価の結果 

大項目 1 保育環境の整備 

評価項目に添って、自己評価を行った結果です 

 

大項目１全体（調査確認事項全 81 事項）を通してのサービスの達成状況 

 

 

１００％ 

 

大項目１の内容(概要) 

１ 人権の尊重 

子どもや保護者に対する態度や言葉遣い 

出生や国籍、性差などによる差別の禁止 

子どもの虐待予防や早期発見のための地域の関係機関・団体との連携 

2 プライバシー確保 
プライバシー確保への配慮 

個人情報保護の体制整備 

3 
家庭と保育園との 

信頼関係の確立 

家庭との連絡、情報交換の体制 

家庭の意向・希望の把握 

4 苦情解決システム 苦情解決の体制整備 

5 環境整備 

温度や湿度等の管理 

洗剤等の危険物の管理 

おもちゃ、遊具等の管理 

6 
健康管理（感染症対策・救

急救命を含む） 

体調不良児、けがへの対応 

感染症への対応 

救急事態発生時の医療機関・家族等との連携 

7 危機管理（防災･防犯） 
火災や震災等の対応 

日常の防災･防犯体制の整備 

8 地域の子育て支援 地域内の子育てニーズの把握と支援 

9 自己評価と情報開示 

自己点検･改善活動の実施 

地域への情報提供、情報開示 

見学や保育参観の機会の設定 

10 職員研修 
職員研修の実施 

実習生の受入れ、指導 

 

 

 



 

 

大項目２ 保育内容の充実 

評価項目ごとに、事業所の取り組みを記載して下さい 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

子どもと保育

士とのかかわり

において、子ども

の情緒の安定を

はかることや、順

調な発育･発達を

促すためにどの

ような取り組み

をしている。か 

① 乳児においては、少人数グループによる保

育を取り入れている。特定の保育士と少人数

の子どもたちが一緒に過ごすことにより、子

どもたちが安心し、落ち着いて過ごすことが

できるようにしている。 

また、特定の保育士と関わりを持つことで、愛

着関係が形成でき、その保育士の前では甘え

たり、思いを表したりできるよう、丁寧な保育

を心掛けている。" 

② 順調な発育・発達を促すために、それぞれ

の発達に合った遊びを取り入れている。その

中で、出来たことを認めてもらい、励まし合っ

たりすることで心と身体が育つことを大切に

している。 

③ 子ども一人一人の様子を把握するために、

定期的に会議、話し合い等を設け、職員間の連

携を図り、家庭とも子どもの成長を共有して

いる。 

①乳児クラスでは、少人数のグループ保育を行うこ

とによって丁寧で細やかに対応ができる環境を作っ

ている。０歳児の授乳や食事の際には、１対１で目を

合わせて 「おいしいね」と話しかけ会話をしながら

食事を楽しみ、寝る前にはスキンシップでふれあい

タイムを作るなど、安心して落ち着いた食事や睡眠

がとれるようにしている。保育士が子どもの精神的

な支えとなり、子どもが自分を守ってくれる存在が

身近にいるということで、心の安定に繋がるよう努

めている。 １歳児は子どもが目で見て分かりやすい

ように、それぞれのグループにリンゴ、バナナ、ブド

ウなどのマークを付けて、一人ひとりにも動物など

のマークをつけることにより、成長とともに自分の

物が出し入れできるような取り組みを行っている。

また、０歳児・２歳児においても同様の配慮を行って

いる。 

②子どもの発達に合った玩具などを配置し、子ども

の希望を聞きながら好きな遊びで遊べることを大切

にしている。乳児にはペットボトルのキャップやス

トローなどの身近な道具を使った手作り玩具で、手

先や指先を使う遊びを取り入れている。 また運動遊

びでは、自分の身体を自分でコントロールできる力

を身につけられるようにしている。乳児クラスは、布

団を使って山登りやトンネルくぐりをすることで、

不安定な場所を足腰で踏ん張って進む遊びなどに取

り組んでいる。幼児クラスではリズム遊びを通して、

つま先から手の先までしなやかな体作りの活動を行

っている。同じ遊びを繰り返すことで少しずつ自信

がもてるようになり、楽しく自然に得意を伸ばして

いけることを目指している。保護者が参加する公開

保育やホールを利用した幼児クラスのリズム遊びの

時などは、子どもたちが頑張る友だちを応援する姿

などもみられる。 

③毎月の職員会議、主査会、乳児の話し合い、幼児の

話し合い、各クラスの話し合い（例えば１歳児の場

合、1 歳の担任 3 名と主任保育士）などを通して、そ



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

の月の反省と次の目標などの話し合いを行ってい

る。毎朝 8 時半の勤務職員は園長と朝礼を行い、毎

日の様子を記録する動向表で子どもたちの様子を保

育前に確認し、献立も含め共通理解のもとで保育を

行うこととしている。乳児クラスはお昼にも保育士

が集まり、確認事項や話し合いを行っている。年２回

の保護者懇談会や行事後のアンケートを実施し、保

護者の意向の把握に努めている。１日の活動の様子

はホワイトボードにクラスごとに記入し、お迎え時

に確認できるようにしている。一人ひとりの様子は

日々の送迎時の会話やおたより帳で連絡を密にし

て、子どもの成長を保護者と共有し、信頼関係を築い

ていくことを大切にしている。 

子ども同士の

かかわりにおい

て、個の違いを認

めあうことや他

者と自分を大切

にする心をもて

るようにするた

めにどのような

取り組みをして

いる。か 

①子ども一人一人の思いを十分に受け入れな

がら保育士が仲立ちとなり相手の気持ちに気

付けるようにしている。 

②乳児は乳児交流の日を設け、一緒の空間で

遊び、幼児は縦割りで交流する機会を持って

いる。 

異年齢の交流を通して様々な刺激や興味関心

の幅を広げたり、他者との違いに気付けるよ

うにしている。集団遊びや同じ目標に向かっ

て取り組んでいく中で色々な思いを経験し、

互いを大切にする心を育んでいる。 

③職員が子ども一人一人の人権を大切にしな

がら保育をしている。 

また、子どもたちと共に人権について考えて

いくことで、互いを認め合えるような機会を

持っている。 

①少人数のグループ保育を行うことにより、子ども

同士のぶつかりあいにも丁寧に対応するよう努めて

いる。乳児での玩具の取り合いなどの場合は、貸して

ほしい子どもには「待っていようね、次貸してって言

おうね。」と話しかけ、別の遊びを提供するなど子ど

もの気持ちに寄り添い、玩具で遊んでいる子どもに

は「まだ使いたいよね、でも次はお友達が待っている

から貸してあげようね」と話しかけるなど、一人ひと

りの気持ちや思いに共感し気持ちの橋渡しをする丁

寧な対応に努めている。幼児はお互いの気持ちを整

理して言えるように働きかけ、時にはみんなで考え

る時間を設けて、相手の気持ちに気付き、関わり方を

知るよう援助している。 

②月１回の乳児交流は、０，１，２歳児を２グループ

に分けて活動を行っている。平均台を使ってのバラ

ンス遊び、三角巾やエプロンを着てお料理をするま

まごと遊び、１、２歳児で手を繋いて園舎のまわりを

散歩するなど楽しさを共感する時間としている。５

歳児は午睡用布団のシーツの取り外しの手伝いをし

て年少児から「ありがとう」の声をかけられ、一緒に

着替えを手伝ったり絵本を読んであげるなど自然な

交流が行われている。今年度から乳児と幼児で誕生

会を分けて行っているが、乳児の誕生会には５歳児

が歌や踊りを披露し、一緒にお祝いの時間を過ごし

ている。幼児は３，４，５歳児を３グループに分けて

リズム遊びや秋祭りなどの行事の活動を行ってい



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

る。秋祭りでは魚釣りコーナーや的あてコーナー、ピ

ザ屋さんなどのお店屋さん制作を通して、みんなで

一緒に何かを作ることで、教えたり模倣したり一緒

に遊ぶことの面白さを感じられる取り組みをしてい

る。 

③２ヵ月に１回、人権目標を意識して職員での話し

合いの時間を設けている。１０月は「子どもの人権」

をテーマにして各職員の考えを箇条書きにしたもの

をまとめてポスターにし、職員の休憩室に貼り毎日

確認するようにしている。職員会議では鵠沼保育園

規定の園児の人権の１０項目をグループに分かれて

話し合いを行い、人権の意識を色々な角度から考え

ている。年に１度、「保育環境の見直し・改善」で人

権を意識した人的・物的環境は整えられているかに

ついて課題を書き出し、人権担当職員がまとめ、会議

で話し合い共有している。 

子どもと社会

とのかかわりに

おいて、人に役立

つことの喜びを

感じたり、人と関

わることの楽し

さを味わうこと

ができるように

するためにどの

ような取り組み

をしている。か 

①当番活動や手伝いをする機会を多く持ち、

感謝されたり認められることの喜びを味わ

い、自信へとつながるようにしている。 

グループで活動を行い、友だちと目的を持ち

協力して行えるようにしている。 

②色々な人と積極的に関わる機会を設けてい

る。用務員、調理員、保健師、栄養士などいろ

いろな職種の人との関わりを大切にし、その

仕事を知り、生活に関係の深い人と親しみが

持てるようにしている。 

③世代間交流、小学校との交流、インターンシ

ップなど地域の人との交流を持つようにして

いる。 

様々な人々が使う場所に出かけ、色々な人と

のかかわり方や社会とのつながりが意識でき

るようにしている。" 

①それぞれの年齢に応じてグループでの当番活動を

実施している。３歳児は食事の挨拶や寝る前のイス

の片付けなどクラスの中での当番、４歳児はそうじ

や野菜の水やりなど園内の当番が加わり、５歳児は

シーツ交換や体操リーダーなど園全体の当番を行っ

ている。グループで協力してみんなで楽しく取り組

むことで他人に対する思いやりの気持ちを育くみ、

上の子へのあこがれや、褒められたり認められたり

する満足感が自信に繋がっていくように支援してい

る。 

②食育の一環として年間を通して、園庭での野菜作

りを種まきから収穫まで用務員と一緒に行ってい

る。夏にはスイカを栽培し、大きくなるスイカをみん

なで楽しく観察した。収穫したスイカを体重計で計

り６キロの重さに驚き、スイカ割りをして用務員と

一緒においしく食べる体験をした。収穫したピーマ

ンやトマトなどで調理員と一緒にクッキング保育で

ピザを作り、その様子を園の HP にアップして保護者

に伝え、家庭での会話へと繋げるようにしている。 

③世代交流として月に１回、民生員と一緒に高齢者

との交流を行っている。昔遊びのあやとりなどを教

えてもらい、一緒に制作をするなど関わりを深めて

いる。地域との交流では、心身障害者福祉センターの
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(事業所が記載した原文のまま公表します) 
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同年代の子どもたちとの交流を月１回行い、思いや

りの気持ちや社会性、協調性を育てていく取り組み

をしている。中学生のインターンシップでは関わり

を持ち楽しいひと時を過ごした。鵠洋小学校を訪ね

て、1 年生と一緒に遊ぶ中で校庭でのかけっこや遊具

遊び、教室の様子やランドセルを見せてもらうなど、

安心して小学校に通う心の準備の機会を設けた。ま

た、近隣の保育園と一緒に、消防署による園庭での

「起震車体験」、清掃車でゴミが車の中に取り込まれ

ていく様子を見る「ごみ体験教室」、警察官による交

通安全教室を開くなど、社会ルールについて学ぶ機

会も図っている。４，５歳児が園の隣の畑でさつま芋

堀をさせてもらった際は、隣の方を園に招待してお

礼のポスターを作り、収穫したさつま芋で調理員が

作ったスィートポテトを子どもたちと一緒に食べる

ことで感謝の気持ちを伝え、園に対する理解と協力

関係を築いている。 

 生活や遊びな

どを通して、言葉

のやりとりを楽

しめるようにす

るためにどのよ

うな取り組みを

している。か 

①歌・手遊び・絵本・言葉遊びやゲームを通し

て言葉に触れる中で、言葉を発する事の楽し

さや言葉への理解や興味・関心を広げている。 

②保育士と子ども、また子ども同士の関わり

合いの中で、言葉のやりとりを大切にしなが

ら、言葉のイメージを共有し、コミュニケーシ

ョンを図ったりごっこ遊びなどを取り入れて

いる。 

③身近な人や地域の人、異年齢児との関わり

の場を設定し、その場に合った言葉の使い方

や、言葉のやりとりの楽しさを知らせている。 

①毎日の保育の中に、年齢や季節に合わせた活動を

取り入れるようにしている。乳児は担当制の少人数

グループ保育により、タイミングよく応答すること

で信頼関係を築いていくよう心がけている。また、こ

とばの響きの心地よさや、歌いながら足の指をポン

ポンする「くるくるぽん」など、ふれあい遊びを通し

た発語や情緒面の安定を大切にしている。幼児はあ

やとりや折り紙など友達同士で話しながらやり取り

を楽しむ遊びを取り入れ、一人でできない時に友達

の意見を聞いたり、話し合うことで保育士や友達と

の関わりを深めることで、ことばの育ちに繋げてい

くことを大切にしている。 

②自由な発想を大切に受け止めながら遊びが広がっ

ていくように玩具や教材などを用意している。レス

トランごっこでの「おかわりしてもいいの？」などの

会話や、郵便屋さんごっこで相手を考えて好きな絵

や文字を書き、「早く届くといいな」など思いを口に

しながらのごっこ遊びなどで、自分の気持ちを伝え

たい、通じ合いたいと思える事に繋げている。異年齢

交流の秋祭りでは、魚釣りコーナーの年長児の「ひと

り一本です、釣り竿どうぞ。」などの言葉を模倣して

年下の子も同じように呼びかけができるようになっ
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(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

ていたとのことである。また、季節の歌や絵のポスタ

ーを一緒に制作して掲示することで歌を通して言葉

に興味をもち、保護者にも伝わるようにしている。 

③朝の登園時には、保育士が一人ひとり体調確認と

健康チェックを行い、子どもは保育士の手を握り、目

を見て「おはようございます、〇組の〇です、元気で

す！」と伝えている。畑では用務員に「よろしくお願

いします」調理員には「ごちそうさま」と自然に挨拶

ができるようになっている。４歳児のクラスには、言

われてうれしい言葉と嫌な言葉を「ふわふわことば、

とげとげことば」として掲示している。子どもと一緒

に考えわかりやすく伝える工夫をしている。また、声

の大きさを棒グラフで掲示して目で訴えて分かりや

すく教えている。５歳児の子ども同士のけんかでは

見守りながら、タイミングをみて介入し、その時に言

われてうれしい言葉や嫌な言葉を伝え、子どもと一

緒に考え自分たちで解決できるように支援してい

る。 

生活や遊びな

どを通して、話す

こと・聞くことが

楽しめることや

言葉の感覚が豊

かになること、自

分の伝えたいこ

とが相手に伝わ

る喜びを味わう

ことができるよ

うにするために

どのような取り

組みをしている。

か 

①安心できる人的環境をつくり、一対一の関

わりの中で丁寧な受け止めを大切にし愛着関

係や信頼関係を築くようにしている。表情や

しぐさ、言葉を受けとり、聞いてもらえる喜び

を味わうと共に、伝えたい話したいという気

持ちを育んでいる。 

②絵本や紙芝居などに触れ親しむことで言葉

の美しさ、豊かな感情表現を伝え、イメージを

広げたり言葉の面白さや楽しさを感じられる

ようにしている。 

③子どもと関わる際は、よく話を聞き、気持ち

を汲み取り共感したり、代弁したりしている。

幼児は、当番活動や話し合い、発表などを通し

考える経験や伝え合う機会を大切にし、伝え

方や伝える喜びを知らせている。 

０歳児は１対１の対応を意識して信頼関係が育つよ

うに関わることを大切にしている。「ミルクのもう

ね、おいしいね」などの言葉をやさしく語りかけて接

するなど一人ひとりの子どもとゆっくり関わる時間

を作ることを心がけている。子どもが指さした方向

を一緒に見て、言葉にならない気持ちを汲み取り、代

弁し応答的な関わりや言葉かけにより自ら言葉を引

き出せるように育んでいる。「これ」と言える子には

「イチゴだね、おいしいね、あむあむ」と、指さしに

対して言葉で返すことで喃語やしぐさから代弁した

り応答して発語を促すようにしている。 

各クラスには本のコーナーがあり、子どもたちがい

つでも自由な時間に好きな本を手に取って読める環

境を整えている。玄関にも図書コーナーがあり、本に

年齢や種類で色分けテープを貼ることで、本の選択

がしやすいようにしている。登降園時に親子でイス

に座って絵本を読む機会や家庭での会話に繋がって

いる。２月の「なかよし会」では２歳から５歳児が劇

やオペレッタなどを発表する機会を設けている。劇

遊びのために保育士が絵本を読み聞かせ、嬉しさや

悲しさなど本の内容を共感して親しみを深め、本の
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第三者評価での確認点 

世界のイメージを広げて練習に取り組み発表してい

る。発表会後は、遊びの中に劇の印象や場面が出てき

ており、ごっこ遊びなどに繋がっている。 

０歳児はあやし遊びなどでやさしく語りかけ、保育

士とのコミュニケーションを楽しむことで人への愛

着や信頼感を築く取り組みをしている。年齢に応じ

た当番活動を通して、グループで話し合ったり発表

する機会を作っている。３，４歳児は当番の子が名前

を言って自分の意見を発言する機会を設け、５歳児

は毎日全員が、帰りの時間に一日を振り返り、嬉しか

ったことや今日のイベントの感想を発言する機会を

設けている。 

生活や遊びな

どを通して、楽し

んで表現するこ

とができるよう

にすることや表

現したい気持ち

を育むためにど

のような取り組

みをしている。か 

①乳児は、少人数でのグループ保育を実施し

ている。保育士は一人一人と十分に関わり、信

頼関係を築き、安心できる環境の中でその子

らしく表現できることを大切にしている。保

育者自身も表現者になり、子どもたちと楽し

い経験をしていく中で、その感動や発見に寄

り添って共感し、イメージする力を育ててい

る。 

②幼児は、集団生活の中で自己発揮できるよ

う個を大切にし、日々色々な経験を出来るよ

うにしている。また興味や関心を引き出せる

よう導入を大切にし、子どもの言葉に耳を傾

けてその想いに共感し、表現することを楽し

めるようにしている。表現する喜びを十分味

わえるように、いろいろな素材や用具を準備

している。 

０，１，２歳児は少人数のグループ保育を取り入れて

おり、１対１で安心した愛着関係を築き、自分なりの

表現や保育士と一緒に楽しむ経験を通して表現やイ

メージする力を育むことを目指している。１歳児は

「だいこんさん」のふれあい遊びで体をくすぐった

り、やさしく動かしてあげるなどふれあい、関わりを

深めるために大切なスキンシップを多く取り入れて

いる。２歳児はままごとや食事風景を模倣してのご

っこ遊びなど、自分が見て実際に経験したことを遊

びに繋げ、保育士と一緒に楽しみイメージする力を

育てている。 

②集団活動では、一人ひとりが色々な体験ができる

ような興味を持ちやすい遊びの導入に努めている。

２歳児は片栗粉粘土を使って「トロトロ」「ねとねと」

など、多様な感触を味わう遊びを行った。３歳児は小

グループの２，３名で活動し、細かい気づきに対応で

きるようにしている。自分たちで栽培したトマトで

は、芽が出る時から実が生り緑色から赤色に変わる

変化を絵にかいて表現し、収穫したトマトのにおい

や形を感じるなど一緒に楽しむことを大切にして取

り組んでいる。５歳児は自分で作りたいクッキーの

イメージを「クッキーづくり設計図」で描き、その絵

を粘土で作ってイメージを膨らませ、実際にクッキ

ー生地で焼く手順をふむなど、ワクワク感を膨らま

せながら時間をかけて取り組むことで、子どもたち

の自由な表現活動を応援している。 
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生活や遊びな

どを通して、自発

的に表現する意

欲を育むことや

みんなで一緒に

表現する喜びを

味わえるように

すること、創造的

に表現すること

ができるように

するためにどの

ような取り組み

をしている。か 

①子どもたちの興味や関心に合わせて、遊び

の設定・工夫をしている。また、異年齢交流な

どを通して、楽しく遊んでいる姿を見せ、自分

もやりたい、一緒にやりたいとの、興味・関心・

あこがれ等の気持ちが育つようにしている。 

②乳児では、様々なごっこ遊びを通し、保育士

も共に関わりながら模倣等を引き出すように

している。その際、言葉や形にならない想いを

代弁し、表現しようとする姿を大切にしてい

る。 

③幼児では、日々の保育の中で一人ひとりの

考えを互いに認め合えるようにしている。同

じイメージを持てるようにし、膨らませてい

きながら一体感・表現する喜びから達成感へ

とつなげている。 

④身近な自然事象について、興味や関心が持

てるような関わりをしている。子どもの感じ

た発見や驚き、不思議さなどの感性に共感し、

その思いを受け止めている。 

①子どもたちが主体的に関わり、そこで生じる遊び

を通して発達していくことを大切にしている。土曜

保育は同じ部屋での合同保育を行っており、年長の

子は下の子の手をつないで共に園庭で遊び、靴を履

かせてあげるなどの様子が自然にみられる。乳児の

誕生会では年長児が歌やダンスを披露し、年長児の

姿を見て模倣したり手本になってもらうなど、交流

を深めている。 

②乳児は日頃から動作が模倣できるような手遊び歌

やリズム遊びを取り入れ、言葉の育ちにもつなげて

いくよう取り組んでいる。１歳児のお昼寝ごっこで

は、保育士も仲間に入りスカーフを掛けて寝転び、ブ

ロックを長くつなげて掃除機を作るなど、安全を確

保しながら園生活などから模倣・表現・遊びにつなげ

て遊べるよう心がけている。２歳児の色水遊びでは、

色々な色水を作ることからジュースやさんごっこに

発展し、保育士がレストランのドリンクバーを作っ

てクラスみんなでレストランごっこを行うなど、年

齢ごとに子どもの遊びを充実させるための環境づく

りを目指している。 

③幼児は運動会のお遊戯の曲「はんぶんこ」の歌詞

「楽しいも悲しいもみんなですべての気持ちを半分

こしようよ」を保育士がポスターに書き、その周りに

子供たちが歌のイメージを絵で張り付けて、相手の

気持ちに気づく機会を設けた。運動会では日々の練

習を楽しみ、クラスの連帯感や表現する喜びや達成

感・満足感が広がった。秋祭りでは、３，４，５歳児

がグループに分かれ異年齢でお店を出したが、５歳

児がリーダーになり何のお店を出すか、何が必要か、

役割分担を決めるなど、子ども主導で進めることで

友達を認め助け合い、達成感を味わうことのできる

活動となった。 

④遠足の前には、５歳児が空をみながら晴れること

を祈り、日本の昔からの文化であるてるてるぼうず

制作を行うなど遠足の内容だけでなく天候や気候に

も関心を抱かせる取り組みを行った。子どもたちと

一緒に芋ほりで収穫したさつま芋のツルで保育士が

クリスマスのリースを作り、食べる以外にも使える

ことを子どもたちに伝え興味を促し、子どもたちは
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園庭に咲いた花を摘み保育士とともにリースに飾り

付けをして自然や季節を感じる機会を設けた。 

 生活や遊びな

どを通して、聞

く・見るなど感覚

の働きを豊かに

することや身体

を動かす楽しさ

を味わうこと、身

近なものに対す

る興味や関心を

引き出すために

どのような取り

組みをしている。

か 

①興味や関心にあった視覚教材を活用し、言

葉のやり取りを楽しんだり、より興味が深め

られるようにしている。乳児・幼児別で誕生会

を行い、年齢に合った集会を通じて友だちへ

の関心や様々な出し物に興味を持たせてい

る。 

②戸外遊びや散歩を通じて、全身運動や年齢

にあった遊びを行っている。乳児は、発達に応

じたグループ分けを活動内容により取り入れ

ている。幼児は、縦割りグループで成長に必要

な様々な運動遊びが経験できるようにしてい

る。 

③生活に興味・関心が持てるように物的環境

を整えている。乳児は簡単な身の回りの事が

自分でできるように工夫、配慮をしている。幼

児は様々な集会に参加し体験したり、保育士

の手伝いや当番活動を通じて人の役に立つ喜

びや意欲へつなげている。 

①全体的な計画をもとに、子どもの年齢や発達の状

態に応じて絵本やパネルシアター、エプロンシアタ

ーなど計画性のある保育内容や適切な援助活動に取

り組んでいる。各クラスに絵本コーナーを設け、玄関

の図書コーナーの本は年齢や種類で色分けテープを

貼り、子どもたちが選びやすいように配慮し、貸出し

も行っている。保育士がポスターに書いた季節の歌

の歌詞のまわりに、子どもたちが曲のイメージを絵

で表現して貼り、みんなで歌い楽しみながら覚えら

れるようにしている。ボランティアのママさん劇団

（あひるの子劇団）による人形劇は、地域交流として

地域住民にも声掛けをし、地域の子どもたちと一緒

に観劇する機会でもあり、子どもたちは楽しみにし

ている。月１回は乳児と幼児で誕生会を行っており、

乳児の誕生会に幼児クラスの子どもたちがお祝いの

歌を歌い、乳児クラスの子どもたちは模倣しながら

一緒に歌い楽しんでいる。 

②園庭は全園児が一緒に遊べるほどの広さがあり、

滑り台、ジャングルジム、鉄棒、ぶらんこ、プールな

ど年齢や発達段階に応じた運動や遊びを保育士と一

緒に体験できる環境を整えている。乳児クラスは園

庭でボール転がしやおいかけっこを楽しみ、室内で

は布団を利用して山登り、トンネルくぐりなどを体

験し、上り下り運動を無理なく体を動かせるような

取り組みを行っている。ケガや事故につながらない

ように危険なものを片付け、安全な環境の下で思う

存分遊べるように配慮している。幼児クラスは縦割

りグループで、リズム遊びや運動会の演目の練習な

ど、意欲的に取り組めるような活動を通して、異年齢
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交流を楽しみながら無理なく体を動かせるようにし

ている。 

③０歳児から自分のマークや色で棚や荷物を区別し

て、子どもが自分でわかりやすいような環境を整え

ることにより、積極的に自分で身の回りの事を行う

意欲を引き出すような取り組みを行っている。年１

回の県の防犯課からの「防犯教室」では、合言葉で不

審者を知らせる方法などの話をしてもらい、保育士

と一緒に確認を行っている。また近隣の私立保育園

も参加して園庭で行った「起震車体験」では地震時の

対応を学ぶ機会を設けた。市の交通安全課からの「交

通安全教室」では、園庭で信号機を使用して信号の渡

り方、横断歩道の渡り方を体験し、5 歳児は就学に向

けて交通ルールを教えてもらう機会としている。他

にも清掃車でゴミが車の中に取り込まれていく様子

を見てゴミの分別の話をするなど、社会ルールにつ

いて学ぶ取り組みを行っている。 

生活や遊びな

どを通して、身近

な様々なものに

対する探索意欲

を満足させるこ

とや社会や自然

の事象や、動植物

への興味や関心

をもてるように

するためにどの

ような取り組み

をしている。か 

①子ども主体で遊べるように、空間作りを工

夫している。夏期には様々な感触遊びを取り

入れ、行っている。年間を通じて乳・幼児そ

れぞれの交流日を設け、異年齢への興味を満

たしている。遊びの中で形、時刻などへ興味

が持てるように取り入れている。 

②季節や天候を話題にして、図鑑や絵本を活

用し、より関心を深められるようにしてい

る。また、自然物を使った制作を行ってい

る。散歩や生活を通じて、交通ルールや公共

の場でのマナーを知らせている。環境教育計

画を基にごみの分別や物を大切に扱うことな

どに関心を持たせている。 

③畑の野菜や花の生長観察や栽培をし、収穫

後はクッキング保育や食材に使用して興味を

持たせている。身近な昆虫を観察したり飼育

を通じて大切に扱う気持ちを育てたり、絵本

や図鑑と見比べて関心を深めている。 

①牛乳パックや段ボールなど身近な素材を使用し

て、子どもたちが自由に思い思いの遊びができるよ

う工夫している。段ボールで作った１つの電車をた

くさんつなげ、みんなで電車ごっこするなど一人の

遊びから集団への遊びに発展することもある。絵本

やパズルなど、遊びによってはじっくりひとりで遊

ぶことを楽しめるように、コーナー作りをして遊び

の環境を整える配慮を行っている。２歳児は夏に水

遊びの一環として「あわ遊び」を行い、固形石鹸であ

わを作り、においやふわふわ感を鼻や手で感じて楽

しんだ後に、そのあわを使って手で洗濯体験を行っ

た。また、小麦粉・油・塩・水などを混ぜて手作りで

粘土を作り、材料を加えて作る過程で手触り感が変

化する感覚や、食紅を加えることにより色が変わる

楽しみを経験するなど、遊びを通して物の形の変化

などに興味が持てる取り組みを行っている。異年齢

交流は、年間を通してさまざまな関わりがあり、朝夕

の集団遊びや毎月の誕生会、七夕会などの行事や運

動会などを通して一緒に遊ぶ楽しみや思いやりや社

会性、協調性を育むよう援助を行っている。 

②七夕会や節分の行事では、絵本を使って行事につ

いて伝えながら、日本独自の文化に親しみをもてる



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

ようにしている。園の周辺は豊かな自然に恵まれて

おり、園庭や散歩の時に見つけた落ち葉で、葉脈のこ

すり絵を色で表現したり、松ぼっくりが乾燥して開

いていく変化を観察するなど日々の保育を通して季

節の変化や自然の現象に興味がもてるよう取り組ん

でいる。また、園で栽培する季節の野菜も栽培、収穫、

食事を通して保育士や調理員が図鑑やポスターを使

って関心を深められるように援助している。日々の

散歩では、道路標識に目を向けたり、白線の中を歩く

など交通ルールに対する意識付けを行っている。「身

近なマーク」の絵本を使用して、標識や道路、生活で

見かける標識を知る機会を設けている。防災訓練で

は、5 歳児が近隣宅の玄関先にある「子ども１１０番」

表示を確認することも組み込まれている。年度初め

に作成した「環境教育年間計画」に沿って、ごみのマ

ークや分別の必要性や栽培物や生き物の世話・ふれ

あいを通して命あるものの大切さを知らせる取り組

みを行っている。 

野菜の栽培やクッキング保育を通じて食に関する興

味や意欲を高め、「生きる力」を養う取り組みを行っ

ている。クッキング保育では身近な食材を使用して

自分たちで調理することで、調理の楽しさやおいし

さを感じてもらい、食べる意欲を育む取り組みを行

っている。園庭や散歩で見つけたテントウムシなど

の昆虫は飼育箱で飼育し、保育士と一緒に図鑑や絵

本を見ながら関心を深めるよう援助している。また、

園で育てた朝顔を使い花の色から色水を作り、ひま

わりの種の収穫や、花びらでままごとをするなど、自

然を身近な遊びに取り入れるよう心がけている。 

自分から食べ

ようとする意欲

を育んだり、排泄

をしようとする

意欲を育むため

にどのような取

り組みをしてい

る。か 

①保育園内の畑で野菜を育て、世話をしたり、

生長を観察し絵を描いたりシールで収穫量を

示したりしながら食に対する興味や関心を育

んでいる。また、育てた野菜を使ってクッキン

グ保育を実施し、食事を作る楽しさ、食べる喜

びを経験できるようにしている。 

②一人一人の子どもの発達・成長を家庭と共

に確認した上で、トイレットトレーニングを

すすめている。子どもの気持ちに寄り添い、無

理なくトイレに誘うようにし、自立へと繋げ

野菜の栽培を用務員や保育士と一緒に種まきから行

ない、水やりをしながら生長を観察している。収穫し

た野菜を子どもたちが調理室に届け、調理員がその

日の給食に一品メニューを増やしてみんなで食べる

ことにより、収穫や食べる喜びを体験する取り組み

を行っている。自分たちで育てた野菜を普段食べら

れない子どもが一口食べることができ、まわりの子

どもたちから、「すごい、食べられたね」と声を掛け

られ、嬉しそうにする姿も見られている。収穫したナ

スやトマトの数をポスターにシールで貼ることで視



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

ている。 覚で表現する取り組みも行っている。廊下には調理

員が季節の野菜の絵を描き、元気な体づくりのため

の野菜の栄養を平仮名で書くことで関心がもてるよ

うな取り組みをしている。年６回のクッキング保育

では、３，４，５歳がメインで保育士と一緒にクッキ

ー、カレー、ピザ、とん汁作りを行っている。３、４

歳児は前日に収穫した野菜などを洗い、５歳児はニ

ンジンやジャガイモの皮むきを体験する。保育士が

調理する時には白衣とマスクを使用して透明の鍋で

調理し、音やにおいを身近で感じてもらい、より楽し

くなるような工夫している。子どもたちと作ったカ

レーは幼児合同で会食し、いつもと違った雰囲気の

中で楽しく会話が弾む様子が見られる。 

②基本的生活習慣については、一人ひとりの子ども

の発達・成長に合わせ、保護者と日々の送迎時の会話

や連絡帳などを通して連絡を取り合いながら進める

こととしている。子どもの気持ちに寄り添い、無理な

くトイレに誘うようにしながら自立へと繋げるよう

に援助している。０歳児から「おむつ変えようね」「き

もちよくなったね」などの言葉をやさしく声掛けを

しながら清潔になる心地良さを感じるような関わり

を心がけている。幼児トイレにはドアを設置し、羞恥

心への配慮をしている。失敗したときはマイナスの

気持ちが生まれないように、「次はトイレで出るとい

いね」など前向きな声掛けを心がけている。 

身の回りのこ

とを自分でしよ

うとする意欲を

育むことや基本

的な生活習慣を

身につけること、

食事や休息の大

切さを理解する

ことができるよ

うにするために

どのような取り

組みをしている。

か 

①年齢や発達に合わせ、マークをわかりやす

く示し、子どもが自分で自分の物や場所がわ

かるようにしている。使った玩具を片付ける

ことができるよう絵や文字で表示し、乳児期

でも自分で取り組める環境をつくっている。 

②子どもたちが自分の身体に興味を持ち、健

康や生活リズムなどを理解できるよう掲示物

や集会などを行っている。また、日々の生活・

保育の中で生活習慣について知らせている。 

③休息出来る環境を整えた上で、周囲の環境

と自分の身体の関係についてわかりやすく知

らせ、休息をなぜとるべきかの理解に繋がる

ようにしている。 

０歳児から自分のマークがあり自分の持ち物や自分

の場所を覚えられるように示し、乳児期から自発的

に出し入れができる環境設定を行っている。０歳児

はいつも同じ場所に玩具を整理しており、「絵本は立

てて置こうね」「お片付けしようね」など繰り返し伝

え、できたことはほめて次につながるように支援し

ている。幼児はままごと用のエプロンはたたんでし

まうなど、より丁寧な片付けをする様子が見られ、保

育士は時間がかかっても見守り、自分で気付いて行

動できるような働きかけをしている。 

年間の「保健計画」や保健目標の「丈夫な体をつくる」

に沿って、保健担当の保育士が健康についてのさま

ざまな知識を得ることが出来るよう、年に数回健康

集会を行っている。体のどういうところを通ってう



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

んちになるのか、虫歯にならないためにはどうした

らいいか、手洗い・うがいはなぜ大切かなどを、イラ

ストや実演することでわかりやすく伝えるようにし

ている。４歳児のクラスには、食事のマナーについ

て、見やすい場所に絵カードを掲示し、正しい姿勢や

食器の置き方、食べ方などについて子ども自身が気

付き、意識出来るよう働きかけ、保育士と子どもたち

で話し合いをして確認する時間を作っている。 

③午睡前には絵本の読み聞かせをして、落ち着いた

環境で寝られるように配慮している。乳児は授乳後

にマッサージやふれあいを通して安心して睡眠でき

るよう心がけている。風邪対策などの体調面では、季

節に応じて注意すべきことを、「どうしたら体が守れ

るかな？」とクイズ形式などを取り込み、その都度保

育士が確認をしながら伝えることとしている。好ま

しい生活リズムについてのポスターをクラスに掲示

し、保護者に向けても情報提供を行っている。日々の

保育の中では、散歩や遊びで身体を十分に動かし、た

くさん遊んだ後にはしっかり休んで元気になること

を伝え、活動と休息のバランスの大切さを実感でき

るようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

大項目３ 保育園の特徴 

評価項目ごとに事業所の取り組みを記載して下さい 

 

項 目 
事業所による特徴的取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

子どもの豊か

な心と身体をは

ぐくむための特

徴的な取り組み

について説明し

てください 

①乳児・幼児それぞれが計画的に異年齢を進

め、日々の生活の中では幼児が乳児に手伝い

に行ったり、園庭で一緒に遊ぶ中で譲り合っ

たり我慢する力を培っている。 

②中学生や高校生、地域の高齢者の方々と触

れ合う中で、やさしさを感じたり年上の人へ

のあこがれや人に対する興味・関心を育てて

いる。 

③広い園庭を有効に活用し、発達に合わせた

運動遊びを展開している。また、定期的にリズ

ム遊びを行ったり、園外保育に出かけ、地域の

公園で遊ぶなどし、年間を通して体力づくり

に取り組んでいる。 

 

園目標の「健やかな身体と豊かな心」をもとに、年間

を通してさまざまな異年齢児交流を行っている。乳

児交流は２グループに分けてリズム遊びでお互いに

模倣しあい、保育士に手伝ってもらいながら物の貸

し借りをするなど徐々に相手との関わり方を学んで

いく機会としている。幼児交流は運動会やお祭りの

イベントでのゲームコーナー作りを通して、一緒に

頑張った満足感や達成感を感じ、他人に対するおも

いやりの気持ちも育む取り組みを行っている。園庭

遊びでは、小さい子の手をつないだり、靴はきや帽子

かぶりの手伝いをするなど自然な交流が見られる。

滑り台や鉄棒など順番を待って遊ぶ事や、小さい子

にボールを貸してあげて「ありがとう」と声をかけら

れるなどの経験を積みながら成長を促している。 

中学生や高校生の職場体験を受け入れている。大人

ではない、ちょっと上のお兄さんやお姉さんとの交

流を子どもたちは楽しみにしており、あこがれや嬉

しさがあふれる体験となっている。また、年に６回、

民生員と一緒に高齢者の方との交流も行っており、

色々な遊びや関わりを通して優しくしてもらい、楽

しいことを共に経験することで興味が広がるきっか

けとなっている。 

園庭は園児全員が出て遊ぶことができる広さがあ

り、ジャングルジムや鉄棒、上り棒、滑り台などの設

置遊具以外にも三輪車・スクーター・竹馬・フラフー

プなど好きなものを出して遊べる環境を整えてい

る。幼児クラスは月１回の運動遊びを行っており、運

動会で１年の成果を発表する場となっている。近隣

の公園は自然に恵まれたたくさんの木があり、ドン

グリ拾いや落ち葉広いで季節感を感じ、公園の丘を

歩く機会を通じて足腰を鍛えるなど体力づくりに取

り組んでいる。 



 

 

項 目 
事業所による特徴的取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

保育環境に特

別な配慮を必要

とする子ども（長

時間保育、障害児

保育、乳児保育、

外国籍園児）の保

育に関しての特

徴的な取り組み

について説明し

てください 

①朝夕の長時間保育は、子どもの利用の状況

に合わせ職員体制を作り、子どもの状況を全

職員が把握出来るようにしている。 

②支援児保育については、状況に応じて加配

をし、また保育園全体で援助できるように、職

員会議でケース検討をし共通理解を持てるよ

うにしている。 

③乳児保育は少人数のグループで同じ職員が

かかわるようにし、信頼関係を築いている。ま

た、担任保育士間では情報共有を行い違いの

ない関わりが出来るようにしている。自己発

揮をし受け止めてもらえる環境の中で、生活

習慣の獲得ができるよう援助している。 

朝夕の長時間保育は、保育士が乳児担当１名、幼児

担当１名の体制をつくり、子どもが安心してゆっく

り過ごせるよう配慮している。延長時間では遊具の

入れ替えを行い、コーナーを作り集中して遊べるよ

うにするなど環境設定を工夫している。担任以外が

保育に入るため、日中の子どもの様子を口頭と連絡

ノートや動向表を活用して申し送りを行い、連携を

図れるように努めている。 

配慮が必要な支援児に対しては担当を１名つけ、子

どもに合った関わりが持てるよう援助を行ってい

る。職員会議の中で情報を共有し、話し合いや対応

を確認して全職員が同じ対応ができるように努めて

いる。クラスの子どもたちも認識し、一つの個性と

とらえ自然に受け入れることが出来ている。 

乳児クラスでは同一の保育士が子どもと関われるよ

うに、担当制で少人数のグループ保育を行うことに

よって丁寧で細やかに対応ができる環境を目指して

いる。一人ひとりの発達に合わせて指導計画を立て

ており、子どもの個性を尊重した関わりが出来るよ

う取り組んでいる。毎日の保育前には動向表を活用

して前日からの子どもの様子を確認し、各クラスで

使用している連絡ノートにも細かな引き継ぎや連絡

事項を記載して連携が図れるように努めている。 

健康管理に特

別な配慮を必要

とする子ども（ア

レルギー疾患を

もつ園児、乳児保

育、病後時保育な

ど）の保育に関し

ての特徴的な取

り組み（アレルギ

ー食対応、個別

食、離乳食など）

について説明し

てください 

①   アレルギー食の対応については「アレル

ギー対応マニュアル」に基づき対応している。

医師の指示があり除去が必要な場合は、保護

者・園長・調理員・担任で面談を行う。また、

除去食を提供する際は個別のお盆にのせ毎回

必ず確認をし誤食がないようにしている。 

②   離乳食は離乳食食材一覧表を使い発達に

合わせ提供している。保護者との連絡を密に

とり、食べる楽しさを伝えながら無理なくす

すめるようにしている。 

③   病後の登園時には病時の症状や食欲など

を細かく聞き取り、一日体調の変化等の観察

をして保護者へ知らせている。登園後体調に

変化が見られた場合は、保護者に知らせ対応

をしている。入園時には感染症等の登園基準

を知らせている。 

食物アレルギー児に対しては「アレルギー対応マニ

ュアル」に基づき除去食の提供を行っている。「食物

除去の指示書」「食物アレルギー対応食申請書」など

の書類を通して保護者・園長・調理員、担任で面談

し、確認を行っている。保護者には毎月「給食成分

表」と「アレルギー用献立表」で翌月の給食メニュー

にチェックで確認をしてもらい、園長・調理員・担任

が再度確認して調理室とクラスに置いて対応するこ

ととしている。配膳時は、担任が調理室に「給食成分

表」を持ってアレルギー食のみの受け取りに行き、調

理員と声出し確認と給食のふたを開けての確認を行

うこととしている。給食は名前、アレルギー食材を記

入したお盆にのせ、食べる直前までふたをして、担任

がふたを開けることとし、安全にむけて取り組んで

いる。 

離乳食は、入園前の面談時に離乳食メニューの写真
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を使用して説明を行っている。保護者には入園後の

４月初めに調理員が調理した４種類のサンプルを利

用して、発達の状況に合わせたメニューの説明や試

食を行い、保護者と話し合いながら進めることとし

ている。新しく食べた食材はチェック項目にチェッ

クをしてもらい確認をしながら進め、家庭連絡帳や

送迎時の声掛けで様子を伝えて一人ひとり無理なく

すすめることとしている。 

③病後の子どもの様子は登園時に保護者から細かく

聞き取り、配慮する事などを確認することとしてい

る。給食時の食欲の有無や体調を注意深く観察し、病

後児に対する細やかな配慮をしている。 毎日の子ど

もの健康状態は保護者から「健康カード」を使って体

温、睡眠、咳、鼻水、などの項目にチェックを入れて

もらい、健康管理の目安としている。 

食に関しての

特徴的な取り組

みについて説明

してください 

①「藤沢市保育計画」における食育の推進に基

づき「楽しく 美味しく 食べる」ことを食育

目標とし、年間計画を立案した上で、各年齢に

合わせた取組を行っている。 

 ②クッキング保育では、作物の成長段階から

関心が持てるようにし、幼児クラスにおいて

は「カレー・豚汁・ピザ・クッキー作り」等に

おいて調理員によるデモンストレーションも

行い、視覚・嗅覚・聴覚など五感に向けた取組

を実践している。 

③保護者向けに給食レシピの紹介、当日メニ

ューの展示、食育に関する掲示を行っている。 

また、新入園児、３歳児の保護者には試食の場

を設け、園で提供する給食への理解をして頂

くようにしている。 

・保育指針、藤沢市保育計画に従い、各年齢の年間を

４期に分けて食育年間計画を策定している。2 月の

年間の反省をもとに、新担任が月案に反映させて策

定している。０歳児については個別の計画を策定し

ている。試食会の実績は保育課に提出している。 

・保育計画はクラスの目標、ねらい、健康・人間関係・

環境・言葉・表現について年度末までの育ちを見通し

段階的に計画を策定している。 

・クッキング保育では子どもたちと一緒に作ったり、

作る過程を見せることで食に関心を持てるようにし

ている。クッキング保育の内容を子どもが家庭で話

すことで、保護者にも食に関心を持ってもらえるよ

うにしている。食材に親しむため、年齢に応じて手伝

いの内容を決め、全てのクラスが参加できるように

している。 

・試食会では、保育園で使用している食材を写真を

使い紹介し説明している。だしは天然物を利用して

薄味だが味がしっかりしていると保護者からも評価

されている。 

・担任が喫食状況を見て、献立について栄養士との

話し合いを行っている。クラスごと、フリーの職員、

調理員が意見をカードに記入することで栄養士と情

報を共有し次月の献立に反映させている。食器の形

状や、調理形態も反映させて改善している。 
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・展示食のほか、０歳児クラスには ABCD の段階の

離乳食の写真を掲示している。 

・クラスごとに用務員の支援のもと夏野菜と秋野菜

年２回野菜を育てている。タネ撒きから、水やり、収

穫、成長の過程を絵に描くなど収穫したものを可視

化できるようにしている。 

・生長した野菜を観察し、それぞれに感じたことを

自由意見で発表することで興味を育てている。 

・クッキー作りにあたっては、設計図を書いて粘土

で試作することでイメージを膨らませることで実際

のクッキングにつなげている。 

・食材を切った後は、調理する過程を見学する中で、

その素材がどのように変化していくかを観察し気付

いたことを自由に意見交換する場を作るなどの機会

を図っている。 

・5 歳児は、袋に材料を入れ生地を作り、伸ばしてト

マトペーストや具材を乗せるピザ作りをした。 

・今年はナスが大収穫だったため近所におすそ分け

をして喜ばれた。 

・調理員による年数回保育園のレシピの紹介は、保

護者にも喜ばれている。子どもが給食で食べた献立

を家庭で保護者に催促し、給食を家庭で再現してい

るという報告もある。 

・子どもが家庭で給食を調理したいという要望が多

くあるとのことで、レシピの提供をすることが家庭

への食育につながっている。 

・食材の体への働きを示し栄養についても掲示して

いるが、平仮名で掲示することで親子で一緒に読め

る降園前の親子のコミュニケーションにつながって

いる。 

家庭とのコミ

ュニケーション

に関しての特徴

的な取り組みに

ついて説明して

ください 

①各クラス内に園目標、毎月の保育について、

また全体掲示用ボードには年間予定、行事等

全園児に関したお知らせを掲示している。特

に毎月の保育は、乳児は生活と遊びについて、

幼児は五領域に分けてその月に重視したいこ

とを具体的に掲示し、保護者にわかりやすい

よう発信している。 

②毎日の保育の内容や子どもたちの様子につ

いては、クラス用ボードや連絡帳（乳児）、お

・外のテラスのグリーンのボードには全体的な掲示

をしている。 

・保育に関してはクラスに掲示している。乳児は生

活・遊びに関して、幼児は 5 項目（健康・環境・表

現・人間関係・言語）を掲示し、年間計画や、月案に

合わせた内容を保護者に提示している。 

・毎日の保育の様子はクラス担任が１４：３０頃に

クラスごとにテラスの全体掲示に掲示している。イ

ラスト入りや、色付きにするなど内容によって工夫
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たより帳（幼児）を活用したり、送迎時に口頭

で伝えている。 

③懇談会、保育参観、個人面談を行うことによ

り、園の方針、クラス運営、個々の保育園での

様子を伝え、保護者の方の意見や要望、子育て

に関する相談に対応し、家庭と共に子どもの

育ちを育んでいけるようにしている。 

している。 

・朝は保護者の様子や子どもの視診をし、お迎え時

にはその日の子どものエピソードを伝えられるよう

にしている。 

・懇談会では年齢の発達について話している。 

・年長クラスは生活、学ぶ力、関わる力としたポスタ

ーを作り、就学に向けて園と家庭の保育の共有を図

っている。 

・行事ごとの保育内容の説明を A2 サイズのポスタ

ーに説明資料として掲示し、園での様子を保護者に

伝え共有できるようにしている。 

・懇談会に出られなかった保護者には、使用した資

料に補足したものをクラスに掲示し、情報の共有を

図っている。 

・保育参観は年齢が上がると参加率が下がっている。

保育参観後はアンケートを行っている 

・年２回公開保育（２日間）行っている 

・個人面談は最低年１回必ず実施しており、要望に

はいつでも対応している。５歳児になると個別の相

談が増えている。 

・保育に関するアンケートを藤沢市 15 園でアンケ

ートを行い、結果を保護者と共有している。 

地域の子育て

支援に関しての

特徴的な取り組

みについて説明

してください 

①地域交流の取組として、体験保育、園庭開放

を実施し、同年齢の子どもたちと交流を持つ

と共に、随時園見学の機会を設け、保育園の様

子を知って頂いたりしながら、近隣在住の方

と触れ合えるよう努めている。 

②年間計画に基づき、HP で保育園の生活紹介

を行ったり、子育てメールを配信し地域交流

の日程や取組を伝えている。 

③公民館、地域子どもの家等と連携し、公民館

行事に参加したり、毎月の子育て相談にて対

応に当たったりしている。 

①地域に根ざした保育園として、育児相談（あいあ

い・園内での育児相談等）・体験保育・園庭開放など

子育て支援を行っている。図書館・公民館・市民セン

ター・市役所の子ども関連課や地域の子どもの家（ロ

グハウス）にチラシを配布して告知を行っている。ま

た、子育てネットの子育てメールに登録してもらっ

た家庭には月１回の案内を送る仕組みになってい

る。地域交流後には利用者から感想を書いてもらい、

要望などがあれば次回の企画に反映できるよう努め

ている。園庭開放は毎日受け付けており、１０時から

１６時の間（午睡時間の１２時から１４時を除く）利

用でき、近隣在住のふれあいの場となるよう努めて

いる。園の見学は随時行っており、昨年から土曜日も

年２回の見学を受けている。 

②園の HP では、１年を通して「保育園のあそび・行

事」をテーマにして季節ごとに年８回更新を行うこ

ととしている。春の５月は２歳児のクラスの遊び、８
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月はクッキング保育やメニューの紹介、１１月は運

動会の様子や０，１歳児のクラスの遊び、２月は幼児

のクラスの遊びなどを載せ、日々の保育の様子を伝

えている。 

③子育て支援の一環として、保育士が公民館の行事

に参加し、子どもの制作物の展示や育児情報のパン

フレットなどを掲示して情報提供を行い、地域の子

育て相談を実施している。「子育てふれあいコーナー

（あいあい）」や児童館にも出向き育児相談に応え、

子育てガイド、アドバイスを行い地域の要望に応え

るよう努めている。 

 


