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２０１９年度 学校関係者評価の結果報告書 

 

  学校評価の取り組みは、７年前より実施してきておりますが、年度から全ての保護者を対象

としてアンケートを実施することにいたしました。本年度の学校関係者評価にご協力いただき

ました皆様に御礼申し上げます。 

教職員にとっての評価の目的は、自身の教育・保育を振り返り、反省したことを次の指導に

生かしていくことです。そうした振り返り、反省の材料となるのが、学校関係者の方のご意見

であり、評価でもあります。このたび、お寄せいいただきましたご意見・ご感想を受けて、新

年度において、対応させていただくこともございます。常に、次の教育・保育を見直し、改善

を図れるような学校評価となるよう、今後も継続して取り組んでいきたいと思います。 

 

 アンケート対象園児数 ２７５名    回答園児数１６７名（回答率６０.７％） 

                                      単位：名 

設問１ 子どもさんは、楽しく園に通っている。 

                            あてはまる、ややあてはまるの 

                           合計が９９．４％（前年度９８％）

となったことから、                   で前年度より向上していることか

ら                           ら、一定の評価を受けていると考 

                           えられる。すべての子どもたちが 

                           楽しくく園に通えるよう、あては

まるの割合を更に高めていける 

ように教職員一同が力を合わせて 

                           まいります。                            

 

設問２ 子どもさんは、友達と仲良く遊んでいる。 

 

 あてはまる、ややあてはまるの合計が 

９８．２％（前年度９７％）で、前年度より 

向上していることから一定の評価を得ている 

と考えられる。 すべての子ども達が友達と 

仲良く遊ぶことができるよう、保育者が関わ 

っていく必要がある。 

  設問１ 設問２ 設問３ 設問４ 設問５ 設問６ 設問７ 設問８ 

あてはまる 126 118 86 69 86 90 111 96 

ややあてはまる 40 46 77 82 73 71 50 63 

あまりあてはまらない 1 3 4 15 7 5 6 8 

あてはまらない 0 0 0 1 1 1 0 0 

設問１

あてはまる

75.4％

ややあて

はまる

24.0％

あまりあてはまらない

0.6％

設問２あまりあてはま

らない 1.8％

ややあて

はまる

27.5％
あてはまる

70.7％
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設問３ 子どもさんは、園から出された課題を、自分なりの力でやり遂げようとしている。 

                            あてはまる、ややあてはまるの 

                           合計が９７.６％（前年度９５％）

となっていることから、ほとんど 

                          の子どもたちが自らやり遂げよう                           

としていると考えられる。 

                            一方で、あまりあてはまらない、 

                           と回答された子どもたちへの個別

の対応が必要である。 

 

 

 

設問４ 園は、教育方針や園行事などについてわかりやすく伝えている。 

あてはまる、ややあてはまるの合計で 

９０.４％（前年度８３％）となり、前年度より 

向上したことから一定の評価を得ていると考え 

られる。しかしながら、行事の連絡について時 

期が遅いとのご意見をいただいており、まだま 

だ改善する必要があると考えています。 

教育方針は、園だより及びクラスだよりの中 

で、わかりやすく伝えることを心がけました。 

今後も、園行事のご案内は、余裕をもってお 

知らせしてまいります。 

 

 

設問５ 子ども一人一人が大切にされ、認められる園になっている。 

                             

あてはまる、ややあてはまるの 

                            合計が９０.４％（前年度９５％）

となり、前年度より低下したこ

とを重く受け止めております。 

すべての教職員が一人一人の

子どもを大切にする保育とは何

かを考え取り組むよう指導して

まいります。 

 

                                                          

設問３

あては

まる

51.5％ややあて

はまる

46.1％

あまりあて

はまらない

2.4％

設問４
あまりあ

てはまら

ない

9.0％

ややあて

はまる

49.1％

あては

まる

41.3％

あてはまら

ない0.6％

設問５

ややあて

はまる

49.1％

あてはまる

41.3％

あてはま

らない

0.6％

あまりあ

てはまら

ない

9.0％
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設問６ 園は、保護者の方の協力や場を生かした保育・教育を行なっている。 

 あてはまる、ややあてはまるの合計が 

９６．４％（前年度９３％）であることか 

ら、一定の評価を受けていると考えられる。 

 あてはまるの割合を更に高めていける 

よう、保護者の皆さんのお力をお借りす 

る機会を増やしていきたいと考えていま 

す。 

 

 

 

 

設問７ 園は、園内の清掃や整理整頓に努め、子ども達が気持ちよく園生活が送れるよう心掛

けている。 

                                                     あてはまる、ややあてはまるの合 

                          計が９６.４％（前年度９８％）であ

ることから一定の評価を受けている   

                        と考えられるが、前年度から低下し 

                        たことを重く受け止める。 

                           子ども達が、今後も気持ちよく園 

                          で生活していけるよう、園内の清掃 

                          や整理整頓に努めてまいります。 

 

 

 

設問８ 園は、子ども達の安全に配慮した運営を行なっている。 

 あてはまる、ややあてはまるの合計は 

９６.４％（前年度８６％）となり前年度 

より１０％アップしたことから、今年度、 

養護教諭を採用して対応していることは 

一定の評価を得ていると考えられる。 

一方で、あまりあてはまらないの割合が 

３.６％となり、保護者の皆さんが不安を 

感じておられることをしっかりと受け止め 

る必要がある。外遊びの際の保育者の人数と 

子ども達との関わり方を更に研究し、保育者 

の連携を高めてまいります。 

 

設問６

ややあて

はまる

42.5％

あては

まる

53.9％

あてはま

らない

0.6％あまりあ

てはまら

ない

3.0％

設問７

あてはまる

66.5％

あまりあ

てはまら

ない

3.6％

ややあて

はまる

29.9％

設問８

あてはまる

53.9％
ややあて

はまる

42.5％

あまりあ

てはまら

ない

3.6.％
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 設問９ 「平成３０年度 教職員の自己評価集計結果とその考察」をご覧になったご感想・ご

意見等をお書きください。 

 

半数以上が入れ替わったと聞いているので、最初は仕方ないと思ったが、今は問題ない

と思っています。とてもいい先生たちなので、安心して任せられるとてもいい園です。 

 

先生方の仕事量がかなり多いのではないかと思いました。保護者の方でもお手伝い出来

る事があればしたいと思います。 

 

清掃の行き届いていないトイレがあるというところが気になりました。コウモリなど鳥

の糞も落ちているのなら、清掃・消毒が行き届くよう改善して頂けたらと思います。 

また、行事が多いといったところも保護者から見て頷ける部分です。子どもたちが楽し

んでいるのは喜ばしいことですが、保護者にも保育者にも負担が掛かりすぎるのであれば、

もう少しゆったりとした年間行事数であることが望ましいのかなと感じました。 

 

園行事の華美さは大人の自己満足なだけではないかと感じる。やはり、もっと、質を下

げる事は必要だと思いました。園児数も多いので先生方にかかるストレスを減らし、負担

を減らす事で先生方が思う保育、家庭では学べない経験を子供達に伝えて欲しいです。 

 

娘も先生が大好きって言っている。 

 

園児に対しても保護者に対しても真摯に向き合ってくださりありがとうございます。来

月には卒園となりますが、藤認定こども園に通園することができ本当に良かったです。 

 

子供達の自発活動に重きをおくという理由で、行事が簡素化されていくことに疑問を感

じます。幼稚園からこども園になり、先生も入れ替わり、自発的な行動と指導のバランス

が難しいのは理解できますが…。 

 

子供一人でも大変なのに先生方はとても良く対処して頂けていると思います。凄いなと

思います。 

 

保育に関して、沢山考えて頂いていることを、改めて感じました。また、今後も宜しく

お願いします。 

 

まず内容を知りたくても長文がとても多くコドモンのパソコン画面なので字が細かく読

むのに時間がかかりすぎ見にくい 

 

１年間ありがとうございました。様々な場面で、子どもの成長を感じることができました。 
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お忙しい中、自己評価を毎年お疲れ様です。先生方はお忙しい中でも丁寧に園児に接し

てくれて、よく見てくれている印象です。地域との関わりや研修など園外の仕事もあり、

大変だと思いますが無理のないように頑張ってほしいです。 

 

職員の皆さん一人一人が日々温かく子どもを見守り育てて下さり、子どもも毎日園生活

を楽しんでいます。何より私自身が保育士さんに子育ての悩みを相談し聞いて頂けること

がとても有り難いです。育児にあたり孤独を感じることなく子育て出来ていること、これ

は共に子どもを想ってくれる人がいるということの証なんだと思います。こんなにも子ど

もに目を向け育てて下さる保育士さんだからこそ、日々心も身体も健康に過ごして頂くこ

とを願ってやみません。 

 

担任の先生に対し受け持つ生徒数が多く、日々、試行錯誤して保育をしていただいてい

る様子がよく分かりました。保護者としては、担任の先生と送迎時にコミュニケーション

が取れることはとても貴重な機会だと思うので、ホームクラスの先生にも申し送りしても

らったり、普段の様子や困ったことがあった場合は連絡が取れるとありがたいと思います。 

 

一人ひとりの先生は子供のために頑張ってしていただいていますが、職員数が足りない

のではないかと思うときがあります。 

 

毎朝、先生からおはようございます。と笑顔で挨拶していただいてます。子供も大きな

声で挨拶できる様になり、朝からいい環境だと感じています。 

お友達と関わりが増えた分、トラブルも多いのだと思いました。子供達が思い通りにな

らない時の感情表現、それぞれ違うと思いますが、大きなケガに繋がらないようにお願い

したいです。 

 

書かれている意見にもありましたが、４、５月は担任の先生と園側の多少の連携不足を

感じる事もありましたが、問題視する程ではなく、その後は毎日スムーズに対応して頂い

ていると思います。 

 

4月に入園してから、1度も幼稚園に行きたくないと泣いた事がなく、毎日ニコニコで行

きます。いつも子供の事をちゃんと受け止めて話しを聞いてくれる優しい先生に、ありが

とうございます。 

 

先生方が、子供達のために日々一生懸命考えていただいていることがよく分かりました。 

送迎時にも、その日の様子など、詳しく教えてもらえるので、安心できます。 

 

本年度からお世話になっておりますので、詳細分かりかねます。 
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先生方も日々悩み模索しながら保育しているんだなと感じました。親としては、安全第一

で、子供が毎日楽しく園生活を送れたらそれで十分です。でも、沢山の子供達を抱えてい

ると、なかなか一筋縄ではいかないのも理解しているつもりです。先生方にもゆとりをも

って保育できる環境を作って頂けると、必然的に子供達の安全面や楽しさに繋がると思い

ます。 

 

Ａ、Ｂの評価以外の回答が、なくなるようにしてほしい。なくならいと、子供を預ける親

としては、心配です。 

 

スマホから見ているので小さく見ずらい。以前の様に紙で出してもらえると助かります。 

 

バス通園の為、あまり先生とお会いする事もなく、子供が日々どう過ごしているのか分か

りません。クラスによっては連絡ノートで教えてくれるそうなのですがそれもなかったの

で先生によってバラ付きがあると感じました。お忙しいとは思いますが、たまには教えて

頂きたかったです。 

 

    子供達の事を大切に考えてくれている先生方が多いことに嬉しく思います。行事の準備

は本当に大変だと思います。子供も、運動会、発表会前の練習の時は、「遊びの時間が少な

いでイヤや～」と言うこともありました。でも、「みんなで上手にやりたいの。みんなに上

手に出来るの見せたいの。練習がんばる」と話していました。先生達の説明がきっといい

んだなあと思うし 1 年 1 年子供の成長を感じます。いろんな行事で成長することもたくさ

んあると思うので縮小ばかりしていくのは残念な部分もあります。 

 

    担任の先生によりアタリ、ハズレのレベルで保育の仕方、子どもの見方、保護者への対

応に違いがあり過ぎると感じています。子ども個々を見るというよりも、自分の保育観で

見ているように感じる。 

  

    日々の業務や行事の準備に追われ、十分に対応出来ない部分があったという意見が散見

された。働き方改革が進む中で、教育の場はグレーな部分が多く、私学となると公と扱い

が異なる事もあると思われる。その中で先生方は努力していただいていると感じている。

改善案として行事縮小の意見もあったが、共働き世帯も多く、個人的には良いと感じる。

日々の活動の向上に繋がればと期待する。 

 

    たくさんのご意見がある中で、『行事の縮小や簡素化』『行事を見直す必要がある』とい

う一文が印象に残りました。様々な園行事がありますが、例えばお泊まり保育は年中の頃

から子供も楽しみにしており、また運動会や発表会などは子供たちの成長が見られる場と

して祖父母含め保護者として心待ちにしています。ただ、参観等で園の様子を見ると先生

方の負担が大きすぎるのでは、と思うことも確かです。子供たちと保護者、そして先生方
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の皆が楽しめる園行事が出来る園であって欲しいです。 

 

    先生方が日頃からいかに熱心に保育に取り組んでいらっしゃるか読み取ることができま

した。毎日の保育から各種行事の準備と実行、地域との交流や保護者への対応まで、多岐

にわたる業務を限られた人員と時間で遂行していくことは、保護者の立場から見ても大変

だと思います。先生方の温かい保育のおかげで、娘も毎日楽しく通園しています。本当に

ありがとうございます。これからも娘共々よろしくお願いいたします。 

 

    先生方によって考え方や能力の違いは仕方がないと思う。ただ担任でなくても朝顔を合

わせたら名前を呼んで挨拶をしてくれる先生もいるなか、こちらが挨拶をしても目も合わ

せず、返事も返ってこない先生もいるのはすごく悲しい気持ちになります。 

担任の先生はよくみてくださっていて子供の個性を理解してくれています。親の悩みも

親身になって聞いてくださるのですごくありがたいです。 

 

どの先生がたもしっかり園や子どもたちの為に一生懸命で感謝しています。ありがとう

ございます。 

 

 

 設問１０ その他、本園の教育について、ご意見等がありましたら、お書きください。 

 

これからも、生活発表会を別々にして頂くとありがたいです。朝から昼までの方が子供

にもあまり負担がかからず、良かったです。 

 

運動会の席について、1番前の席の人で、開会式中や競技中にに祖父母、両親、子供 1人

の家族が一度に現れてて自分の席で立って敷物を敷いたり、撮影の準備したり、子供が立

ちっぱなしで放ったらかしで座るように促さなかったり、膝立てて立ってたりなど非常識

な人がいました。すごい邪魔で撮れなかった。開会式や競技中などは席では立たない、膝

立てない、子供にも座るように促す、敷物は開会式が始まるまでに敷くか、合間に敷くな

ど配慮するように呼びかけて欲しい。 

 

ぺんぎんの頃に比べると幼稚園へ行く事が楽しくて待ち遠しい様です。休みの日には早

く幼稚園へ行きたいと言う程、幼稚園が楽しいそうで良かったです。先生方には感謝の気

持ちでいっぱいです。 

 

長女が南立誠小学校に通っているのですが、園の運動会と重なっているので次女の運動

会は家族揃って参加出来ておりません。今年は年長さんで最後の運動会になるので重なら

ないようにご配慮いただけたらと思います。豊が丘小学校のように近ければ行きき出来る

ので重なっても大したことではないと思いますが、園と小学校が離れてるので行ききする
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こともできません。宜しくお願い致します。 

 

バスにしシートベルトがないのが気になります。 

 

あと水筒を、ガブ飲み口ではなくコップでと指定されてますが、この時期は飲み口が外

に完全にさらされてウイルスなどの付着が気になります。不衛生だと思います。冬場だけ

でもいいのでガブ飲み口可能にして欲しいです。 

 

園の行事等の連絡が遅いです。 

共働きの場合、直前に言われますと会社を休めない場合もあり困ることが多々あります。 

行事・お手伝い等の内容（何時から何時までの時間・作業内容の詳細・準備物）の連絡

も欲しいです。こちらから園に聞いて知ることが今までは多かったので。 

 

1クラスの人数が多いのか、手のかかる子が多いのか先生が大変そうに思います。クラス

編成などで、もう少し先生の負担を減らせないのかなぁと思います。 

 

感謝しかないです。ありがとうございます！ 

 

教育とは関係ないですが、2歳児と幼稚園の行事を両方伝えていただきたいです。 

例えば、生活発表会の日はピンクバスの送迎がないことは事前にあったが、発表会リハ

の送迎ないとの案内はその週だった。 

あと生活発表会のリハの日、幼稚園の子たちのリハは午後からという案内が 2 歳児には

なかったと思う。スイミングバスが運行しないことも知らなかったので困りました。 

教育に関しては以前よりも子どもがのびのびと楽しんでいるように感じます。 

 

幼稚園舎の方でも給食の展示をしていただけるとありがたいです。 

 

いつも大変お世話になっております。おかげさまで娘も楽しく園生活を送りながら、私

も仕事をする事が叶っております。急な出張などで、保護者としていろいろ至らない点が

多く申し訳なく思っております。今後ともよろしくお願い致します。 

 

いつもありがとうございます。 

 

園では子どもたちが安全に過ごせるよう努めて下さっていることが昨年以上に感じます。

ですが、昨年度頃までは登園して、準備ができた園児は外遊びができたのかなという印象

でしたが、今年度はそうではないように感じます。外遊び時間などは園でどのように取り

決めているのか、伺えればと思います。 
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ホームクラスの先生が毎日違うので、外遊びの時に誰に声を掛けたらいいのか分からな

い。保護者に分かるようにして欲しい。 

 

自由遊び(特に外遊び)など、先生の目が届かない時間や場所があり少し心配。カリキュ

ラムの変更に伴い、園生活のなかで具体的にどのように変わったのかがわからない。自由

時間が増えた印象。 

昨年に比べて生活発表会は少し仕上がりのレベルが低いように感じました。 

せっかく広い場所での年１回の園外行事なのでやるからには仕上がった状態で子供達に

も達成感を味わってほしいと感じました。 

 

家庭菜園が増え子供たちが喜んでいます。もう少し英語の時間が多いと園の特性になる

かと思います。親として週 2-3の英語レッスンが幼稚園時間内にあると嬉しいです。 

 

年長の劇の役割の時間配分が違いすぎだと思います。長く見せ場が何個あるグループ、

第 3グループはなんの見せ場もなく終わったと思います。 

 

連絡帳を提出したら、１日２日くらい返却がないので、次の日も連絡したいことがあっ

ても書けないので、対応を改善していただけたら有りがたいです。 

 

子供達の主体性を大切にのびのびと、という方針には賛成です。生活発表会でも役の動

きに園児の案を取り入れてもらったと聞きました。先生方がうまくコントロールしながら、

子供達も達成感を得ることができて良かったのではないかと思います。 

運動会や生活発表会の練習には多くの時間を費やしたことと思いますが、子供達から聞

く話では練習自体も楽しんでいたようでしたので、自由遊びの時間が減るからと園行事を

簡素化しようとするのは少し違うかなと思いました。 

 

今年度の生活発表会については、仕方がないこととは言え、演目が縮小され、少し寂し

く感じました。年長さんの誇らしげな姿を見ると、もう少し見てみたかったという思いが

あります。 

 

今後の参考意見としてですが、お茶や書道に触れる機会があったら嬉しいと思います。 

お茶は細かい流れを覚える目的ではなく所作の習得を目的として、書道も集中力や背筋

などが身に付くと思います。既にあるようでしたらすみません。 

 

体育の授業を月 1回から 2回に増やしてもらえるといいかなと思います。 

 

多動、他害衝動のある子供には加配を付けてもらうよう強く保護者に勧めて欲しいです。 

先生が四六時中その子だけに掛かりっきりにはなれないし、結果的にほかの園児にも迷
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惑が掛かっています。保育士の皆さんは本当に良く頑張ってくださっていると感謝してい

ます。 

 

少子高齢化社会の特徴を活かした活動があってもよいかと思う。例えば、「おやじの会」

のように、「祖父母の会」を作り（園児の関係者だけでなく地域の方も含む）園活動の中で

お年寄りと遊んだり、祖父母の方に園行事の製作物を作成して頂いたり、時には園児と一

緒に作ったり。敬老の会を開催しお礼をしたり。地域の方々と触れ合える場を増やしてほ

しいと思います。 

 

来年度の年中クラスが 2 クラスになると噂で聞いたのですが、1 クラス辺りの先生は一

人なのでしょうか? 

子供達も日々成長していますが、園児の数が増えると今以上に先生の目が行き届かなく

なると思います。子供の安全面が配慮されるのかが心配です。 

 

いつもお世話になります。子ども達が笑顔で楽しそうに幼稚園で遊ぶ姿をみているとと

ても嬉しく思います。今年度は、参観の日数も増え、みせる参観ではなく、普段の様子が

みられたことは嬉しく思いました。また、選択する遊びは色々と設定されており、子ども

達がとても楽しそうで、色々工夫していただきありがたく思いました。 

一年間通して、親の目線から園の様子を観させていただき、４月～９月の外遊びの時間

が少ないように感じる事がありました。心と体の健やかな成長のためにからだを動かす遊

びや外遊びは、文部科学省、日本体育協会、WHO、小児科医など６０分以上行うことを推奨

しています。毎日行ってもいいとされることが、天候や行事などで出来ない日々ある場合

は、他の手段を考えてほしいと感じました。近隣の幼稚園では、先生がクラスに主担任、

副担任と居る所は、どちらかが外にでて、どちらかは教室などと工夫をされていたり、雨

の日はホールを解放されていると聞きました。是非来年度は、体を動かして遊ぶ時間が増

える事を願っています。 

また、保護者間の会話の中で、先生が保護者に対して障害名を言ったとか、今後進学す

るである小学校で「こうしたらどうですか？」など先の事を勝手に提案してきたりすると

いうお話を昨年度より何件か耳にすることがあります。幼稚園という教育機関で、幼児教

育のプロが診断名を発言するなどあってはならぬことであり、そのようなお話を聞く事は

とても残念ですので是非、研修等を受けていただき改善していってほしいです。 

 

いつも、良くしていただいていると思っております。ありがとうございます。 

 

英語の時間を増やしてほしいです。 

 

いつも、熱心な保育をありがとうございます。 
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生活発表会ですが、質が下がっている様に感じます。先生には頑張って頂いていると思

いますが、期待をしていただけに残念です。年少以下の子供たちと日にちと場所を分けた

のは良いと思いました。 

DVD も練習風景も収録されていると楽しみにしていましたが、思ったより少なく残念で

した。練習風景は、ほとんどのお家の方が観れないので、もっと増やしてもいいと思いま

す。 

夏休みの工作は子供もすごく楽しんでいたので、続けてほしいです。 

誕生日会後の給食を一緒に食べれて楽しかったです。子供たちがどのように給食を食べ

ているかも知れて、とても良かったです。 

 

お誕生日会の後で子供たちと共にお給食をいただき、いつもの参観では見られない子供

たちの様子を見ることが出来て楽しかったです。気になったのが、担任の先生がお一人で

給食の準備をされていたことです。お誕生日会の日だけたまたまそうしていたのかもしれ

ませんが、準備が整うまで静かに座って待っている子もいれば、待ちきれずに？お部屋か

ら出ていってしまう子もいたため、先生のご負担を考えて心配になりました。先生方のご

意見にもありましたが、先生方がゆとりをもって子供たちに接していただくためにも、一

クラスの園児数を減らすなり先生を増員するなりした方がいいのではないかと感じました。 

 

日々子どもたちのためにいろいろと考え、取り組んでいただき、ありがとうございます。 

 

教育に関してではありませんが、スケジュールをもう少し早めにいただけるとありがた

いです。 

それから去年も書かせていただきましたが、コドモンでアンケート入力をするとどの方

の意見かわかるので書きたくない、書かないとおっしゃる方がいるので 紙でアンケートを

取って欲しいです。 

 

どんどん保護者の出席する行事を減らすように努力していただいているのがわかります。 

これからもよろしくお願いします。 

 

 いつも子どもが楽しんで行ける幼稚園でいてください。 

 

1.制服について 

制服等衣類の種類の多さに驚きました。これからの社会傾向を考慮すると男女で色分けが

あるのはナンセンスな気がします。個人的にはスカート、スボン、カッターはなくしてブ

レザーの中は体操服にし、ブレザーを中が見えない様な仕様に刷新されると今より少なく

済むのかなと思います。 

 

2.写真について 
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この 1 年間の園での子の様子を写真販売希望です。クラスだよりに載らなかった画像も参

観日に掲示物では拝見しましたが、今のところ販売はしないとの話で残念でした。勿論ク

ラスだよりで見ることは出来ますが小さく写ったものだと見えづらく同じものでも写真の

ほうが画像も良く見やすいかと思います。値段を割高に設定して収益を絵本購入に当てる

ことも出来ますでしょうしそれならばと保護者の理解も得られるのかと思います。そして

行事写真を見せることで一人一人に手帳に書かなくても園での様子が伝わり保育士さんの

負担軽減になればと思います。 

販売の仕方は一概には言えませんが各園で独自に販売されている園もあるかと思いますの

で参考にしながらぜひ前向きに検討頂ければと思います。 

 

子ども主体を主張しているが放任しているだけだと感じる場面が多すぎる。（できない子

には丁寧なフォローなしで精神病扱い）「幼児」が相手だという事をもっと理解して欲しい。

理想と現実は違う。そしてそれを主張し保育する大人達はそれを完璧にマスターしている

人達なのだろうかと疑問である。行事の練習ばかりで結局は自発活動も少なく、登園して

子ども達が思い切り子どもらしくのびのび遊んで疲れて帰ってくるというよりストレスを

抱えて帰ってくるような印象を受けます。 

 

駐車場へ入る車の動線と登下校する子どもの動線がどうしてもバッティングする。配慮

のない運転をするドライバーも見受けるため、施設整備は難しい部分があるかもしれない

が、継続的な注意喚起をしてもらえると助かります。 

 

先日、生活発表会の冒頭で普段の園での様子を映像で流していただけて、大変興味深く

拝見しました。こういった「親のいない場所での子供たちの様子」をもっと映像で見たい

と思います。教室でのとある 1 日の様子のような無編集のものでも構わないので、こども

ん等で配信していただいたり、DVD等で販売していただけると、私たちの見ることのできな

い園の日常を知ることができて大変嬉しく思います。 

 


