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２０２１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、９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 ２６４名    回答園児数１４０名（回答率５３.０％） 

                                      単位：名 

設問９ 年少児以上の生活発表会について 

    幼稚園ホールでの学年別開催がよい      51名     

状況が許せば園外のホールでの開催がよい   89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９８．

６％）で、前年度と変化はなかった

が、あてはまる の割合が１.１％前

年度よりアップした。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 110 104 89 78 108 105 122 112 

ややあてはまる 28 36 45 55 31 33 17 28 

あまりあてはまらない 2 0 5 7 1 2 1 0 

あてはまらない 0 0 1 0 0 0 0 0 

設問１

ややあてはまる 

２０.０％ 

あ て は ま る 

７８.６％ 

あまりあて

はまらない 

１.４％ 
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設問２

設問３

設問４

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、 

１００％（前年度９８.７％）となった。これまで 

で、初めてのことで大変うれしい結果となった。  

あてはまる の割合も、前年度の６８.２％から 

７４.３％へアップしており、子どもたちが仲良く 

遊べていることが窺える。 

引き続き、今後もすべての子どもたちが仲良く遊 

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、９５.７％（前年度９６．

９％）と前年度とほぼ同数で、あて

はまる の割合は前年の６０.６％か

ら６３.６％へ増加している。自らや

り遂げようとしている子どもたち

が、増しているがいることが窺え

る。 

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

                           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、 

９５.０％（前年度９２.５％）となり、前年とほぼ 

横ばいとなった。 あてはまる、の割合は４４.３％ 

から５５.７％へ増加していることから、一定の評価 

を得ていることが窺える。 

今年度は、コドモンを活用した連絡の徹底を心掛け 

たが、昨年度に引き続きコドモン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。 

あ て は ま る 

７４.３％ 

ややあてはまる 

２５.７％ 

あ て は ま る 

６３.６％ 

ややあてはまる 

３２.１％ 

あまりあて

はまらない 

３.６％ 

あ て は ま る 

５５.７％ 

ややあてはまる 

３９.３％ 

あまりあて

はまらない 

５.０％ 

あてはまらな

い ０.７％ 
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設問５

設問６

設問７

このことにつきましては、コドモンの運営会社に連絡し、今後の改善を期待しているところです。 

 

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、９９.２％（前年度９７.

３％）となり、あてはまる の割合

は前年より１４．３％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。 

今後も引き続き、全ての教職員が、

一人一人の気持ちに寄り添い、子ど

もを大切にする保育に取り組んで

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、 

９８.６％（前年度９８.２％）と前年度とほぼ 

同数ながら、あてはまる の割合が前年より 

１２.６％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。 

 今年度は、新たに mothers clubが発足し 

多くの方々にお力添えをいただきました。 

お陰を持ちまして、職員の負担をずいぶん軽減 

できました。今後も、保護者の皆さまのご協力を 

いただけますよう取り組んでまいります。 

 

 

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９９.３％（前年度９８.３％）   

                          で、あてはまる の割合が前年より 

７.４％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。 

子どもたちが気持ちよく園で生活し

ていけるよう、引き続き園内の清掃や

整理整頓ならびに環境整備に努めてま

いります。 

あ て は ま る 

７７.１％ 

ややあてはまる 

２２.１％ 

あまりあて

はまらない 

０.８％ 

ややあてはまる 

２３.６％ 

あまりあて

はまらない 

１.４％ 

あ て は ま る 

８７.１％ 

ややあてはまる 

１２.２％ 

あまりあて

はまらない 

０.７％ 

あ て は ま る 

７５.０％ 
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設問８

設問９

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、  

１００％（前年度９８.７％）となり、あては 

まる の割合が前年度より１３.６％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。  

 今年度は、日常の安全対策に加えて、年間を通 

して新型コロナウイルス感染症の予防対策に取り 

組んできたが、このことについても評価をいただ 

けたと考えられる。 

 今後も、子どもたちの安全に配慮した運営を心 

掛けてまいります。 

 

 

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、予定 

していた三重県総合文化センターのホールで、 

新型コロナウイルス感染症の影響により学年別に 

開催いたしました。 

三重県総合文化センターのホールでの学年別の 

  開催に一定の評価をいただき、次年度の発表会に 

  ついては、前年度の５０％から６３.６％の方が 

  三重県総合文化センターでの開催をご選択いただき 

  ました。 

 

 

 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。 

 

・一人ひとりの個性を大事にして関わりを持ってもらっていると思います。この一年ですごく成

長して自信を持ってできることが増えました。先生のおかげだと思っています。 

  ・幼児保育は計画を立てていても難しいこともあるのだなと感じた。先生方の自己評価結果が前 

年よりも上がっているのは良いことだと思う。また、先生同士連携が取れている所があること

も良いと感じた。 

  ・今年は状況が難しい中職員の皆様のご尽力で、生活発表会を三重県文化センターにて開催して

いて頂きありがとうございました。いつもと違った会場での特別な日は子供達にとっても私

達保護者にとっても特別な思い出です。 

  ・個人としては、毎日多忙で多くの園児を見なければならない中、個人を尊重して伸び伸びと教

あ て は ま る 

８０.０％ 

ややあてはまる 

２０.０％ 

三重県総文 

６３.６％ 

園のホール 

３６.４％ 
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育していただいていると思ってます。子どもも毎日楽しく登園してお友達と遊んでいるよう

ですし、感謝しています。ですが、自己評価を見て先生達の意識の高さに驚きました。今の園

の活動に満足してますし、子ども達への配慮も大事ですが、職員方がより働きやすい環境にな

れば良いなと思います。 

  ・それぞれの項目において見やすく、分かりやすく書かれています。自己評価もしっかりと行わ 

れており、記述部分を拝見させてもらうにあたり、先生同士の連携もしっかり図られており子

どもたちのことを第一に考えてくれているのが良く分かります。コロナ禍でなかなか思うよ

うに活動が進められないとは思いますが、保護者としても子どもたちのために色々と協力さ

せてもらえたらと思いますので、引き続き宜しくお願い致します。 

・いつも子供たちのためにご尽力いただいてありがとうございます。 

・園からだされている課題がどのようなものか、自分はよく理解していない。 

・クラスの先生はもちろん、他のクラスの先生も子どものことを気にかけて声をかけてくださっ

て、あたたかい雰囲気でとても嬉しいです。製作コーナーのスズランテープなど、家にはない

材料が使えて嬉しそうに持ち帰ってきます。自由に遊ぶ時間と行事の練習をみんなで取り組

む時間ふたつの良いところが合わさっていると思います。今後もよろしくお願いします。 

・コロナウイルスの予防対策と保育とを両立させるのは先生方のご負担も増え、大変だったと思

います。例年通りに物事が進められない中、先生方が試行錯誤しつつ子供たちに向き合って下

さっていることが伝わってきました。 

・通常の保育業務に加え、コロナ禍での様々な配慮をしていただきありがとうございます。制限

がある中でも子どもが楽しく園に通え嬉しく思います。今後もマザーズクラブなどの力をお

借りして、少しでも先生方の負担が軽くなると良いなと思いました。なかなか園でのお手伝い

には参加できませんが、家庭でできる作業も募集していただけたら協力させていただきたい

と思います。 

・教職員の方々がみんな気持ちよく挨拶してくださり、また子供たちが楽しく通える環境を整備

してくださり感謝しています。野菜や花の種植え、栽培や収穫などたくさんの体験をさせてく

ださり子供たちの心の成長に役立っていると思います。特に今年は藍染や沢庵漬けなども経

験させてもらえて楽しかった一年でした。ありがとうございました。 

・自宅に持ち帰ったり休日を利用したりして作成しなければならず、負担が大きかった。⇒先生

方も休日はしっかり心身休めてほしいと思います。しっかりリフレッシュできてこそ、子供た

ちと向き合える余裕もできると思うので……、私は自分に余裕がないと子供たちには鬼ママ

になってしまいます。そういう経験もあるので、先生方には OFFはしっかりとってもらいたい

と願います。また、そういう思いもあり、マザーズクラブには積極的に参加させてもらってい

ます。 

・先生達の自己評価結果が、どの項目も上昇していることを嬉しく思いました。コロナ禍だけで

なく、ここ数年で教育方針が見直されたり、様々な変化が多く、今までの常識、経験だけでは

通用しなくなっていると思います。親からもいろいろな意見が出るだろうし、先生達もついて

いくのに大変だろうなぁと感じてたので。今後もよろしくお願いします。 

・多忙から保育がゆとりをもって行うことが出来なかったと言う意見が多くあったのが気にな

りました。持ち帰りの仕事があると言った意見も、先生方の保育へのモチベーション、保育の
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質への低下に繋がると思います。効率化が難しい仕事だとは思いますが、見直しと改善が必要

なのではないでしょうか？ 

例えば、いつも行事の栞の完成度の高さに先生方のご苦労が伺えます。かわいい栞は嬉しい  

ですが、その制作時間を他の事をする時間に充てられた方が良いのではないかと思います。 

中身の文面はコピーした物で、表紙を子供たちにに描かせてみたりなどはどうでしょうか？ 

今まで当たり前だった物へのテコ入れも必要かと思います。 

・コロナ禍で行事予定の通りにいかないことが多く､毎日大変だったことが伝わってきましたが､

その中でも子どもたちに季節を感じられる経験をさせていただき､有難く思っています｡ 

・不安な日々の中でも､先生方の子どもに対する接し方の工夫で､楽しい園生活を送ることが出 

来たと子どもを見ていて思います｡ありがとうございました｡ 

・教職員皆さんが日々色んな思いで子どもや保護者に関わって下さっていると知り感謝の気持

ちで一杯です。コロナ対策だけでも大変な中で先生達の業務負担も大きいようですので業務

見直しや削減を行い何より先生達自身が健康でおおらかに過ごして頂きたいと思います、そ

れはきっと子ども達へ向けられる愛情と直結してくるものだと思いますので。 

（個人的にはその日の計画通りに保育が進まなくても子どもが元気であれば預ける者として問

題ないです。子どもを待たせてしまったと反省されるようですが、待つことも子どもにとって

大事な勉強の一つだと考えます。行事のプログラムを丁寧に作成して頂いてとても可愛く嬉

しい気持ちになりますがプリント１枚でも我が家は十分です。） 

・どの先生方も子供達のために、一生懸命考えて寄り添っていただいていることに感謝しており

ます。ありがとうございます。 

・担任が 1人だとすごく大変だと思う。先生は一切大変とおっしゃることなく、子どもにはもち

ろん、保護者にもこまめな対応をしてくださっていたけど、事務的なこととかもすべて１人で

こなして、とても大変な思いをされているのではないかと思った。 

・コロナ禍だからということで、いろいろできかったとあったが、工夫して今までとは違う形で

何かできたのではないかと思う。特に小学校との連携は、リモートや手書きの物のやり取りや、

情報交換など今までとは違うやり方で連携可能だと思うので、できなかったと言うのに違和

感を強く感じた。A?B 評価だけでなく、C?D 評価について詳しくしっかりと振り返りや意見を

求めたりして、それを活かし改善や向上につなげていけるようにしたほうがより良くなるの

ではないかと思います。検討してみてください。 

・先生には家庭保育の悩みや心配事などにも丁寧に相談に乗って頂き、大変感謝しています。 

・先生方の考えを改めて見れてしっかり考えて保育していただいてると感じました。 

そんななか所々ある正直な文章にクスリと微笑ましくなるところもあり、またそういう方の

意見を言える環境も良いと思ったのと同時に、ストレスも溜めてるのではないかなという心

配もあります。保育という大変でたのしいだけではないお仕事と思いますが、先生方が楽しん

でやっていただけるのが一番なのかなと感じています。 

・先生方もいろいろ考えてやってくれているのがよくわかります。 

・先生方には本当に温かく丁寧にご指導いただいているので、もっと自己評価が高くてもよいと

思います。ただ、いろいろな行事や活動に追われてしまっていてなかなかゆっくりと時間がと

れないということは、保護者としてはいろいろな行事や活動があることはとてもありがたく
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嬉しいことである反面、１４時までという限られた保育時間の中でそれら行事や活動に加え

て、外部講師の先生方による運動遊びやリトミック、英語の時間もあるとなると、時間の調整

の難しさがあるのだと感じました。外部講師の先生による月当たりの保育時間の割合をもう

少し少なくして、クラスでゆったり過ごせる時間に充てていただいてもいいのではないかと

思いました。また、準備を夜や週末に持ち帰ってしなければいけないということについては、

申し訳なさでいっぱいです。ご家庭もある中で保育活動への準備にも時間を割いていただき、

本当にありがとうございます。 

・探検の森や芝生広場はとても素晴らしい環境だと思いますので、先生がおっしゃっているよう

にクラス単位で気軽に遊びに行けるようになるといいなと思いました。安全面で先生方の人

員がいるということは課題だと思いますが、バスで行かなければいけない場所ではなく、徒歩

で行けるというとても恵まれた環境なので、ぜひもっと活かしていただければありがたいで

す。 

 ・先生方はとてもよく頑張ってくださっていると思います。いつも本当に感謝しています。 

   

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。 

 

 ・コロナで状況が大変の中、いつもありがとうございます。こんな状況の中、発表会の開催など、

今の状況で出来る事を最大限にやって頂き感謝しています。 

 ・いつもいろいろな配慮がありがたいです 

 ・こちらが抜けてばかりなので、先生や事務の方にご迷惑をかけたり助けてもらってばかりです。

娘も楽しく通っていろいろなことができるようになりました。今後ともよろしくお願いします。 

 ・生活発表会で園児らがマスクしていたので表情が見えないし、歌っているかわからなかった。仕

方ない事なのかもしれませんが、とても残念に思いました。また次年度も県文での学年別開催が

いいと思いました。他学年のを見なくていい為時短短縮にもなるし今回、観覧席の最後列でした

が、丁度ホールの真ん中あたりの位置でしたのでステージまで割と近く見やすかったです。 

・発表会は県文でした場合、学年別等で座席に余裕があったら、1列目は空席にして 2列目からに

して欲しいと思いました。2列目までは段差がなく 2列目が非常に見えにくかったので、、、 

・コドモンでの連絡について、修正等が出てくるのは仕方がないと思いますが、できれば修正箇所

の連絡だけでなく、修正箇所を目立たせた上で修正版ファイルをあげていただいたり、できる限

り一つのファイルにまとめて連絡していただくなどわかりやすくしてもらいたいです。生活発

表会の連絡事項はかなり混乱してしまいました。 

・以前にもお伝えしたことですが、送迎時の駐車場のマナーが悪い方が多くいます。特に気になる

のはエンジンのかけっぱなしです。車の排気ガスが出るところはちょうど園児の顔のあたりに

なり、くさいと嫌がります。特に朝がひどく、7時半ごろに送りにくる方の半分以上がエンジン

がかけっぱなしです。注意喚起または朝の駐車場を一度見て頂きたいです。 

・色々なイベントを開催していただいて、子供もとても喜んでいます。様々な経験をさせていただ

いて有難いと思っています。 

・もう少しゆったりとした年間スケジュールだと嬉しく思います。これまで通り毎月小さな行事が

あるスケジュールも子ども自身は楽しんでいますが、外で体を動かす機会(園庭、探検の森、芝
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生広場での自由遊び)が増えると良いなと思います。 

・とても先生方は熱心に業務に取り組んでおられると感じます。朝からの清掃や笑顔、ほとんどの

先生が明るく気持ちの良い方です。コロナ禍で臨機応変にされる姿は頭が下がります。ただ１つ

気になる点があります。一部の先生ですが、保護者と大きな声でタメ口で話されている姿を見ま

す。子供の前で教員と保護者の関係を考えてタメ口での会話を見せる事に違和感があります。立

場に合った言葉遣いをすることは園の方針としてはないのかな？と感じます。 

・スモックや上靴を｢男の子が青、女の子がピンク｣と決めるのは昔は良かったかもしれないが、今

の時代にするのはどう考えてもおかしいと思う。性の多様化についてまったく理解がないと思

われても仕方がないと思う。男の子だからこっち、女の子だからこっち、と教えることよりも子

どもたちが自分の好きなことやものを自信をもって言えることの方が大事では？ 

常に思っていたので書かせていただきました。 

・冬の寒い季節の時に半ズボンのみは、いくらなんでも寒いのではと思います。薄着習慣は良いこ

とだと思いますが、半ズボンだけだと風が通って寒いし、子どもたちの体格も様々なので体が細

い子はより寒さを感じます。寒いなと思う子はズボンやスパッツを履く、特に寒くないという子

はそのまま半ズボンなどとしても良いのではと感じました。自分たちで衣服の調節や寒さ・暑さ

を感じられるようにもなると思います。また今は暖房をつけていても特に換気など徹底されて

いると思うので、例年よりも寒さを感じると思いました。 

・年少に進級すると昼寝がなくなると聞きました。2歳児までは 3月も昼寝をするのに、少しずつ

なくならせていって慣らすこともなく 4 月からいきなりなくなるのは子どもたちにとっても負

担だと思います。2号の子たちは帰りも遅い子たちも多いと思うので昼寝なしはしんどいのでは。

運動会終わり頃から減らしていったりでも良いと思います。もしくは夏のプールの時期だけで

も体を休める時間として欲しいと思います。なぜ、年少からなくすのかの理由が知りたいです。 

・今年度の運動会、先生方の日頃の保育やご指導のおかげで子どもたちも生き生きと楽しんで、可

愛らしい姿が見れました。ありがとうございました。しかし、平日の夕方開催についてはやはり

あまり納得できません。なぜ土曜日の午前中ではダメだったのでしょうか。乳児、幼児を同日開

催にしなくても違う週などでできたのではないでしょうか。夕方の寒い時間、子どもたちは午前

中保育で遊び、昼寝も短めになりそれからの運動会は疲れると思います。また、子どもたちをビ

デオに撮っても暗く、両親共に来れなかった家庭も何家庭かあり(我が家も母のみでした)1人で

見に来られていた人は何人もいました。 

・行事のたびにビデオ撮影についてがありますが、親の目で見ることの大切さは理解できます。で

すが、我が子の成長をビデオに撮ることはそんなにもいけないことなのかなと感じてしまうこ

とも正直あります。手紙にも「それでもどうしてもという方は」と書いてあったり、太字で「ど

うしてもという方は！」と書かれているとビデオ撮影することが悪いことのように感じてしま

います。DVD を業者さんに頼んで、一人一人を大きく撮影してもらっているかも知れませんが、

親としては我が子だけを映してほしいのが本音です。色々書きましたが、大前提としてはいつも

温かく子どもを受け入れ、気持ちを受け止めて頂き感謝の気持ちでいっぱいです。子どもが笑顔

で過ごせているのも先生方の日頃からの温かい保育のおかげだと思います。毎日ありがとうご

ざいます。今年度も残りわずかですが、よろしくお願い致します。 

・お任せしておりますので、よろしくお願いします。 
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・子どもの心身の発達に関する少し踏み込んだ話をする際、普段の伝達事項のような立ち話で知る

形になり、突然な展開に驚いたのと、事務的な期日があるのもわかるのですが、直近過ぎて家族

で話し合う時間もなかった。管理する立場でお忙しいのもわかるのですが、繊細な話題なのでそ

の対応に残念な気持ちになり、今後同じような場面があれば丁寧に進めていただきたいと思い

ました。 

・いつもお世話になっております。毎日楽しく園に通っている娘を見て嬉しく思っています。あり

がとうございます。 

・コロナ禍の中、運動会も生活発表会も開催して下さりありがとうございました。子供たちの成長

した姿を目にすることができ嬉しかったです。 

・担任の先生がすごく良く子どもたちを見てくれていると感じ嬉しく思います。 

・園だよりだけでなく大事な案内(運動会、発表会、遠足など)は資料室に入れていただけると後で

見返す際に助かります。参観のリモート配信はより普段に近い姿が見られて良かったです。今後

コロナが落ち着いて参観可能になってもぜひ続けてほしい！ 

バスの利用者が少ないので兄弟で乗る場合や朝のみ帰りのみ乗る場合は、少し減額するなども

検討してみてはいかがでしょうか？またバス登園利用者以外の園児も遠足などで年に何回は利

用するので維持費として少し(例えば年間￥1000 だけでも)協力してもらうのも良いのではない

かと思います。 

・思い出をたくさん作って頂けて非常に嬉しいのですが、働いている者としては、行事や手伝い、

懇談などの度に休みを取らねばならず、心苦しい思いもしているのは事実です。親子行事を少し

減らし、仕事にできるだけ支障がない様にして頂けるとありがたいです。 

・子供１人１人を大切にしてくださり、自然体験を実践できる素晴らしい幼稚園だと思っていま

す。個人としてはもう少し英語レッスンを取り入れてもらい(回数を増やして)幼児期からの語

学学習を勉強としてではなく楽しい活動の一環として取り組んで欲しかったと思っています。

他の行事との兼ね合いで英語や体育の活動がなかなか取れないのも承知しています。 

・コロナの時期で普段の教育活動が終了した後も玩具などの消毒作業に終われ、多大なるご負担が

かかっていることは本当に感謝してもしきれないほどです。……いつも、子供たち優先で考えて

いただき、本当にありがとうございます。こんなに、子供たちのことを大切に想ってくださって

いる園に預けられたこと、感謝しています。 

・mothers club、月曜以外の開催もしてもらえると参加しやすいです。仕事の都合上、月曜日は休

みにくいため。あと、生活発表会ですが、広いホールで学年別開催だったので、観覧席も、各家

族の間隔をもっと空けてもらえたら、より安心して観覧出来たかなと思いました。 

・入園してからの子供の成長が目覚しく、本当に感謝しております。 

・コロナ対応などで感染対策など雑務が多いなか、こどもの個性に応じた丁寧な対応をしていただ

けたと思います。 

・今年度もコロナの中で色々工夫して頂いて、出来うる限り開所して頂いてありがとうございまし

た、おかげさまで子どもも親も安心して園に通うことが出来、安心して仕事に邁進させて貰えて

います、これからもどうぞよろしくお願い致します。探検の森でもっと遊びたいと子どもからリ

クエストがありますので土日や長期休みに全ての責任は保護者において園庭開放して頂ける機

会を設けて貰えたら嬉しく思います。 
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・発表会は園外ホールで学年別がよい(今年と同じ)。一斉だとがんばっている子どもの姿が見にく

いため。かといって、園のホールだと物足りない。子どもが楽しく幼稚園に登園できているのは、

先生方のおかげです。ありがとうございます。 

・アンケートの「やや当てはまらない」「当てはまらない」を選択した場合、なぜそう思うのかを

聞く欄を設けたほうが良いのではないかと思いました。任意で良いので、意見や思いをしっかり

聞いて改善や向上につなげるために活かしてはどうでしょうか？ 

・子供は毎日楽しんで園生活を送っています。日々子供の成長を感じ、一年を振り返り、とても大

きく成長した姿を見て、大変感謝しています。 

・運動会、発表会等、学年毎だと保護者観点で楽です。ただ運動会の昼にいつもと違った、家族で

食べるお弁当等今でも昔を思い出します。そういった思い出が減ることは少し残念に思います。 

発表会の座席に関して、前の方は指定席で良いと思いますが、もう少し間隔を開けた方が良かっ

たのではないかなと思いました。学年別なので、座席は十分なので、中央じゃない、前過ぎて全

体が見えない等有るので、後ろの方は自由席として、少し後ろでも中央寄りに座れたら良かった

ように思います。 

・お迎えの際に明日はお弁当です、明日は制服です。担任の先生から個別連絡で、期限近いです。

等注意してもらえるのはありがたいです。予定を見て、カレンダーにメモしてるのですが、時々

抜けてしまいます。とりあえず流れてきた物を見るときひとまずながし読みし、再度読み直した

り、可能な範囲で印刷したりするのですが、印刷を忘れたり、何を印刷してあり、してないのか

が分からなくなってしまうことが多々ありました。 

・行事の把握(準備物等)をよりわかりやすい何かアイデアが有ればお願いしたいです。もし可能な

らコドモンの内容全てにおいて自分でチェックできるようなものを導入してもらえたらとおも

います。見たら消える赤丸ではなく、自らチェックを入れたか入れてないか、またそれに関する

ソート機能。 

・園全体の先生方の温かく優しい雰囲気がとても好きです。コロナ対応もとても丁寧にしていただ

き、こまめに状況を教えていただけるので安心できます。 

・コロナ対策の大変さや、職員不足など様々な理由もあるかと思いますが、園でコロナが出ている

時は極力異年齢保育をさけ、ホームクラスは同じ学年で過ごすなどしていただけるともう少し

安心して預けられます。 

・お手伝い係の日程が届いたのが 1週間前だったので、仕事を調整するのが大変でした、もう少し

早く教えて頂けると助かります。 

・園での活動の様子等を、コドモンを通して写真を送って頂くのですが、お誕生日会の写真以外送

られてこない月もあり、日々どんな活動をしているか等、もっと見てみたかったです。 

・年長から転園をさせていただきましたが、私自身想定していた以上に息子の新しい環境への不安

が顕著に出て、先生方にはたくさんご迷惑やご負担をおかけしてしまったことと思います。しか

し、担任の先生、副園長先生にはいつも息子の気持ちに寄り添い見守ってくださり、本当に温か

く対応していただき、心より感謝しております。担任の先生方や副園長先生はもちろんのこと、

年長の他のクラスの先生方や、全く別の学年の先生方まで息子達の名前を覚えてくださり、名前

を呼んで朝挨拶をしてくださったり声をかけてくださったりし、先生方の温かさや優しさがと

ても嬉しく日々感動していました。 
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毎日の自由遊びの時間には、ブロックなどただ既成の玩具で遊ぶだけではなく、年長児の発達や

クラスの子ども達の興味関心に応じていろいろな材料を準備して遊びの環境を整えてくださっ

ていたり、毎月季節を感じられる制作活動を、大きな画用紙や絵の具、粘土、自然の材料などを

使って取り組ませてくださり、本当にありがとうございます。これらは年中まで通っていた園で

は残念ながら全くありませんでした。子ども達の興味に合わせて環境や材料を用意したり、制作

活動の時間を毎月とったりということは時間も手間も割かれてとても大変なことだと思うので、

前の園では効率を考えて全てカットしていたんだと思います。そのため、それらの活動を取り入

れてくださったり環境を整えてくださっているということは当たり前のことではないと、とて

もありがたく感謝しています。 

また、綿の苗を持ち帰らせてくださり、育てる楽しみや種を次の年に植える楽しみを経験させて

くださったり、苗から育てたポップコーン作り、藍染体験、育てた大根での漬物作り、さつまい

ものつるでのリース作りなど、季節や活動と活動とのつながりを感じられる、趣向を凝らした取

り組みをたくさんしてくださったり、年に３回も園外保育の機会を設けてくださり、社会見学や

お礼のお手紙を届けることまで組み込んでくださったりと、前の園では経験できなかった、多く

の貴重な経験・体験をさせてくださり、親子ともども充実した楽しい一年を過ごすことができま

した。先生方は計画やご準備などとても大変だったことと思います。心よりお礼申し上げます。 

昨年度はコロナ禍のために園での発表会だったとのことですが、今年は総合文化センターでの

大きなホールでの発表会を催してくださり、本当にありがとうございます。運動会の鼓隊も感動

しましたが、運動会とは違ったパートや曲でのもう一度鼓隊ができることは息子にとって素晴

らしい経験だったと思います。学年全体での壮大な劇や合唱まで見せてくださり、とても見応え

のある感動する発表会でした。先生方がこの発表会の舞台を作り上げるために何ヶ月もかけて

ご指導くださったことを想像すると、感謝の思いでいっぱいです。 

２便のバス待ちの時に保育をしてくださる先生方、ホームクラスの先生方も温かく接してくだ

さり、クラスだけでなく、いろいろなところに息子の居場所ができて、本人にとってもとても良

い貴重な経験をさせていただいていると思います。不安感が強いことからあんなに激しく抵抗

を示していたバスやホームクラスも、「バス待ちもホームクラスもどっちも楽しい！」と嬉しそ

うに登園できるようになりました。運動会、発表会などでクラスを越えたお友達との関わりを継

続して築いてきてくださったおかげで、他のクラスのお友達から声をかけてくれたり、別のクラ

スのお友達の輪にも自然と入っていって遊んでいる姿をホームクラスのお迎えの時に目にして、

とても嬉しく思っています。 

園長先生におかれましては、朝子ども達の名前を呼んで丁寧に挨拶をしてくださったり、保護者

一人一人に対し真摯に向き合って質問に受け答えしてくだっている姿勢や、バスの運転手さん

がお休みの時には代理でバスの運転までなさっていることに感動しました。前の園では園長先

生に気軽に話しかけたり疑問点を伺ったりできる雰囲気も機会も全くなかったので、園長先生

自ら保護者に向き合い、保護者とともに保育をしていこうとしてくださっている姿勢がとても

ありがたく思います。 

今回の転園は息子にとってはハードルが低いものではなかったと思いますが、先生方の温かい

ご指導やサポートのお陰でそれを乗り越えることができ、心から楽しんで登園できるようにな

りました。今年一年の経験は息子の中でとても大きな自信や糧になっていくことと思います。 



12 

 

先生方におかれましては、いつも親身になって相談に乗ってくださり、不安な時、心が折れそう

な時も支えてくださいましたこと、心より感謝申し上げます。おかげさまで私自身も親として少

し成長できた一年でした。 

藤認定こども園という素晴らしい園に出会えて、転園させていただくことができ本当に幸せに

思っています。一年を通してさまざまな貴重な経験・体験をさせていただく中で、息子の中で成

長や大きな自信にもつながったことと思います。お友達とともにたくさん遊び、いろいろな経験

をさせていただき、思い出深い素晴らしい一年となりました。本当にありがとうございました。 

・コロナ禍でもいろいろ工夫しながらイベントや行事をして頂きとても嬉しいです。中止にしてし

まうことは簡単ですが、出来なかった思い出より、制限の中でも出来た思い出が子どもにとって

も親にとっても大切な宝となっています。いつもありがとうございます。 

・こどもの興味、関心を引き出すような様々な取り組みを実施して下さいまして、ありがとうござ

いました。ペットボトル大根は家でも挑戦してみました！遠足のザリガニ釣り、親子で楽しめま

した。 

・とても楽しんで園に通うことができました。先生方のおかげです。お世話になりました。 

・２歳で毎日園で過ごすことができるのだろうかと不安な気持ちがありましたが、先生方がいつも

温かくご指導くださり、些細なことでも報告してくださってともに成長を喜んでくださり、本当

にありがたく感謝しています。おかげさまで息子もすぐに園に慣れ、とても楽しい一年を過ごさ

せていただきました。ぺんぎん組で園生活の楽しさを心から感じられるようにのびのびと過ご

させてくださったからこそ、年少組やホームクラスに通うことも楽しみにしているようです。心

から感謝申し上げます。 

一つ要望をさせていただくとすれば、ぺんぎん組がホームクラスを使えないというのが仕事を

始めてからは少し不便に感じました。一年間ずっとぺんぎん組に通わせていただけてたことは

本当によかったと思っていますが、例えば、１４時の降園後に数時間すみれ組で過ごすことがで

きるとか、年少も近づいてきた１月ぐらいからはぺんぎん組もホームクラスが使えるようにし

ていただけると働く親としてはありがたいなぁと思います。ご検討いただけましたら幸いです。 

 

今年度も多くの方々より、アンケートにご回答いただき誠にありがとうございます。全ての項

目で、昨年度より「あてはまる」の割合が増加しており率直に喜んでおります。 

２年続けて新型コロナウイルス感染症の影響を受けた２０２１年度は、前年度の反省を活か

し行事のあり方を見直したり、オンライン保育や保育参観に代えて子どもたちの活動を YouTube

配信したりと新たなことに取り組む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。今後も、保護者の皆さまのご意見・激励のお言葉を

励みに職員一同が、さらに「あてはまる」の割合が高まるよう、力を合わせて頑張ってまいりま

す。また、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。 


