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令和２年度 たいようこども園 保護者評価結果    令和 3年 3月４日 

 

 保護者の皆様には、アンケート（関係者評価）にご協力いただきありがとうございました。 

令和２年度は、4月 8日に新型コロナウイルス感染症対策としての緊急事態宣言が発出さ

れ、新型コロナウイルス感染症対策に追われる年度でした。園では、新型コロナウイルス 

感染症対策を優先して行いながら園児の育ちを確認することを心がけて教育・保育を行って 

参りました。広い園庭、地域の自然、整った園舎等の環境を通して遊び（学びの基）を核と 

した教育・保育を求めて取り組んできました。そのための研修、公開保育、様々な体験学習 

を行い、園児の健全な育ちを検証して、課題を出し、課題を克服するための研修を行い、実

践を行ってきました。これらの取り組みの成果は、なかなか目に見えませんが、保護者の皆

様の評価結果からも見えてきていることに安堵しています。 

世界の王道となっている「環境を通して、遊び（学びの基）を中心とした」教育・保育を 

真摯に求め続けて園児の育ちを支援して参ります。そして、たいようこども園は、０才から

５才までの一貫した乳幼児の教育・保育を今後も行って参ります。そのためには、より一層

の見える化を図り、保護者の皆様と共にこどもたちの心技体を育むこども園にしたいと思っ

ています。 

こどもたちの未来が輝くように、生涯教育を見据えた「生きる力」（非認知能力も含む） 

の育成を図ることを基本とした活動を今後も進めます。皆様からの評価をしっかりと受け止

め、次年度の教育・保育に活かします。どのこども園よりも先駆けて病児保育事業を行い、

看護師 2人体制が整い、保健だよりなどでお役に立っていることを評価いただきありがとう

ございます。保護者の皆様からいただいた貴重なご意見は、掲載しています。重複するご意

見はまとめています。また、お答えできる範囲で園からとしてお答えさせていただきました。 

 令和３年度も幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいてこどもたちの育ちを支

援・応援して参ります。園生活等の環境を通して（遊びを中心にして）豊かな学びを体験さ

せ、非認知能力を育み、３歳児からは「幼児期までに育ってほしい１０の姿」をイメージし

てこどもたちの育ちを支援して参ります。時代の要請に応えることも重視して、幼時期とし

ての認知能力を高めるための教育（英語、絵画）について検討をしています。今後とも保護

者の皆様、地域の皆様のご期待に添うように、こども園の役割を見据えたこどもたちの健全

育成を図っていく所存です。以下に結果を掲載します。 

                             (園長 宇和野修介)  
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保護者の皆様から見ての評価 

※基準   Ａ 十分に満足    Ｂ 満足    Ｃ やや不満    Ｄ 不満 

１ 教育・保育について（下記の項目を総合的に判断してください） 

こどもの未来が輝くように「いのち」を育むこども園をめざす（理念） 

「遊び」を通してたくさんのことを学び、生きる力を育む（目標）  

☆☆☆保護者や地域と共に生きる力の基盤を育むこども園をめざす☆☆☆ 

〇健康でたくましい子どもの育成 〇みんなと仲よくできる子どもの育成  

①教育・保育理念、教育・保育目標の具現化に努めていたか。 

○乳幼児が楽しいこども園 

○保護者や地域に信頼されるこども園 

○開放されたこども園 

②信頼されるこども園になるように努めていたか。 

上の項目について判断してください。 

 

 

具体的には言葉でおねがいします（ご意見） 

 

（５～３歳児クラス）  

・毎日楽しく園に通っていたので良かったと思います。 

・園での様子、子どもの気になることなど、一つ一つ丁寧に向かい合ってくださり、ありがたいです。 

・子ども達が、こども園に行くのを楽しみにしてくれていることは、何よりの結果だと思います。 

・先生方が色々教えて下さり、子ども達が園での生活が楽しいと思わせてくれるよう努力していただいて

るのだなと感じ感謝しています。 

・オープン保育や園だより、クラスだよりなどで様子がよくわかりありがたいです。 

・年齢にあった体験をさせて頂き、いもほりやもちつき等地域の方々のご協力もあり、とても良い取り組

みだと思いました。 

・「こども園に行きたくない」と今まで一度も口にしたことがありません。クラスのお友達と仲良く過ご

している姿を見ると、とても嬉しく思います。 

・泣きながら登園する日もありましたが、帰りは「楽しかった」と話すので、朝は辛くても安心して預け

ることが出来ました。遊びの中で友達との関わり方や声のかけ方など日々多くの事を学んで来ていると

感じます。 

・子供が楽しそうに登園しているので、信頼できると思っています。 

・「保育園に行きたくない」と言った事は一度もなく、毎日楽しそうに登園しているのでとてもありがた

いです。 

・季節の行事やお誕生日会など楽しいイベントをして下さり。家庭でも話を聞かせてくれます。 

・連絡帳や手紙などで、子ども達の様子など書いて頂いて、こんな事があったのかなど、園での様子が分

かり満足しています。 

・子供が園で遊んだこと、習ったことをいろいろ話してくれるのですが、とっても楽しそうです。 

・子供達が毎日楽しそうに帰ってきてたくさん話をしてくれます。ちょっとした傷や言われないと分から
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ないようなケガでも先生方がどこでなにがあったのか丁寧に教えて下さるので、とても安心して子供を

預けられています。 

・建物が明るく気持ちが良い。 

・看護師さんもおられたりと、本当に助かっています。安心があります。 

・朝、登園時こどもの体調や機嫌などの話をしたり、帰りの際には簡単にでも、どんな遊びをしたか、友

達とケンカをしてしまった、ケガなどあった時には伝えてほしいと思います。 

・ケガがあったら我が子がしてしまった事を含め知らせてほしいです。 

園より：トラブル等については、個人のプライバシーや人権等を考慮してお伝えしています。 

怪我等の場合は、総合的に判断して双方にお伝えをしています。 

本園では、登降園の時間帯により担任が別の業務に携わっている場合が有り、お話が出来な

いこともあります。 

園での対応について保護者の皆様に寄り添って、こどもたちの育ちを支えます。 

 

（２～０歳児クラス） 

・ＨＰ「園からのお知らせ」も適宜アップされており、この状況下でも園での様子、運営がわかるように

なっている。 

・昨年度からコロナで活動が難しいですが、地域交流や学生交流など積極的にされていて子供の成長にと

ても良いと思っています。 

・連絡帳を丁寧に書かれていて、1 日どうすごしたか分かりやすいです。毎日読むのが楽しみでとても安

心します。 

・子供が 1日 1日成長していく様子に満足しています。 

園より：HPでの発信をしっかりとやりたいと思っています。 
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２ たいようこども園の年間行事について 

① 園行事等の計画とその運営は適切であったか。 

参観日、オープン保育、お祭りごっこ（お泊まり保育の代わり）、運動会、

入園式、進級式、発表会等、その他（全体で総合的に判断してください） 

 

 

 

  
具体的には言葉でおねがいします（ご意見） 

 

（５～３歳児クラス） 

・コロナ禍で行事運営が難しい中で先生方の協力のもと、子どもたちが楽しく行事に参加出来感謝して

おります。特に年長クラスは最後の思い出作りとなったと思います。 

・コロナで大変な中、中止ではなく別の形で考えて頂けて助かりました。 

・コロナ禍で参観日、お祭りごっこなどできることを最大限にしてもらえたと思います。ありがとうご

ざいました。 

・コロナ禍のなか、感染対策が十分にされており、安心して参観できました。 

・コロナ禍、行事を中止にしている園や学校がある中、できる範囲内でたくさんの行事をして頂けあり

がたく思いました。 

・発表会の運営（当日）スムーズでよい方法でした。見やすかったです。運動会も年齢別などしていた

だくと座席などもう少し自由がきいたかなと思います。 

・他の園にはできないようなことをたくさんさせてもらった。 

・昨年からコロナウイルスが流行している中、感染対策をよくして頂いてるので、安心して行事にも参

加が出来ました。 

園より：今後も新型コロナウイルス感染症対策をしながら、活動や行事を行います。 

 

・行事を行うのが難しい中、色々と考えて実施していただき、保護者としてもありがたかった。発表会

は毎年あのような形でもいいと思った。今年クッキングがなかったのは、残念。 

・運動会や発表会は時間が少なくて集中して見ることができた。一方、参加できない学年の保護者は淋

しいと感じたと思う。 

・コロナ禍、最大限工夫して行事を行って頂いて感謝しています。欲を言えば、小さいクラスは運動会

や発表会が中止となり、最後の参観日も 1 人しか見に行けなかったので、踊る姿を動画ででも見られ

たらよかったなぁと思います。 

・制限はありましたが、どの行事もいつもよりゆったり見れた気がします。ただ、運動会は地区で観覧

場所を決めず、ひまわり組の保護者を一番よく見える席にしたほうがよいのでは…と思いました。 

園より：いただいた意見を検証し、次年度については早めにお知らせをしたいと考えています。 
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（２～０歳児クラス） 

・今年度は行事はなかったですが、コロナの中でも参観日を作っていただけてとても嬉しかったです。 

・コロナの影響でなくなってしまった行事もあり残念でしたが、子どもたちのことを考えると適切な判

断だったと思います。 

・行事の制限があったり残念な部分もありますが、オープン保育に参加させて頂けてとっても楽しいひ

とときでした。ふだん見れない子どもの表情を見られるのが嬉しく毎回楽しみにしています。 

・参観日は保育園でどんな過ごし方をしていたかが分かって良かったです。 

・コロナの影響で参観日が少人数に分かれてされていたりと、こちらも安心して参加することができま

した。 

・参観日以外小さい子達の行事はコロナのせいで無かったので少しさみしかった。 

・運動会、発表会はとても楽しみにしていたので、コロナの影響で見られず残念でした。 

・運動会や発表会がなく残念でした。 

・コロナ対策だとわかっていますが不満です。乳児は行事が不参加でとても残念でした。 

・できれば参観日など希望時間を聞いて頂きたいなぁと思います。やはり仕事や他の行事と重なること

もあるので。 

園より：次年度については、皆様の思いを受け止めて考えていきます。 
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３ クラス・学級について 

① クラスの教室環境を整備し、清潔感と共に保健安全に心がけていた

か。 

② ３から５歳児は、助け合い協力する園児の姿が見られたか。 

③ 乳幼児理解に心がけ、一人一人のよさや可能性を伸ばす配慮や指導

を心がけていたか。 

 

  

具体的には言葉でおねがいします（ご意見） 

 

（５～３歳児クラス） 

・子どもの“出来た”という自信をたくさんつけ伸ばせて頂いたと思います。 

・子どもどうしのかけ合いを見て成長を感じることが出来ました。 

・ほとんど園内でケガをすることなく、手洗いうがいもしっかりしていたようで、安心して預けること

ができた。クラスのこともいつも楽しそうに教えてくれた。チャレンジタイムも意欲的に取り組めて

いたと思います。 

・5 歳になり心がすごく成長しました。友達と意思疎通が上手くできなかった時、心が傷ついたお話を

してくださって、帰って自分の言葉でも話してくれて、成長したなぁと思いました。 

・在園児が多いなか、子ども達のことをしっかり見て気づき声をかけて下さる担任の先生方に感謝して

います。 

・担任の先生に良い所をたくさん認めていただいており嬉しいです。 

・参観の時、二人の先生がてきぱきと動いておられ、クラス全体もよくまとまっていると感じました。 

背筋をピンと伸ばして座ったら、先生が「かっこいいね」とほめてくれたと話すことがあり、1 人 1

人をちゃんと見てくれていると思いました。 

・子供が毎日楽しく登園していることや、遊びの様子についての話を聞くと、クラスが安心できる場所

であり、ルール作りもきっちりされていることがわかった。 

・席がえも何回かあるようで、クラスのみんなと関われていると思います。 

・自我が出てきて難しい時期ですが、お友達とのトラブルも先生方が上手く対処して下さっているおか

げで、子どもが納得のいく環境を作って下さってるなと思います。 

・たくさんのお友達が出来、ケンカもしながらたくさんのことを学んでくれたと思っています。 

・クラスのおたよりも毎月楽しみに読ませていただいています。先生の手書きがあたたかいです。 

・子供からもよく友達の名前を聞いたり、こんな事したよなど、友達と一緒に何かをする楽しさを学べ

ているものと思っています。 

・オープン保育に行ったとき教室がすごくキレイだなと思いました。トイレも教室の横にあってさっと

子供が自分で行けるのでいいと思います。 

・皆、先生のお話を聞きスムーズに授業に取り組む様子に感心しました。 

・クラスもきれいにされていて、名前が書いてある所へきちんとしまわれて、手洗い、消毒もされてい
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ました。 

園より：環境や遊びを通して教育・保育をして、学びを深めていることを理解していただき感謝い

たします。 

 

・“おはし”の移行について家庭と連携して進めて頂けたらと思いました。 

園より：説明不足をお詫びします。家庭と連携してお知らせします。 

 

（２～０歳児クラス） 

・連絡帳で毎日園での様子を教えていただき、家でもそのことを活かして関わることができました。 

・トイレトレーニングなど子どものヤル気に合わせてやっていただけていて、感謝しています。 

・先生の名前が日常会話で出てき、先生にホメられた、しかられたなど、ちゃんと理解しており指導さ

れてるなと思います。 

・手洗いを大人よりきっちりしてすごい。 

・お迎えに行くといつも玄関のお掃除などされていて、とてもきれいで清潔だと感じます。連絡帳で悩

みなどアドバイスを頂けたり、様子や遊びを伝えて頂けて大変配慮して頂けているなと感じます。 

・清潔感はとてもあります。手指消毒もしっかりしていますし、安心です。 

・連絡帳で気になる事を記載した日などは、お返事を下さるか、お迎えの時にお話して下さるので助か

っています。 

・乳児センターはとても清潔感がありいいと思います。 

・参観日に子供がパンツにおしっこをしてしまった時に、お尻をシャワーしたり床を消毒して下さった

りと清潔にされていてよかったです。 

園より：職員の仕事ぶりについてご理解いただきありがとうございます。 
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４ 保健・安全・給食について 

保健・安全・給食の指導について。 

① 歯磨き・うがい・手洗い等の基本的な生活の習慣化が図られていた

か。 

② 避難訓練や安全・危機管理ついては充分に対応できていたか。 

 

 

 

  
 

① 給食についての満足度はどうですか。 

 

 

 

 

 

  

具体的には言葉でおねがいします（ご意見） 

 

（５～３歳児クラス） 

・うがい手洗いの習慣が家庭でも活かされております。 

・給食、おやつ、いつも手をかけて作ってくださり、ありがとうございます。 

・家でも自分から手洗い、うがいを手際よくしてくれます。給食もバランス良く家では作らないメニュ

ーであきなくおいしいと言ってました。 

・歯磨きの仕方、避難訓練はどうするのか、子どもが教えてくれます。給食も手作りでおいしいと言っ

ています。 

・食材の種類が多く、バランスも良く、おやつも手作りして下さり、本当に大満足です。 

・食はすごく大切だと思ってくれるようになり、園の給食がとてもおいしい！と大満足です。 

・生活習慣の指導や食育など、園で学んでくることはとても多くありがたいです。 

・家では食べない食材も園での給食は美味しいと言って食べて来てくれ、とてもありがたく思っていま

す。レシピを教えていただき家で作って出すと食べてくれ嬉しかったです。 

・給食、おやつは大満足のようで毎日の楽しみの一つです。 

・給食のレシピをいただいて、家庭で作って出すと、とても喜んで食べてくれたので、給食の力はすご

いと思いました。 

・歯磨き・うがい・手洗いはきちんと習慣になっていて家でも自らしてくれます。避難訓練も毎回家で

「〇〇の時は○○に逃げる」など、しっかり訓練の意味を理解しているようです。 

・よく考えられた献立の給食をご提供いただき、シーズンごとに沿った内容の保健だよりも、いつも参

考にさせて頂いており感謝しています。 
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・食が細かったのですが、「今日はおかわりした」という日もあり、とても嬉しいです。おやつも手作

りなので安心です。 

・保育園でうがい手洗いの指導をして下さっているので家でもしっかりできてます。給食についても手

作りで栄養バランス等とても考えられていると思います。 

・食べ物の好き嫌いがなくなりました。残さず食べるように指導して下さりありがとうございます。 

・避難訓練があった日は、手で口をおさえるんだよ！と学んできたことを話してくれました。 

・苦手な食事もこども園では、ほぼ完食しているようです。みんなと食べる給食はとてもおいしいよう

です。 

・手の洗い方は大人も見習わないといけないくらい、丁寧にしているのを見て、園でしっかりと教えて

もらっているんだなと実感しています。 

・給食は献立表を見ているとしっかりとした栄養バランスが考えられている上、とても美味しそうだな 

と思います。子供も今日は○○食べた 美味しかった と言ってます。 

・避難訓練は教えて頂いたことを大人に対して教えてくれます。給食については、好き嫌いなく食べる

んだよと言います。他のこども園より「手作り」や「食育」に力を入れてもらっているので安心です。 

・バランスのとれた給食、食育の話もありがとうございます。 

園より：保健衛生での園での対応、食（食育・給食）への取り組み満足していただきありがとうご

ざいます。 

自分の命を守る避難訓練等につきましてもご理解いただき感謝します。 

行事や活動は学ぶを深める大切な時間です。これからも期待に応えたいです。 

 

・引き渡し訓練の時間制定は難しいと思います。仕事からぬけても、また戻らなければならない場合、

希望があれば、預かっていただけないでしょうか。 

園より：引き渡し訓練は大規模災害に備えての訓練です。職場で主旨を理解していただけるように

説明をしてみてください。職場の諸般の事情でどうしても都合のつかない場合はお知らせ

ください。政府も子育て世代の支援を行っています。企業も働き方改革等で理解が進んで

いると理解しています。 

 

（２～０歳児クラス） 

・他県の献立表を見たことがありますが、たいようこども園の品数の多さや献立のレパートリーの多さ

毎日手作りのおやつに驚きました。 

・アルコールなど園児にも帰宅前にさせているので良いと思います。 

・偏食、アレルギー等細かく配慮してくださり感謝しています。 

・帰宅後手洗いをしますが、手首をくるくるしたり、指先を手のひらにこすりつけたり、いつの間にか

自分でしっかり洗えるようになっていました。 

・手洗いの時腕まくりをする姿が見られるようになり、園で教えて下さってるのだなぁと感じています。 

・アレルギーなどの有無、成長に伴い食材の使用など、しっかり聞いて下さり助かっています。また食

材をたくさん使っておられ、食育にもつながりありがたいです。 

・おいしい給食なんだろうなと思います。栄養バランスもしっかりしていて、ありがたいです。 
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・体調の悪い時、給食をおかゆにしていただいて助かりました。（0歳児） 

・手洗いは家でもしたいと言い手を洗うまねをしています。 

園より：保健衛生での園での対応、食（食育・給食）への取り組み満足していただきありがとうご

ざいます。 

手洗い等の習慣化は大切な事です。今後も継続します。 

 

・昼の歯みがきはいつから始めて頂けるのでようか？ 

園より：歯ブラシを使うことが危険なところがあり、3歳でうかい、4歳から歯磨きをします。 

    歯磨きをしていないクラスでは、食後にお茶を飲むようにしています。お茶を飲むことで

植物残渣は取れますとのことです。（歯科衛生士さんより） 
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５ 新型コロナウイルス感染症対策について 

新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行っているか。 

 

 

 

 

 

  
気づかれたこと自由にお書きください。 

 

（５～３歳児クラス） 

・帰り際も園児に消毒をさせていて対策をしていただいてありがたいです。 

・感染症等でマスクを子ども達にさせた方がいいのかなとも思いましたが、正確に着けることが難しい

子ども達に、それ以上の対策をとって頂いていたのだろうと思います。ありがとうございます。 

・登園したとき帰る時アルコール消毒を徹底していただいてありがとうございます。 

・子ども自身が、手洗いや消毒などに気を付けるようになっており、指導のおかげだなと思っておりま

す。 

・十分に徹底して頂いてると思います。 

・オープン保育でも細かく時間を決めたり、人数制限などしっかりとしていたと思います。 

・保育園での様子を連絡帳で教えていただいて良く見ていただいていることに感謝です。 

・玄関の外で待つことはとても大切です。先生方が帰りのお迎えの時にいつも頑張っておそうじされて

ます。 

園より：新型コロナウイルス感染症対策は、収束するまで継続します、新たな状況が生じたらそれ

に対しての対応を行います。 

 

・先生によって連絡ノートの使い方が違うのが気になります。親としては子供が１日何をして過ごした

のか気になります。普通の連絡事項も書かれていない時も多々あります。 

  園より：3 歳から 5 歳については、どうしてもお伝えしなければならない場合にはお知らせをして

います。その他の日については、短い文章でお伝えしています。お子さんからその日の様

子を聞かれることで親子の会話を楽しんでください。 

 

・日々の検温表（統一化されたもの）があれば、より良かったなと思います。 

・マスクの着用が必要かなと思っています。（年齢も考えてできる範囲でですが） 

・マスクは小学校では必ず着用なので、年長は慣れるためにもつけてもいい気がします。 

・その都度、案内プリントが配布され、園としての方向性がわかったので、安心できた。園としての方

向性と市内のこども園・小中学校（市教委）の方向性とのつながりが分かると、さらに安心できたと

思う。 
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園より： マスクの着用については、「新しい生活様式」を踏まえて、乳幼児の育ちを考慮して厚生

労蔵省、文部科学省の通達を参考にして、「こども園の新しい生活様式」を配布していま

すので読んでください。そして、ご理解ください。 

 

（２～０歳児クラス） 

・保健だよりや手紙などで情報が知れてありがたいです。アルコール消毒を、お店などでも自分からし

に行くようになりました。 

・園内立入制限をしていたり手指の消毒、マスク着用などしっかりされていると思います。 

・消毒スプレーの機械がおかれたのは良いと感じました。又、コロナの件についてのお便り等、慎重に

対応されている印象を受けています。 

・朝、消毒等を入念にされている姿をみます。感謝しかありません。 

・参観日が少人数制になっていたことや、検温・消毒が徹底されていてよかったなと思いました。 

園より：今後とも新型コロナウイルス感染症対策を継続します。 

 

・アルコールが合わない子もいるかもしれないので、その対応も場合によっては必要なのかなと感じま

した。 

園より：アトピー性皮膚炎や手荒れがひどい、アルコールによる過敏症がある場合は、個別に連絡

をいただき対応しています。 

    手指消毒（アルコールの使用ができない）できない場合は、手洗いを丁寧に行っています。 
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６ 自由なご意見 

たいようこども園のための提言、ご意見をお願いします。（自由に） 

 

（５～３歳児クラス） 

・コロナも流行り、制限がある中、先生方がたくさん考えてくれているのが伝わり、本当にありがた

く思います。年長組としての立派な姿を見ることが出来、本当に成長したなあと感じました。大変

な１年だったと思いますが、先生方本当にありがとうございました。 

・お泊り保育の代わりに、おまつりごっこをしてもらって本当にありがたかったです。 

・子どもを預ける不安からスタートし、本当にたくさん親も子も成長させて頂き、今では大切な存在

になっています。先生方には、本当に感謝しています。 

・チャレンジタイムでは鉄棒に竹馬、一輪車までさせてもらいとてもありがたく思います。 

・子ども同士で協力する事、一緒に考えてやる事というのができるようになったと思います。 

・友達と遊び家庭では教えきれない多くの事を学ばせて頂き感謝しています。子どもと共に私達も親

として成長していきたいと思いますので、こども園の行事等があれば積極的に参加させて頂きたい

と思います。 

・コロナだから残念でなく、コロナで見直せたことがこれからに生かせることがたくさんあると思い

ます。保護者と先生方との両輪で、更に良い方法や取組を子どもたちのためにしてやりたいなあと

思います。 

・運動会、発表会はコロナ対策にかかわらず、今年のように分けて行うのも良いと思いました。 

運動会＝3.4.5歳、発表会＝各クラスごと 

・できなくても挑戦して立ち向かっていくことも学べるすばらしい授業がありました。この時代では

いろいろ大変ですが、とてもがんばって取り組んでいただいています。 

園より：今後とも「子どもも最善の利益」を常に考えて教育・保育に取り組みます。こどもたち

の対応力は素晴らしいです。成長している姿が頼もしいです。これも、保護者の皆様の

ご支援のお陰と感謝申し上げます。４歳児、5歳児は、本格的な公開保育を行い多くの先

生方から高い評価を受けました。神戸大学の北野准教授からも頑張りを認めて頂きまし

た。こどもたちが主体的に活動する場面が多く有り、保育の質が高まっていること嬉し

く思っています。 

ますます、研修に力を入れてこどもたちの健全な育ちを支えるために精進します。 

 

・連絡など、スマホや携帯をもっと活用できればよいなあと思います。行事などや警報が出た時のHP

掲載も、メールなどでお知らせいただくと、もっと多くの人の目に入るのではないかと思います。 

園より：ICTの活用を考えます。 

 

・兄弟がいると同じ絵本が２～３冊とあったりしたので、年間の買取は希望の人だけでも良いかと思

いました。 
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園より：１年間は同じ絵本の配本はありません。きょうだいで 5 年間ぐらいたいようこども園に

在籍していると同じ絵本の配本があったかもしれません。年少組では、自分の絵本を保

育者に読んでもらって、絵本の世界に浸り、夢の時間を過ごします。自分の本をみんな

の前で順番に読んでもらうこともあります。自分の本で楽しい時間を独り占めできます。 

     年長組では、月刊絵本を開く時間もあります。園の本でなく、自分の本で夢の時間を

過ごすことで、1ヶ月間、園で親しんだ絵本をご家庭に持ち帰ったとき、保護者の方を独

り占めできる大切な時間になることを期待しています。絵本に親しむ習慣化、親子のコ

ミュニケーションの拡がりになればと思っています。 

 

・〇〇組だよりは、ぜひカラーでお願いしたい。 

園より：手書きであり、モノクロで印刷しています。HPで園の様子をアップしていますので、そ

ちらも併せてご覧ください。 

 

・役員決め、変えていただきたいです。役員をした翌年は免除ですが、翌々年はまた役員になる可能

性があります。役員をした事がないひとから選出していただきたいです。 

園より：保護者会役員会でも話題になり、現在検討中です。クラス毎の役員決めではどうかと話

し合っています。 

・コロナ禍でなかなか先生と話す機会がない中、新しい先生もおられるので職員紹介のお手紙は

出してほしかったです。 

園より：今年度は、お知らせが出来なく、申し訳なく思っています。 

    令和 3年度は、4月中にお知らせします。 

 

（２～０歳児クラス） 

・初めてのこども園入園に不安がありましたが、保育士の方の丁寧な関りや帰りのお話、連絡帳に書

かれていることなど、大変私にとって励みになり、とても救われました。相談アドバイスを頂ける

と思うと大変心強いです。 

園より：今後も保護者の皆様の子育て不安を払拭できるように相談体制を拡充します。どんなこ

とでもご相談ください。 

 

・今年は先生方の紹介冊子が配布されなかったと思います。やっとお顔を拝見できたのはオープン保

育の時でした。クラスの先生方だけでも早い段階で知っておきたかったなと思います。 

園より：申し訳なく思っています。次年度は早めにお知らせします。 

 

・毎月のおたより楽しみにしています。ただせっかく写真が掲載されているのに小さすぎてみえずら

いです。もう少し分かるようにしてもらえると嬉しいなと思いました。 

園より：職員と話し合っていろいろと考えてみます。 

 

・参観日、オープン保育は数日に分けて行われるのであれば早めに教えていただければ助かります。
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年間予定表を見て休みにしても日にちがずれると参加できません。希望日を選択させるなどご検討

していただきたいです。   

園より：入園のしおりの年間の行事予定は掲載していますが、日にちを早めにお知らせするよう

努めていきます。 

 

・担当して下さる先生以外の先生方の名前が分からず、名字だけでも（名札はつけないようになって

いるのでしょうか？）あるととてもありがたいなと思っています。 

園より：いろいろと課題が有りますが、名札の件は説明してご理解していただけるようにいたし

ます。 

※重複したご意見は掲載しておりませんが、ご了承ください。 

 

 

 

 

 


