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２０２０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、８年前より実施してきておりますが、２０１８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、お寄せいただきましたご意見・ご感想を受けて、新年度から早速対

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。 

 

１．アンケートの結果 

アンケート対象園児数 ２７４名    回答園児数２２６名（回答率８２.５％） 

                                      単位：名 

設問９ 年少児以上の生活発表会について 

    次年度も幼稚園ホールでの学年別開催がよい  113名     

状況が許せば園外のホールでの一斉開催がよい 113名 

  

２．アンケートの分析 

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、９８.６％（前年度９９．

４％）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、すべ

ての子どもたちが楽しく園に通える

よう、あてはまる の割合を更に高

めていけるよう、一人一人の子ども

に寄り添い、教職員一同が力を合わ

せてまいります。                            

 

 

  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 175 154 137 100 142 141 180 150 

ややあてはまる 48 69 82 109 78 81 42 73 

あまりあてはまらない 3 3 7 15 6 4 4 3 

あてはまらない 0 0 0 2 0 0 0 0 

ややあてはまる 

２１.２％ 

あ て は ま る 

７７.５％ 

あまりあて

はまらない 

１.３％ 
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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、 

９８.７％（前年度９８.２％）であることから 

前年に引き続き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、９６.９％（前年度９７．

６％）となり、あてはまる の割合

が９.１％増加していることから、自

らやり遂げようとしている子どもた

ちが増加していることが伺える。 

                            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対応は

保護者とも連携し、子どもたちの意

欲を高めていけるよう対処する必要

がある。 

 

 

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、 

９２.５％（前年度９０.４％）となり、前年とほぼ 

横ばいとなった。 行事については、連絡が遅い、 

表現がわかりずらい、とのご意見を前年に続きいた 

だいた。今後は、コドモンのカレンダー機能も活用 

することで、少しでも早く予定日時まで確認していた 

だけるよう対応いたします。 

また、コドモンの「資料室」を活用しながら情報を 

整理していきたい。 詳細の連絡については、できる 

あ て は ま る 

６８.２％ 
ややあてはまる 

３０.５％ 

あまりあて

はまらない 

１.３％ 

あ て は ま る 

６０.６％ 

ややあてはまる 

３６.３％ 

あまりあて

はまらない 

３.１％ 

あ て は ま る 

４４.３％ 

ややあてはまる 

４８.２％ 

あまりあて

はまらない 

６.６％ 

あてはまらない 

０９％ 
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限り早くお知らせするよう心掛けてまいります。 

 コドモンを使って園からの連絡が増加してくると、過去の連絡を確認することに手間取ったり

見忘れたりすることがある、とのご意見をいただきました。ホーム画面の右上をタッチしていただ

くと「絞り込み」機能があり、項目を限定することで確認する際にある程度、数を減らすことがで

きますのでお試しください。 

 

 

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、９７.３％（前年度９０.

４％）となり、あてはまる の割合

は前年より２１．５％増加したこと

から、今年度の取り組みが一定の評

価を受けていると考えられる。 

引き続き、一人一人の子どもを大

切にする保育とは何かを考え、全て

の教職員が、日々取り組んでまいり

ます。 

 

 

                                                          

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、 

９８.２％（前年度９６.４％）と前年度を 

上回り、あてはまる の割合が前年より８.５％ 

増加したことから、一定の評価を受けていると 

考えられる。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、 

様々な活動が制約を受ける中ではあったが、 

保護者の皆さまのお力添えをいただけた 

ことを大変ありがたく感謝しております。 

今後も、保護者の皆さまにご協力いただく機 

会を増やしてまいります。 

 

 

 

 

あ て は ま る 

６２.８％ 
ややあてはまる 

３４.５％ 

あまりあて

はまらない 

２.７％ 

あ て は ま る 

６２.４％ 

ややあてはまる 

３４.５％ 

あまりあて

はまらない 

１.８％ 
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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９８.３％（前年度９６.４％）   

                          で、あたはまる の割合が前年より 

１３.２％増加したことから、一定の 

評価を受けていると考えられる。 

りす組保育室前のテラスが新たな 

                           構造物により暗くなった、とご意見を 

  いただきました。日中に必要な照度は 

  あることから、照明を設置することは 

  考えておりませんが、天候により必要

な場合には、部屋とホールの電気を点灯するよう配慮いたします。今後も、子どもたちが気持ちよ

く園で生活していけるよう、園内の清掃や整理整頓ならびに環境整備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、  

９８.７％（前年度９６.４％）となり、あては 

まる の割合が前年度より１２.５％増加したこ 

とから、一定の評価を受けていると考えられる。  

 今年度、新設した「探検の森」での活動に 

は、大きな期待とともにご心配をいただいて 

いるところもあるため、保護者の皆さまの 

お力もお借りしながら安全に遊び込めるよう 

配慮してまいります。 

 

 

設問９ 年少児以上の生活発表会についてご意見をお聞かせください。 

 

２０２０年度の年少児以上の生活発表会は、 

新型コロナウイルス感染症の影響により例年 

実施している三重県総合文化センターのホール 

から、幼稚園舎のホールに場所を変更し学年別 

に開催いたしました。教職員の振り返りでは、 

子どもたちにとっては、日頃から生活している 

あ て は ま る 

７９.７％ 

ややあてはまる 

１８.６％ 

あまりあて

はまらない 

１.８％ 

あ て は ま る 

６６.４％ 

ややあてはまる 

３２.３％ あまりあて

はまらない 

１.３％ 

A案 

５０％ 

B案 

５０％ 
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場所で行うことで、より力を発揮できた子が多かった、と感じています。 

そこで、保護者の皆さまのご意見をお伺いしたところ、ご回答いただきました２２６名の方

は「次年度も幼稚園ホールでの学年別開催がよい（Ａ案）」が１１３名、「状況が許せば園外の

ホールでの一斉開催がよい（Ｂ案）」が１１３名と丁度半数ずつとなりました。それぞれの内訳

は、年少児～年長児はＡ案が８３名・Ｂ案が９６名、０歳児～２歳児はＡ案が３０名・Ｂ案が

１７名となっております。Ａ案・Ｂ案それぞれに一長一短あり、園外のホールで学年別に開催

しては、とのご意見もいただきました。 

次年度の開催は、三重県総合文化センターのホールを予定しておりますが、新型コロナウイ

ルス感染症の状況により、秋には最終判断してまいります。どちらが正解というものではな

く、どちらになっても大切にしたい事は、子どもたちの一年間の生活の集大成として成長した

姿を保護者の皆さまにご覧いただくことです。何卒ご理解くださいますようお願いいたしま

す。 

 

 

 設問１０ 「２０２０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。 

 

・子供がとても楽しそうに保育園に行く様子を見ていると、どれだけ大切にしていただいている

か、よく伝わってきます。先生方には感謝しかないです！ 

・先生方が、子どもたちのために努力されている事がよく分かります。丁寧に保育して頂き本当に

ありがとうございます。 

・園の取り組みや子ども達に対することなど、細かく自己評価されていて驚いた。 

・日々の活動から先生同士が真剣に子ども達に接しているのが伝わったし、先生達が日頃からどん

な事を意識して行動しているのかがわかってよかった。 

・皆さん前向きな評価が多く安心しました。先生達のプロ意識に尊敬します。先生達がこの園を好

きでいてくれることが何よりのベースかと思いますので、藤こども園は働きやすい職場であっ

て欲しいと思います。お体を大切にこれからもぜひ長年勤務して頂けると幸いです。 

・担任の先生方にはとてもよく見て頂き感謝しています。子供も楽しく幼稚園に通っているのであ

りがとうございます。 

・私が思う以上に色々考えて子どもたちに接していただいているんだ、と思いました。 

・いろいろ大変な中、保育いただきありがとうございます。評価は B評価が多かったですが、Aが

もっとたくさんでも良いくらい頑張っていただいてると思います。 

・先生方が子どもたちの為に、努力されていることがよく分かります。いつもありがとうございま

す。 

・色々と考えて子どもと接してもらっていることがよくわかった。 

・新型コロナウイルスの影響でこれまでのような保育や行事を行うことが難しい中、子供達のため

に努力や工夫をしてくださっている教職員の皆様には大変感謝しています。些細なトラブルに

も丁寧に対応していただき、安心して子供を通園させることができます。今後とも親子共々何卒

よろしくお願いいたします。 
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・先生方の業務が非常に多く、園児数も多いので、とても大変だと思います。その中でも日々子供

達をよく見て下さり大変感謝しています。 

・先生方が日々子どもたちの為に色々と考えながら職務にあたっていただいていることがよく分

かりました。敢えてトラブルを生む状況を作り、子どもたちの成長を促す、というのが興味深か

ったです。 

・ご尽力頂き、感謝しています。 

・毎日楽しく過ごせるように、いろいろと経験させてもらっているようで、ありがたいです。 

・年少児の先生方は全般的に良くやって下さっていると感じます。明るくしっかりと接して下さり

感謝しています。慣れない生活が始まった時も上手にサポートしてくれて助かりました。 

・毎日色々なことを考えて子供を見てくれていることに感謝したいです。 

・新型コロナの状況下で、例年通りの保育とは違うこともたくさんあり、とても大変だったと思い

ますが、先生方の力で子供たちが毎日笑顔あふれる園生活が送れたのだととてもよくわかりま

した。 

・日々どのように保育をしていけば良いのか、様々な悩みや悔いの残ること良かったことなどの意

見が書かれていて、保護者として、家庭でもどのように子どもと関わっていけば良いのか色々と

考えるきっかけになりました。 

・今までとは違った形の行事や突然の変更事項などがあっても、ここまで来られたのは教職員の皆

様のおかげなのだな、と感じました。 

・全体的に前年度よりも評価がやや低下しているようですが、どの先生方も日々子供達のことを考

え、悩み、反省されているのがわかりました。反省から次に繋げることは重要ですが、どうして

も、こういった自己評価はネガティブになりがちに感じます。いつも子供達にポジティブに接し

て下さっているように、先生方にも自己肯定感を高めて頂けたらなと思いました。 

・今年度はコロナ禍で休園や行事予定の変更など、先生方も大変だったと思います。そんな制限の

ある中でも色々と工夫をしていただき、運動会や発表会で子供の成長を見ることができて嬉し

かったです。 

・毎年、年度初めに教職員の紹介資料があると先生の名前など覚えやすく有り難いです。 

・新型コロナウイルスで、園行事の見直しや、縮小など大変だったと思いますが、その中で出来る

限りのことをしていただき、先生方には感謝しています。担任の先生と気軽に子供のことについ

てお話しできる環境なので、とても助かっています。 

・一人一人の個性を大事にしていただいてるなと、感じています。たくさんの作品を持って帰って

きては、嬉しそうに紹介してくれてます。自分で物事を考えて実行しようとする意欲がみえるの

で、邪魔をしないように、家庭でもサポート出来るようにしていきたいです。大きな怪我も病気

もなく、1年経とうとしています。先生たちには、よくみてくださり、感謝しています。 

・先生方もたくさんの勉強をされて、子供の教育に当たって下さっているのがよくわかりました。

C評価、D評価がもっと減って下さると、保護者としてはもっと安心できるなと思いました 

・先生方はいつも子ども達をよく見てくれているなと日々感じています。資料を読んでも色々と考

えてくれているなと思いました。 

・今は短時間保育なので先生とお話しする機会も多いですが、春からは標準時間になり朝も早く帰

りもギリギリになるので中々お話する機会がないと思うと少し不安でもあります。行事前など
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質問があっても担任の先生や学年の先生でないと分からないこともあり、質問出来る場がもう

少しあるとありがたいなと思いました。 

・職員の反省点でも記載されていましたが、各クラス多くの先生が関わっている中、担任から副担

任、フリーの先生へと伝達が出来ていないことがありました。伝達方法についても検討して頂け

たらと思いました。 

・こどもと向き合い、先生方も試行錯誤してくれているのがわかりました。 

・先生方の悩んだ過程を含め、こどもたちに正面から向き合っていただきありがたいです。 

・多忙だとは思いますが、先生により、１日の報告や問題点の報告等にばらつきがあり戸惑った部

分があります。ドキュメント機能を活用し個別に連絡できたとありますが、何でしょうか？ 

・「一人一人」というコメントが多々見られるように、先生達が各生徒と寄り添おうとしてくれて

るのを感じました。数年前に卒園した上の子の時とどうしても比べがちになりますが、今の生徒

さん達へは一律にダメと言われるわけではなく、その子に沿って対応している様子が、誕生会や

参観日の数少ない機会でも伺えました。その分、まとまりなく見える場面もありますが、生徒に

とっては良いのだろうと思います。 

・先生方が真摯に子ども達に向き合ってくれているのが分かりました。探検の森で、子ども達が遊

んでいる姿を見てみたいなと思いました。 

・中にはよく分からない言葉もありましたが、先生方には色々考えて頂き、子供たちと接してくれ

ていることが分かりよかったです。 

・コロナ禍にも関わらず、試行錯誤して頂き有難いです。保護者が手伝える事があれば、お手伝い

しますので、遠慮無く教えて下さい。 

・楽しく過ごせるようにと常日頃から、色々と配慮して頂き感謝しております。 

・毎年振り返りをされていて、お忙しい中大変だろうなぁと思います。保護者から見ると、子供た

ちに対してしっかり向き合ってくれており、毎日の活動も工夫してくれていると思います。 

・ご尽力頂き、感謝しています。 

・自己評価は読んでなかったです。 

・Ⅱ 保育のあり方、幼児への対応について(p12) 

『探検の森は～もう少し保育士を多く配置できると～できると思います』とのご意見について、

探検の森は探究心を育む最高の場だと思うのでどんどん遊んで欲しいです。ただ、保育士の先生

方から見て安全面に不安があるのでしたら心配です。ぜひ複数人以上の大人の目で子供たちを

見守りながら遊ばせて欲しいです。 

Ⅲ 保護者への対応について(p15) 

『連絡帳はコドモン以上に保護者とつながりやすく思いが伝えやすい』のご意見にとても共感

しました。多忙な先生方の業務を考えると連絡帳に記入しお返事を頂くのは心苦しいのですが、

個人的には今後も連絡帳を介して先生方に感謝の意などをお伝えしたいと思っています。 

・子ども達に合った指導を心掛けてくださっている先生が多く、それは園に通いながらも感じてい

ます。担任、クラスを越えて子ども達を大切にして下さりとても嬉しく、有難いです。 

・毎年の振り返り、お疲れ様です。先生方が子供達の興味関心に寄り添って日々の活動を組み立て

てくれていると感じており、おかげさまで子供も楽しく園に通えています。 

・子供達のことを考え、1人 1人を大事に対応してもらっていたのだなと感じました。幼稚園大好
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きな娘の理由もそこにあるのだと思います。 

                                        以上 

 

 

たくさんのご意見・激励のお言葉をいただき、誠にありがとうございました。アンケートにご

回答いただきました保護者の人数は、前年の２７５名中１６７名（回答率６０.７％）から、本

年度は２７４名中２２６名と、人数が５９名増加し割合が２１.８％アップしました。これは、

設問９として、幼稚園ホールで開催した年少児以上の生活発表会についてアンケートを設定し

たことで、より関心をもっていただけたこともあるのかなと思いますが、アンケートに８０％以

上の方からご回答いただけたことを率直に喜んでおります。 

その上で、全ての項目で「あてはまる」の割合が増加していくように、これからも力を尽くし

てまいります。とりわけ、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。」は、前年度の評価から改善できておらず、今回の結果を重く受け止め改善するための手

立てを考え実行してまいります。 

 

３．その他、本園の教育・保育活動について、ご意見等がありましたらお聞かせください。 

 

・4月の入園時は泣いていた息子も、今では朝先生の顔を見るとニコニコして駆け寄っていきます。

安心して仕事に行けるのも皆様のおかげです。いつも本当にありがとうございます。 

・お迎えのときの駐車場についてですが、白線で駐車場が区切られているのにも関わらずいつも同

じ車が保育園舎の入り口付近の駐車場ではないところに停まっています。入り口は人が混み合

うところなので駐車しないように注意して頂きたいです。 

・みてみてストーリーは普段の保育園生活中の我が子の様子がわかり、毎月とても楽しみにしてい

ます。 

・いつもありがとうございます。 

・連絡手段がコドモンになったので連絡帳を書かずによくなったので少し負担は減りましたが、 

子供達の 1 日などの知る機会が少し減ったのが残念です。連絡帳はやっぱり子供達が大きくな

った時にまた見せてあげたいなとも思えるものなので…。 

・コロナ渦の中、皆さんの努力で無事にそして楽しく園生活を送れています、ありがとうございま

す。日々の様子をコドモンやストーリー、写真販売で知ることができ嬉しいです、遠方にいる家

族にも見て貰えてとても喜んでいます。 

・微力ではありますが園の活動にボランティア等でもこれからも協力して行きたいと思っていま

す。探検の森の活動、先生の不安や心配があるようですので日程事前に(1 ヶ月前位が望ましい

ですが)知らせて頂ければ見守りボランティアとして年に数回ですが活動出来る時もありそうで

す。 

・生活発表会は、状況が許せば園外のホールを希望します。コンパクトに出来るため、園外のホー

ルで学年別開催でも良いのかなと思います。 

・いつも大変先生方にはお世話になっております。 

・小さな事でも、伝えていただいてますし、子どもの気持ちを考えてくれていると日々感じます。
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出来なかったことが、いつの間にか出来る様になっていたり、成長させてもらっています。安心

して子どもを任せれる環境だと思います。 

・コロナで大変な中、オンラインで生活発表会が閲覧出来るように計画して下さったり、運動会も

中止ではなく、学年別に分けて開催して頂き大変嬉しく思っています。子供達の事をいつも考え

て下さりありがとうございます！！ 

・先日、駐車場で強風で煽られ、隣の車にドアパンチしてしまう事故を起こしてしまいました。こ

の話を数人の友人にしたところ、私の周りだけで 3 人の方が幼稚園の駐車場にてドアパンチの

トラブルがあったとの話を聞きました。最近、コドモンと保育料が連動した事で、更に 14 時前

後の車の混雑が酷くなっているように感じます。お迎えの時間を学年毎にずらす、もしくはお迎

えの時間を今よりも余裕を持たせるなど、混雑を緩和する工夫をして頂けないでしょうか？宜

しくお願いします。 

・今年は例年と違い行事など何度も話し合って頂き本当に感謝しています。子供達のことを常に考

えて頂いていてありがとうございます。 

・朝ぐすった時などコドモンを通じて様子を連絡してくださったので、安心して仕事をすることが

できた。担任の先生が小さなことでも気になることを聞きやすく、不安が軽減された。子どもが

楽しく登園できているのは、先生方のお陰だといつも感謝しています。 

・行事に関するお知らせにわかりにくい部分が見受けられることがあり、対応に困るときがありま

す。要点を整理していただいたうえで、簡潔な文面でご連絡頂けると大変助かります。 

・行事の日程や持ち物、注意事項など、可能であれば 2 週間前には情報を頂きたいと思いますの

で、お手数をおかけしますが何卒ご配慮くださいますようよろしくお願いいたします。 

・コロナ禍でも、できる範囲内でより良い方法を考えながら行事や日々の活動に取り組んで頂き、

また芝生広場や探索の森など様々な環境整備して頂き感謝しています。感染対策や安全を最優

先にしながら、今後も可能な範囲で少しでも多く経験の機会を用意して頂けると有難いです。 

・PTA活動に参加をした時に、誰が責任者なのか分からないことがあり、戸惑ったことがありまし

た。 

・さつまいもの収穫の時に、子どもたちが収穫を終えた後畑に保護者しかいなくなり、どこまで片

付けたらよいのか、いつ終わればいいのか分からないことがありました。どの活動においても、

最初に内容と終了時間、そして誰が責任者なのかを知らせていただけると活動がもっとスムー

ズになる気がします。 

・幼稚園と保育園の良さを併せ持つのがこども園の良さであると思います。ただ働く方が多くなる

中で手作りの準備物が多いと感じます。市販のもので対応出来ると助かります。 

・先生方も業務負担が増えているのではないでしょうか？幼稚園の良さを残しつつ今の時代にあ

った形に変えていくと素晴らしい園になるのではないでしょうか？また紙の配布物が多すぎま

す。わざわざ一枚ずつ連絡帳に挟んであるのを見るとびっくりします。コドモンを活用し、ペー

パーレスを基本にするべきでは？紙が欲しい方は職員室に取りに行くとか、コドモンからプリ

ントアウトするとか。ちょっとした保護者の工夫や協力で園や先生方の負担が大きく減ると思

います。先生方も少し余裕がある方が子供に対して向き合いやすくなるのではないでしょうか。 

・制服、体操服が変わりましたが、コロナもあり、チェックのスカートは入園式と発表会しか出番

がありませんでした。とてもかわいく素敵なので、今年度の年少までは卒園式でブレザーとスカ
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ートを着させて欲しいです。 

・2便バス利用ですが、園への到着時間が遅い為、到着時間には園庭遊びや友達の輪ができてしま

っていて少し寂しい思いをしている時があるようです。また年長になると運動会前や生活発表

会前になると 9時から練習が始まっていたりで、先生からは強制はされませんが、送迎しなけれ

ば子供が嫌な想いをしてしまう面があり送迎せざるを得ない状況になります。バス待ち時間も

園庭では遊べず少し窮屈な想いをしているようです。4月には毎回 1便の人数の関係で送迎時間

が遅くなったりして、中々安定がなくこちらの生活の準備も立てられません。仕方ないとは重々

承知ですが、2便バスの人に色んな面で少し負担がかかっていることを考慮して頂けると幸いで

す。 

・行き帰りどちらかだけバス利用(料金半額制)等の選択肢がある園などもあるようなので、その制

度導入等、御検討頂けると幸いです。 

・来年から制服が変更となりますが、年少で制服を購入し、入園式と発表会の 2回ほどしか来てい

ません。せめて現在の年少以上は卒園式も今の制服を着せることは難しいのでしょうか？ 

・春からのおよそ一年でとても逞しく、そして優しい子に成長してくれたと感じています。毎日、

先生たちから色んな事を教わり、それを自宅でも自信満々に披露してくれます。そんな姿を見る

のが楽しみになりました。園にも嫌がらず毎日楽しそうに通ってくれています。 

・先日の生活発表会も限られた期間で練習した成果を見せてもらい、とても素晴らしく感動しまし

た。もうこんな事も出来るようになったのだと改めて知りました。ありがとうございました。 

・怪我をして帰って来ることがありますが、何をしていて怪我をしたと報告が知りたいです。 

・発表会の準備物の連絡は遅かったと思います。色々と事情もあるとは思いますができれば、土日

を挟んでの日にちを設けていただきたいです。 

・白ブリーフなどあまりなく、みなさん芸濃の西松屋に殺到してしまったようで、コロナの中何軒

も回ったりした方もおられました。仕事をしているご家庭も多くありますし、準備物の連絡は早

めをお願いします。 

・大方の先生は会えば挨拶をしてくださり、良い雰囲気だとかんじますが、お一人こちらから挨拶

をしても目も合わせない、もちろん先生の方から挨拶もされない方が見えます。非常に残念です

しとても嫌な雰囲気です。 

・日中活動の中で起きたできごとを、お迎え後に「〇〇がいやだったから謝って欲しい。」と言わ

れることが数回ありました。実際何が起きていたかがわからないので対応のしようがないと思

うのですが、その場で謝らないと相手の子の気持ちが収まらない雰囲気だったので、毎回叱って

謝らせていました。帰宅後の我が子はすごく落ち込んでいる様子で本当は何があったのかと聞

いても答えてくれることはありませんでした。そういったことがあった日の夜は必ず夜泣きを

し、数日は登園したがらない日が続きます。活動中に何かあったのであればお迎えの時に一言教

えて頂けると有難いです。どちらが悪いとかそういった事が知りたい訳ではないですが、なぜい

つも我が子だけが悪いという雰囲気になるのか知りたいです。 

・りす組の教室の前が新しい遊具ができたため更に薄暗くなっていて危ないと思います。電気をつ

ける等の対応をお願いしたいです。お迎えに行った時に、りす組の子だけが薄暗い中座って待っ

ているのがかわいそうだと思います。 

・担任以外の先生方も子供の名前を覚えてくださり、挨拶や声がけしてもらえるので子供が楽しく



11 

 

登園しています。ありがとうございます? 

・発表会で下着の色まで指定する必要性が感じられない。白いブリーフが近くで売っていなくて入

手に苦労した。 

・母の日や父の日や敬老の日の絵を書いて欲しい??花も添えて欲しい?? 

・ホールでの発表会は近くでみることが出来てよかったが、年長の鼓笛隊が出来なかったのが残

念。こどもも楽しみにしてるので、園外でなくてもいいので来年は鼓笛の発表の場があれば嬉し

い。 

・毎年書いているが、園からの連絡が遅くて仕事の調整がしにくい。年間行事表からの変更がある

場合は早めに教えてほしい。 

・設問 9 回答はしましたが希望としてはホールで学年別開催を希望します。運動会もですが学年

別開催はとても良かったと思います。生活発表会を幼稚園ホールでするのは近い距離で観るこ

とができてその点に関しては良かったのですが、座席の確保のことを考えると広いホールでの

開催を希望します。脇で踊っているダンスは重なって観にくかったのは残念でした。しかし、こ

のコロナの中、たくさんの工夫と感染症対策を行いながらの開催に感謝します。 

・行事等の連絡が直前なことが多く、持ち物の準備などに困ることがよくあります。 

・働いているので急に平日に買い揃えるのは大変です。余裕をもってお知らせいただけると助かり

ます。 

・設問 9は、状況が許せば園外のホールで学年別開催がよい、という答えにしたかったです。園の

ホールですとやはり会場のイスなどの問題から子供たちの演技が親の影で見えない事も少々あ

り、その点が残念でした。ただ、舞台と客席が近いため子供たちの表情や声などが身近にダイレ

クトに伝わってくる感動はありました。また、学年別にする事でコンパクトに集中して見られた

のも良い点でした。その為、県文などの別のホールで学年別開催が良いのでは、と感じました。 

・毎日の子供たちの様子や活動をコドモンで配信頂き、写真で見られることで感じ取れる情報が増

え、また写真に我が子が写っていると嬉しく、とても良い配信だと思っております。有難うござ

います。 

・コロナ禍の中、様々な変更を重ねながらも運動会、生活発表会など開催でき、また心温まる会に

して頂き感謝しております。計画から準備等、園長先生を始め先生方に御礼申し上げます。 

・PTA役員をしていて感じましたが、行事のお手伝いをして下さる父兄さんは私が想像していたよ

り結構居るのだと感じました。早めにお声掛けをすればお手伝いに来てくださる方、自宅で作製

などを協力して下さる方などもっと園との協力体制が強くなるかも、と感じました。 

・生活発表会の You Tube Liveはとても良いチャレンジをして頂き、結果としても、とても素晴

らしいシステム活用で有り難かったです。東京の祖父母にも従兄弟にも見てもらう事が出来、皆

楽しく見ることが出来たと嬉しい報告も貰いました。園児である娘もこの発表会を通した経験

でもそうてすが、親族からたくさんの言葉を貰った事での自信も芽生えたように思います。費用

のかかる事とは思いますが、是非来年度以降も You Tube Liveをして頂けると嬉しいです。 

・送っていただいた園だよりや、お知らせ等、日付順に表示されるので、後日見たい時に日を遡っ

てさがすのが大変です。コドモンの資料室かどこかに、種類毎にフォルダ分けして入れておいて

いただけると、助かります。 

・発表会について 
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今年度、年中さんでしたが、年中さんの竹太鼓の時に横で踊っていた踊りは、ほぼ見えず残念だ

なと思いました。今回の発表会も、園外の大きなホールの方が、かえって密にならず、舞台も広

く子供達の立ち位置も間隔を空けることが出来たと思うので、本番のみマスク無しで出来たの

では、と思いました。やはり園のホールでは、後ろの方の席からは前の人と被って非常に見づら

い状況でした。ただこう言った状況下でも、先生達のおかげで、発表会を開催していただき、子

供達の頑張っている姿を観れたこと、とても感謝しております。ありがとうございました。 

・行事の前に用意するもの等の連絡が、いつも急なので、もう少し早めに連絡が欲しいと思いまし

た。今回の発表会も、数日前に下着等は白色で等の諸連絡がありましたが、せめて必要な日の一

週間前には連絡が欲しいと思いました。 

・発表会時期に忙しいこともあったのか、朝の登園時に先生同士で話し込んでいて挨拶しても気づ

いてもらえないことが多々あり…いつも笑顔で受け入れてもらってたので、出来ればいつも変

わらず気持ちよく受け入れてもらえると子どもも親も嬉しい 

・発表会の座席は列によって見え方の差があったので、もし来年度もホールになるのであれば、観

客席の方にも少し段差をつけてほしい。例えば、1番前は床に座る 1番後ろは立ち見など 

・購入前に発表会の DVDの試写会があると有難い 

・今年の発表会のライブ配信は良かった。可能であれば、生だけでなく後日またまた見れるように

してくれると有難い 

・毎年年長さんが発表会でしていたスライドショーと鼓笛隊を楽しみにしていたので出来ればし

てあげてほしかった 

・コロナで仕方がないけれど、マスクで表情がわかりにくかったのは残念だった 

・今後オンライン参観などの機会を設けてもらうとより保育の様子がわかって嬉しい 

・朝起きた時、幼稚園楽しくないとつぶやいている時がありますが、本人にどうして？って聞いて

みますと、友達いるけど、一緒に遊んでくれない子がいるとのことでした。帰る頃にはそういう

ことを言う事は少ないので、大丈夫かな？と思ってますが、何かお気付きの点があれば、教えて

下さい。 

・いつも子どもの様子を良く見て頂いていると思います。ありがとうございます。 

・発表会の座席が小さい椅子、パイプ椅子では後ろの方からは見にくかった。例えば床→小さい椅

子→パイプ椅子→立ちなど段々になっているともう少し見やすかったのでは？と思いました。

来年も園のホールでの開催なら工夫して頂けるとありがたいです。 

・YouTube配信がありがたかったが、自分の子の時は見れないので終わってからもしばらく見れる

と良かったなと思いました。 

・園でも zoom 参観など取り入れてはどうでしょうか？藤イングリッシュでして頂いたが子どもが

親を気にせず自然な姿が見れて良かったなと思いました。 

・リス組が一日中日差しが入らない部屋なので、雰囲気が暗いなぁと前から気になっていたのに、

非常階段下に遊具が出来、さらに風通しが悪くなった様に感じます。廊下にライトを付けるなど、

少しでも明るい雰囲気になる様に何とか対策が取れないでしょうか。 

・いつもお世話になっております。 

・通常の保育に加えてコロナの対策などをしっかりとしてくださって安心して通わせることがで

きています。 
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・お迎えが遅くなってしまった時も温かく迎えてくださって本当に感謝しています。 

・娘が嬉しそうに幼稚園に通っているので、園で楽しく過ごせているのだろうと感じています。 

・ゴリゴや映画も園から通わせていただけるのが本当にありがたいです。今後ともよろしくお願い

致します。 

・長袖長ズボンの体操服があれば良いと思う。 

・準備物、行事の連絡がギリギリです。仕事の調整が必要な方が増えると思いますので、決定でき

ない場合でもこの範囲で検討中であることを随時連絡して欲しい。 

・今年度はコロナなどで、運動会や発表会がどうなってしまうのか、とても心配していました。開

催を望んでもどんなかたちになるのか、当日まで不安なことが多かったです。でも、先生方のた

くさんの努力と考慮のおかげで、当日は想像以上に素晴らく、運動会も発表会もとても良かった

です。お泊まり保育も花火を親子で観れたり、運動会に関しては、最後の年に DVD の発売があ

り、とても記念になりました。発表会も近くで観れたり、子どもたちが自分たちで舞台設置をし

て、演劇したりと、良いことだらけでした。本当にありがとうございました。 

・行事のたびに、バスの 2便目の家庭ばかりが朝の送りをしないといけないのは少し不公平を感じ

ておりました。先生方は無理しないで大丈夫ですと、おっしゃってくださりますが、我が子が練

習に参加できないとなると親は多少無理してでも送って行かざるを得ません。そこがすこし引

っかかって過ごしてまいりました。 

・運動会や発表会など各クラスごとに入れ替えて実施することはとても良かったです。しかし、学

年が違い一度帰宅し、また予定時間に来た時にすでにプログラムが始まっていたため、とても残

念でした。進行の前後で難しいかとは思いますがなるべく予定時間に合わせて頂きたいと思い

ました。あと、発表会の YouTubeは祖父母にとても好評でした。 

・昨年はコロナの影響で行事の中止や変更を余儀なくされ、大変だったと思いますが園長先生の今

出来ることをしていきたいという思いはとても嬉しかったです。藤認定こども園に通うことが

でき、幸せです。いつもありがとうございます。 

・発表会すごくよかったです。 

・個人的な意見ですが、例年の発表会もすてきでしたが、先生方のがんばり感、、、が強かった気が

します。こども自身が考えをもち普段の力を発表できたことで、自信につながったのではないで

しょうか。 

・行事の連絡の詳細の説明方法がわかりにくいことがありました。(集合場所や方法等) 

・こどもが毎日楽しく幼稚園にかよえたのは先生方のお陰です。本当にありがとうございます。 

・子供同士の喧嘩で両方の話をきちんと聞いてあげてください。2時迎えのお母さんは担任と話が

できる時間もあるとは思いますが、その他の時間の迎えのお母さんはほとんど担任と会えませ

ん。やるばかりではなくやられてることを気づいてあげて下さい！そんな感じでは子供も担任

に対して不信感しか持てません。よろしくお願いします。 

・PTAの学級委員だが、片親の場合も免除にしてほしい。経済的にも厳しく、フルタイムで働かな

いといけない状況の人が多いと思う。有給休暇は子供が風邪のときや、園の行事で使いたい。 

・コドモンで細々と次々に連絡がある時などに重要な連絡が埋もれてしまい、忘れてしまいそうに

なります。なにかいい方法はないでしょうか？例えばコドモンのカレンダーにもイベント予定

を入れて、持ち物もそこに備考で入れるとか、持ち物の期限の日なども入力していだくのはどう
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ですか？何がベストかは思い付きませんが何が考えて頂けると嬉しいです。 

・今年はコロナ渦ということもあり先生方も今までとは違う状況下で大変な思いをされたと思い

ますがどうぞよろしくお願いします。 

・今年度は、コロナ禍という今までに経験の無い状況の中、先生方のコメントにも清掃、消毒に気

をつけたとありましたが、先生達のお陰で、無事過ごせたこと、何よりも感謝の気持ちでいっぱ

いです。ありがとうございました。 

・色々と制限のある中、子ども達の経験を失くさずに、今、出来る事を考え、取り組んで貰えた事

感謝しています。去年の 4 月と比べると、息子の顔がすっかりお兄さんの顔になってきました。

心配していた行事が行ってみたらとても楽しかった。苦手と思ってた事が何度もやってみたら

出来たなど。お友達との経験を通して、成長して行ってる様に思います。 

・発表会ですが、年長児には少し物足りなさを感じました。鼓笛隊も楽しみにしていたので、とて

も残念です。担当の楽器も太鼓をやったり、木琴をしてる子はまだよかったですが、鈴やタンブ

リンは年少児でもできる楽器なのでなくしてほしかったです。マスクもしていて、子供たちの表

情がほとんど分からなかったので発表会の時ぐらい外してもよかったのでは？と感じました。 

劇は子供達が考え、衣装や道具を作ったりできて良かったと思います。とても楽しかったようで

す。運動会も年長児だけ演目を減らされ、入園時から楽しみにしていただけにとても残念でした。 

コロナ禍で仕方ないこととは言え、組体操は 1 人でできる演目を増やし出来たのではないかと

思います。かけっこも直前になってなくなってしまい、残念すぎました。時間がないとの事でし

たが、年長は昼からの開催にすれば良かったのでは？待ち時間が長すぎて朝から居る意味が無

かったのではないかと思いました。 

・今年度から特別活動費の金額が上がりましたが、実際どういう内訳なのかがはっきりしないので

教えてもらいたいです。朝の時間など英語と関わる時間を設けるからとの説明があった気がす

るのですが、子供たちに聞いても朝に英語の先生が来たことがないと聞いたので、何の為の増額

なのか分かりません。普段、撮って頂いてる写真はコドモンでの配信だけでしょうか。コドモン

ではダウンロードはできないし、ズームも出来ないので小さくて何が写っているかよく分かり

ません。せっかく撮ってもらっているのに、もったいないなと感じます。お便りや連絡も検索で

きるようにならないでしょうか。見返したいと思ったお便りを探すのが大変です。 

・朝に英語教師の方が加わる為、料金が上がりましたが子供は朝に英語はしていないと言います。

参観でもその様な所は見られませんでしたが、どういうことでしょうか。 

・コドモンからのお知らせ等がキーワード検索出来ないので、探すのが大変です。また、写真が拡

大で見られないのが残念です。添付ファイルだと駄目なのでしょうか。 

・コドモンがまだ慣れず使用しにくい。前もってお知らせが来た場合、以前は手紙をいつも見える

所に掲示して対処していたが、コドモンは必要な際にどこだったか探さないといけないので負

担に感じる。 

・ホールでの発表会はとても良かったです。子供の顔も近くで見られるし、時間も短時間で済んだ

ので。発表会については、園内外のどちらで行ってもそれぞれの良さがあるのでどちらか選べま

せん。っていうのが正直な気持ちです。 

・コロナ対策で制限のある中で、例年の行事を一律に中止にするのではなく、知恵と工夫でいろい

ろな形で行事をおこなってくださり感謝しています。子供にも良い経験になったことと思いま
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す。 

・登園時、お迎え時に先生方皆さんが挨拶をしてくださるので安心感があります。園長先生も天候

に関わらず毎朝門の前で見守ってくださり、とてもありがたいです。 

・コドモンでの活動の写真配信はタイムリーに園での出来事を知ることができて、子供との会話の

助けになりました。月一回のクラス通信と比べて先生方の負担が増えていないと良いのですが

…。給食献立の写真も「今日の給食が美味しかった」という話が出た時に、実物を見るのに助か

りました。今後もよろしくお願いいたします。 

・新型コロナウイルス感染症により、行事などが例年通りには行かない中、それに変わるイベント

を沢山経験させていただき、ありがとうございました。 

・園の雰囲気はとても暖かいものであり、沢山の写真や花に囲まれ、行事の際には、それに因んだ

食べ物、自分達で育てた食物を調理し食べさせてくれる。とっても素晴らしい体験を通じて子供

の心はより満たされていくんだと思います。生活発表会のしおりの押し花が嬉しすぎて部屋に

飾っています。1人 1人をしっかり認めて、見つめてくださり、ありがとうございます。感謝い

たします。イングリッシュも楽しくできてもう少しあるといいと思います。 

・●良いと思う点 

○探検の森 

  自然に触れる機会が増えることは素晴らしいと思います。五感を使って自然から学んで欲し

いです。 

○給食に使われている食材の紹介 

  お誕生日会に出席した際、子供たちが食材を一つ一つ確認しながら楽しそうに給食を味わっ

ていたのが印象的でした。素敵な取り組みだと感じました。 

○音楽鑑賞やバレエ鑑賞 

  コロナで色々と制限される中、このような機会を設けて頂き感謝しています。感性の豊かな幼

少時代に本物に触れる機会をたくさん作って欲しいです。 

●改善して頂きたい点 

○駐車場について 

  お迎えの際、駐車場が満車のことが度々あり困っています。空きが出るまで園の周りを何周か

する日もあります。学年によってお迎えの時間をずらすなど改善して頂きたいです。 

○文書配布について 

  コドモンのメール配信だけでは見落とすことがあるので、写真の購入申込みや運動会など行

事の詳細なども文書で頂きたいです。 

・来年から制服が変更となりますが、年少で制服を購入し、入園式と発表会の 2回ほどしか着てい

ません。せめて現在の年少以上は卒園式も今の制服を着せることは難しいのでしょうか？行事

や持ち物についての説明不足や連絡が遅すぎるのが気になります。認定こども園になり、働いて

いるお母さんが多い中で仕事を 1 日休まないといけないような行事のやり方も気になります。

園に対し残念に思う事が多いです。 

・まだ行われてませんが、マラソン大会は中勢グリーンパークの方が保護者も走っている園児達も

密にならずいいのではないかと思いますが、あえて園での開催になったのは何故でしょうか？

説明を見落としておりましたら申し訳ありません。 
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・コロナ禍の中、年長最後の行事もいつもとは変わってしまいましたが、試行錯誤して開催して貰

えたことには感謝しかありません。発表会では、普段と同じ場所だからか例年に比べて、みんな

がのびのびとしている姿が見れたような気がしてよかったです。子供達はずっと出ることにな

るので大変だっただろうなと思いますが。。。ただ、くじの為仕方ありませんが席から我が子の姿

は見えず残念でした。 

・今年度は芝生広場や山遊びも始まり、子供はとても喜んでいましたが一緒に行く先生は大変だな

あと感謝です。 

 

以上 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、２０２０年度は特別な一年となりましたが、これま

での園の常識を見直す良い機会ともなりました。その中で、多くの貴重なご意見をお寄せいただ

き、誠にありがとうございました。今回の学校関係者評価結果を大いに反省し、一つ一つ改善に

繋げてまいりますので、今後の本園にどうぞご期待ください。 

保護者の皆さまのお言葉と評価を励みに、これからも教職員一同、子どもたちの健やかな成長

のため、力を合わせて頑張ってまいります。今後とも、保護者の皆さまのご理解とご協力ならび

にご支援の程、よろしくお願い申し上げます。 


