
平成30年度　保護者アンケート 集計結果

Q.1
【教育方針・教育目標】 園は教育方
針や目標をわかりやすく伝えている
(入園説明会やお便りで）

回答数
とても当てはまる:131  
やや当てはまる:59  
あまり当てはまらない:1  

Q.2
【教育方針・教育目標】 園の教育方
針や目標に沿った保育がなされてい
る

回答数 とても当てはまる:133  
やや当てはまる:58  

とても当…

やや当て…
あまり当…

30.9%

68.6%

とても当…

やや当て…

30.4%

69.6%



Q.3
【保育の状況】子どもの発達段階や
興味・関心に応じた保育が行われて
いる

回答数
とても当てはまる:134  
やや当てはまる:53  
あまり当てはまらない:4  

Q.4
【保育の状況】園は子どもたち一人
一人を大切にし、温かく指導してい
る

回答数

とても当てはまる:136  
やや当てはまる:49  
あまり当てはまらない:5  
:1  

Q.5 【保育の状況】毎日の給食に満足し
ている

回答数

とても当てはまる:153  
やや当てはまる:35  
あまり当てはまらない:2  
:1  

とても当…

やや当て…
あまり当…

27.7%

70.2%

とても当…

やや当て…
あまり当…

25.7%

71.2%

とても当…
やや当て…
あまり当…

18.3%

80.1%



Q.6 【保育の状況】園での保育に満足し
ている

回答数

とても当てはまる:146  
やや当てはまる:41  
あまり当てはまらない:3  
:1  

Q.7 【保護者との連携】園は子どもに関
する相談に応じてくれる

回答数
とても当てはまる:137  
やや当てはまる:52  
あまり当てはまらない:2  

Q.8
【保護者との連携】保育教諭(担任)
とのコミュニケーションはとれてい
る

回答数

とても当てはまる:121  
やや当てはまる:62  
あまり当てはまらない:6  
:2  

とても当…

やや当て…
あまり当…

21.5%

76.4%

とても当…

やや当て…
あまり当…

27.2%

71.7%

とても当…
やや当て…
あまり当…

32.5%

63.4%



Q.9

【保護者との連携】行事予定やクラ
ス便りなど、主として保護者を対象
とした園の情報を適切に伝えること
ができている

回答数 とても当てはまる:134  
やや当てはまる:57  

Q.10 【子どもの様子】園に楽しんで登園
している

回答数

とても当てはまる:143  
やや当てはまる:41  
あまり当てはまらない:6  
:1  

Q.11
【子どもの様子】園であったことを
お話してくれる（０～２歳児は０～
２歳児欄を選択してください） 

回答数

とても当てはまる:102  
やや当てはまる:62  
0～2歳児:17  
あまり当てはまらない:8  
:2  

とても当…

やや当て…

29.8%

70.2%

とても当…

やや当て…
あまり当…

21.5%

74.9%

とても当…
やや当て…
0～2歳児
あまり当…

32.5%
53.4%



平成30年度　利用者アンケート 集計結果

Q.1
児童クラブは、運営方針や利用内容
（時間・料金体系）を、わかりやす
く伝えている（説明会やお便りで）

回答数 とても当てはまる:43  
やや当てはまる:15  

Q.2 お子さんは、児童クラブへ行くこと
を楽しみにしている

回答数

とても当てはまる:28  
やや当てはまる:19  
あまり当てはまらない:8  
当てはまらない:3  

とても当…

やや当て…

25.9%

74.1%

とても当…

やや当て…
あまり当…

当てはま…

48.3%

13.8%

32.8%



Q.3
児童クラブ内におけるお子さんの日
頃の様子を知ることができる（お迎
え時の連絡やお便り等で）

回答数

やや当てはまる:29  
とても当てはまる:27  
当てはまらない:1  
:1  

Q.4 児童クラブは子どもに関する相談に
応じてくれる

回答数

とても当てはまる:31  
やや当てはまる:23  
あまり当てはまらない:2  
当てはまらない:1  
:1  

Q.5 児童クラブ内の施設設備は、整えら
れている

回答数 とても当てはまる:41  
やや当てはまる:17  

やや当て…

とても当…
当てはま…

46.6% 50%

とても当…

やや当て…
あまり当…

当てはま…

39.7% 53.4%

とても当…
やや当て…

29.3%

70.7%



Q.6
児童クラブは、交通安全、火事や災
害等の避難、不審者対策などの安全
への指導に努めている

回答数
とても当てはまる:36  
やや当てはまる:21  
:1  

Q.7
職員は、保護者に対してあいさつや
言葉遣い等、ていねいに対応してい
る

回答数 とても当てはまる:45  
やや当てはまる:13  

Q.8 職員は、保護者とよく連携し、情報
共有できている

回答数

とても当てはまる:36  
やや当てはまる:20  
あまり当てはまらない:1  
:1  

とても当…

やや当て…

36.2%

62.1%

とても当…

やや当て…

22.4%

77.6%

とても当…
やや当て…
あまり当…

34.5%

62.1%



●認定こども園せんだい幼稚園 ご意見・感想 

 保護者のご意見・ご感想 園からの回答 

1 ・夏休みや冬休みなどが入る月はお弁当の日を

１回にすることは難しいのでしょうか？ 

お弁当の日は概ね月に2回として給食費の設

定をしています。調理員のシフトでどうして

も調整が難しいときもあるため（お子さんの

ＰＴＡなど）、園行事や職員の都合でお弁当

の日を決めています。今すぐの変更は難しい

ですがご意見は今後の検討課題とさせてい

ただきます。 

2 ・夏休みなどキッズの不定期はなぜお弁当なの

でしょうか？全員給食は難しいのでしょうか？ 

出来れば、給食にしてもらえると有り難いです。 

キッズの不定期利用で、給食を希望されている

方はきっとたくさんいらっしゃると思います。 

子どももなぜ給食を食べれないのか聞いてきま

す。 

給食提供をおこなうにあたっては提供日の

前週に発注をしています。何名来るか分から

ない状況で発注はできないため、このような

ルールとなっています。誰でも食べられるよ

うに準備するとなると、残食が多く生じるこ

とにもなり、そのための費用や人件費を利用

費に転嫁せざるをえません。頂いたご意見は

今後の検討課題とさせていただきます。 

3 ・以前、急遽早朝保育園を利用したくて、当日の

朝に幼稚園に連絡を入れたのですが、電話がつ

ながらず直接幼稚園に行きました。 

このような場合、どのような連絡の手段をとれ

ばよろしいのでしょうか？ 

早朝保育園の時間帯でも幼稚園と連絡がとれる

手段があれば有り難いです。 

また一応、利用する２日前に予約するとありま

すが、突発的なことがおきて、急遽利用したい時

に、利用できるよう柔軟に対応してほしいと思

いました。 

急遽、早朝保育園を利用しないといけない状況

だったにも関わらず、２日前に予約していただ

かないと困りますと言われました。 

認定こども園では年齢ごとに保育者の配置

基準が定められています。保育者が 1 人に対

し、0 歳児は 3 人しか受け入れられない、な

どの規定があり、どの時間帯でもその基準を

守るよう保育者配置をしています。 

 

早朝保育の予約を2日前までに行っていただ

いているのは、どれだけの保育者配置が必要

かを確認するためのものであり、当日予約を

可能にするとどれだけの保育者を配置しな

ければならないか見込みが立たなくなって

しまいます。 

人材不足で家庭を持ちつつ働いてくださっ

ている保育者も増えている中で、急なシフト

変更も難しい状況にあるため現状のルール

とさせていただいています。 

 

上記の理由により現状でのルール変更は難

しい状況ですが今後の検討課題の１つとし

て挙げさせていただきます。 

4 １年間ありがとうございました。また来年度も

よろしくお願いします。 

コメントありがとうございます。 

5 先生方がとても笑顔で活気があって雰囲気よく コメントありがとうございます。 



思います。とても安心して通わせることができ

ました。 

ありがとうございました。 

6 特に夏期ですが、キッズの 1 日預かり保育の中

で昼食後にでも着替えができればなと思ってい

ます。 

去年･今年と 8月下旬にもなると汗疹ができてし

まい辛そうにしています。 

是非ご検討をお願いします。 

今までも園の判断で日に応じて着替えをす

ることはありましたが、判断があいまいなと

ころがありましたので、来年度は以下のとお

りに見直しいたします。 

 

＜夏季のみ＞ 

年少児・年中児：全員、着替え。 

年長児：個々の判断で着替え。 

※年長児は生活面の自立を促す意味でも汗を

かいているとき、汚れているときには各自で着

替えをするよう声掛けします。 

7 子供は幼稚園楽しいと言って、通っています。 

先生方が良くしてくださり、本当に感謝の気持

ちでいっぱいです。 

コメントありがとうございます。 

8 上の子と６年間お世話になりましたが、担任の

先生は勿論のこと、他の先生方も子供たちに、あ

らゆる場面で声掛けをされていて、先生方１人

１人の温かさが伝わる保育に感謝致します。 

コメントありがとうございます。 

9 個別のポートフォリオができ、先生たちの負担

は増えたと思いますが、親たちが見ていない所

での自然体の子供達の様子が知れる機会が増

え、とてもありがたかった。 

アプリも使い勝手がよく、バスや預かり保育な

ど、連絡が非常に楽になりました。 

体調不良の全体の人数や状況なども、今何が流

行っているか、クラスに何人いるのかが明白で、

病院でも説明しやすくて助かりました。 

コメントありがとうございます。 

10 担任の先生をはじめ、たくさんの先生方が、いつ

も優しく声をかけて下さいました。親子共々、幸

せな園生活を送らせていただいています。 

コメントありがとうございます。 

11 集団行動の苦手な我が子のことが心配だったけ

ど、担任の先生の笑顔や我が子に寄り添い共感

して頂いて、子供も幼稚園が大好きになり今で

はクラスの活動もできるようになり安心してバ

イバイできるようになりました。そして、美味し

い給食をありがとうございます。子供たちの栄

養バランスを考えて下さり誠に感謝していま

コメントありがとうございます。 



す。 

手作りおやつなど大好きでおにぎりも大好きと

聞きます。年長さんに期待したいです！ 

12 いつもお世話になっております。 

園児の人数が多いので、仕方ないところはある

と思うのですが、誕生日会での給食のメニュー

を毎年度変えていただけると、参加する親とし

ても楽しみが増えるかなと思います。 

子供も凄く楽しく通園していて、子供と向き合

って活動などを行なってもらえるので、とても

助かってます。 

誕生会では参加される保護者の方の分、食数

が増えるので給食設備の都合でメニューが

固定となっています。ただ園の中でもいろん

な種類の提供ができないかという意見が以

前にも挙がったこともあるため、実施に向け

て検討していきます。 

13 一年間ありがとうございました。先生方はいつ

も明るく声をかけて下さり、親子共々気持ちよ

く園生活を送ることができています。 

コメントありがとうございます。 

14 園で毎日楽しく過ごさせていただき、感謝でい

っぱいです。ありがとうございます。 

コメントありがとうございます。 

15 今年度からの運動会が１学期にあったこと、す

ごく良かったです。２学期だと、小学校中学校と

回数も多く、台風も気になるので。２学期にあっ

た、発表会も、休みも少なかったと思いますし、

すごく良かったと思います。 

園としても今年の開催時期は良かったので

はないかと考えています。 

 

ただし、日程についてはアリーナを使用する

都合上、他の一般イベントとの兼ね合いもあ

ります。その結果、必ずしもご期待に沿えな

い年度もあるかもしれないことをご了承下

さい。 

16 忙しいとは思うのですが、バス待ちでの怪我が

多かった様で…怪我するのは本人が暴れてるか

らとは分かっているのですが、相手が居るのな

ら謝りたいのでその都度伝えてもらえたら助か

ります。子どもがこの一年で自信をつけ大きく

成長したと改めて感じています。先生方のお陰

だと感謝の気持ちでいっぱいです。一年間本当

にありがとうございました。 

バス待ちでのケガが多かったとのこと、ご心

配おかけし申し訳ございませんでした。園で

の怪我についてはあくまでも園の責任であ

るため、相手方の名前は基本的にはお伝えし

ていませんのでご理解のほどお願いします。

（保護者間のトラブルになるケースがあり

ます。） 

※ただし、毎回同じ子とトラブルになる、怪

我をさせた当事者である場合にはお伝えさ

せてもらう場合もあります。 

17 園には楽しんで登園してますが、自ら園での様

子を伝えることはしない為、問いかけると答え

る感じですが、どうも違うことを言う癖？性

格？の様で、言ってることと事実が違うことが

多い。 

その為、園の様子は先生からか、ほかのお母さん

気になることがあるとき、どのように過ごし

ているか分からないときなど、遠慮なく担

任・主任等へお電話／お声掛けください。個

別で面談の時間を設けることも可能です。 



から聞くことしかないです。 

18 もともと家が好きなので、特に週末明けや病気

から回復して久しぶりに幼稚園に行くときなど

は億劫そうにしています。 

あと誕生会が苦手です。 

来年は最後の 1 年なので、楽しいと思ってくれ

ることが増えるといいなと思います。 

来年もよろしくお願いします。 

楽しんで園生活を送れるよう配慮していき

たいと思います。気になることなどございま

したら些細なことでもご連絡下さい。 

19 お迎えの時に、担任の先生から、何かあった時に

は話がありますが、ない時にもできたら、その日

の出来事を教えてほしいです。子どもが多いの

で大変だとは思いますが・・・ 

できるだけこまめに子どもたちの様子をお

伝えできるよう職員間でも共有してまいり

ます。 

20 子どものトラブルや、不安な事など親身になり

解決するまで一緒に話し合い、そういう姿が●

●組も、●●組も見られ少しの事でも安心して

ご相談することが出来ました。何回も行く事を

嫌がる我が子を何回か引っ張りながら、励まし

ながら、半分無理矢理なくらい心を鬼にして行

くことが多々ありましたが、本人がお友達がで

き、｢幼稚園は楽しい場所なんだ｣っと安心して行

けるようになった事が、1 番嬉しかった事です。 

あと、気軽に園長先生に話しかけられ子ども達

が｢園長先生と隣で給食食べたかった｣などと大

好きな園長先生、大好きな先生方、大好きな幼稚

園なんだな～っと子ども達の姿を見て、せんだ

い幼稚園で良かったな～とつくづく実感するこ

とが出来ました。ありがとうございました！ 

コメントありがとうございます。 

21 今年度も 1 年間、子どもを温かく大切に見守っ

て頂きありがとうございました。毎日とても嬉

しそうに登園し、元気に成長していく姿をみて

先生方を始め、園の関係者の方々に感謝してい

ます。来年度も宜しくお願い致します。 

コメントありがとうございます。 

22 共働きで保育をお願いしているので、保護者役

員等が無いのは大変助かります。 

家庭での参考にしたいので、給食だけでなく、お

やつ等の献立もお知らせして頂けたらと思いま

す。 

おやつは週の平日、おおむね半分が手作りお

やつ、半分が市販おやつとなっています。内

容は利用人数などの状況を見て最終決定す

るため、事前のご案内は難しいのですがホー

ムページなどで可能な範囲でお知らせ出来

るよう考えていきたいと思います。 

23 一年間お世話になり、ありがとうございました。

遅刻や欠席が多くあった一年でしたが、たくさ

コメントありがとうございます。 



んの先生方に温かく見守っていただき、感謝し

ています。 

24 毎日子どもが笑顔で登降園していることが何よ

りの表れだと思います。先生方には温かく見守

っていただき、ありがとうございます。給食のメ

ニューのレパートリーが、少々、少ないように感

じました。 

ご意見ありがとうございます。給食の時間が

楽しみになるよう、また味覚を養う重要な時

期であることを念頭に多様な食べ物・メニュ

ーに触れられるよう配慮していきたいと思

います。 

25 今回の写真注文ですが、お誕生会の写真が１２

月だけなかったのが残念でした。 

発表会や体育指導など、子供の成長を見る機会

が色々とありとても良かったです。先生方にも

とても感謝しています。1 年間ありがとうござい

ました。 

園の保育記録で撮影しているものを写真販

売に使用している関係で、月や行事によって

写真があるものとないものがあります。（撮

影担当者の不在や写真画質の都合による） 

楽しみにされていたところ申し訳ございま

せんが、ご了承ください。 

26 最初は「行きたくないー(T . T)」と靴箱で泣いて

ましたが、今ではキッズクラブお迎えに行くと

「お迎え早いー、もっと遅くお迎えきて☆」と言

うくらい先生やお友達といると楽しいみたいで

す 

1 年間ありがとうございました！ 

コメントありがとうございます。 

27 先生方には日頃からとてもよくしていただき感

謝しています。些細なことでも変わったことが

あれば電話で連絡をくださりバス通園のため直

接的に先生方と話す機会が少ない身としてはと

ても助かり安心できました。ありがとうござい

ます。 

コメントありがとうございます。 

28 クラスの展示物やねねなど、先生方の工夫や優

しさが伝わり、毎日忙しい中で作ってくださり

感謝しかありません。いつもありがとうござい

ます。 

送り迎えの時やおたよりノートで相談に乗って

いただくのですが、子どもも言葉を理解するよ

うになり、本人がいないところで相談できる機

会がありましたら、さらに嬉しいです。 

個別で面談の時間を設けることも可能です

ので、遠慮なく担任・主任等へお電話／お声

掛けください。 

29 園でいろいろな体験ができるので子どもも嬉し

そうでした。忙しい中で、子どもたち 1 人 1 人

のペースにできるかぎり合わせようとしている

のがよくわかり、安心して子どもをお願いする

ことができました。1 年間ありがとうございまし

た。 

 

コメントありがとうございます。 



30 子供が毎日お世話になり、大変感謝しておりま

す。ありがとうございます。 

先生方や保育方針など、感謝ばかりで何も要望

はないのですが、ひとつだけ、お願いがありま

す。 

保育部に入園した段階で、親は仕事や病気など

何かしらの理由があり、3 号認定で入園すると思

います。元々の母体が幼稚園だったから、先生方

の業務量の増加という理由も分かりますが、認

定こども園なのであれば、せめて、保育部からの

進級する子供たちは 2 号認定のまま卒園できる

だけの定員を設けてほしいです。1 号認定に変更

した場合、土曜日や 1 週間のお盆休みのキッズ

クラブに定員がある現状、2・3 号から 1 号への

変更は難しい人も多い事も少し考慮して頂きた

いです。 

難しいお願いである事だと分かっております

が、教育理念が素敵で入園させたかったり、入園

したのに、年少組にあがる時に、毎年この問題が

発生するのは残念な気がします。ご検討をよろ

しくお願いします。 

３年ほど前より3号から年少へ進級する場合

は希望する認定区分（1 号／2 号）を選択で

きるようにしており、進級児に関してはご指

摘の課題についてはすでにクリアしている

ものと考えています。 

 

付け加えて、1 号→2 号、2 号→1 号と認定区

分の変更が誰でもできるとよいのですが、2

号の人数があまりに増えると保育の長時間

化により学級担任制の維持が難しくなり、職

員数も増やさなければ対応ができない状況

です。 

特に年少児以降の学年では保育の振り返り、

子どもの育ちの共有、翌日の保育の準備をし

っかり行うからこそ「学校」としての役割を

果たせると考えています。それらの業務を行

うために担任は降園後、子どもと接しない時

間を作っています。幼児教育無償化により一

層状況が難しくなることも予想されますが、

今の教育を維持するための必要な枠組みと

してどうぞご理解ください。 

31 いつもありがとうごさいます。 コメントありがとうございます。 

32 とても満足しています。 コメントありがとうございます。 

33 一年間楽しく園生活が過ごせたと思います。 

ありがとうございました。 

コメントありがとうございます。 

34 楽しく幼稚園に行き、最近は園での様子を話し

てくれるようになりました 

先生方が書いて下さる、ねねのお便りが楽しみ

です 

コメントありがとうございます。 

35 幼稚園に行ってしまえば、毎日楽しく過ごして

いるのですが、いまだに幼稚園行きたくない！

幼稚園辞めると言う事があるので、本人は楽し

んで登園していない様子です。 

楽しんで園生活を送れるよう配慮していき

たいと思います。ご家庭での状況も教えて頂

きながら連携して取り組んでいけたらと思

います。些細なことでもご相談頂ければ幸い

です。 

36 いつもお世話になっております。昨年から入園

し、お友達や園に慣れるまで大丈夫か親として

は不安でしたが、すんなりと馴染んでくれてホ

ッとしました。家では出来ない遊び。そしてなー

もの森での四季おりおりの季節を感じ、自然と

触れ合い 1 年間を通し大きく子どもが成長した

コメントありがとうございます。 



と感じております。先生方のご配慮や活動内容

も充実しており毎日、園が楽しくて日曜日も行

きたがるぐらいです。お友達との協力や共有。優

しさに触れて、充実した日々でした。個人的には

「ねね」ファイルも楽しみにしており、日々の成

長や子どもの園での様子が知れて嬉しかったで

す。今後も楽しみにしています。これからも宜し

くお願い致します。 

37 いつもお世話になります。おかげ様で楽しく登

園しています。来年度もよろしくお願い致しま

す。 

コメントありがとうございます。 

38 この１年でとても色々な事を伝えたり出来るよ

うになりたくさんの成長が見られて嬉しいで

す。 

給食の献立は知っているけど、どんな給食を食

べたのか、どのくらいの量なのかとか知りたい

です。 

現在、管理栄養士が育児休業中ということも

あり、給食ブログの更新が滞っており申し訳

ございません。どんなものを食べたかわかる

ように情報発信にも努めていきたいと思い

ます。 

39 ひとつ徹底してもらいたい事があります。 

タイツの無地の件です。 

幼稚園からお知らせがあったので、無地のもの

を購入しました。 

こどもにも無地をはいていくように言い聞かせ

ました。 

ですが、〇〇ちゃんも〇〇ちゃんも無地じゃな

い！なんで！と聞かれ、説明が難しいです。 

無地でないものは脱がせる、保護者に個別に連

絡するなどの対応をとってもらいたいと思って

いました。 

一部は守り、一部は守らないというのは不公平

ではないでしょうか。守れない方を放置するの

なら、タイツは無地など決めない方がいいと思

います。 

ルールの徹底が不十分でご迷惑をお掛けし

ました。園生活でのルールをはっきりすると

ともに、個別への連絡をしっかりとしていく

よう努めます。 

40 いろいろ大変お世話になりありがとうございま

した。また、宜しくお願い致します。 

コメントありがとうございます。 

41 初めての幼稚園に、親子共に不安がありました

が、先生方は優しく、園での様子もたくさん教え

てくださり、安心して一年通うことができまし

た。来年度もどうぞよろしくお願い致します。 

コメントありがとうございます。 

42 子どもが笑顔で登園し、迎えにに行く時も笑顔

で待っている姿にとても安心しています。 

コメントありがとうございます。 



いつも温かく優しく見守って頂き本当に感謝し

ております。 

先生方の笑顔と元気と優しさが子どもに伝わっ

て楽しい園生活が送れているんだと思います。

これからも宜しくお願いします。 

43 家では気付かなかった子供の成長も、幼稚園の

おかげで知ることができ、毎日楽しそうに通う

姿を見るのもとても嬉しく思っています。 

コメントありがとうございます。 

44 1 年ありがとうございました。 

また来年度もよろしくお願いします。 

コメントありがとうございます。 

45 もうすぐ卒園を迎えますが、嬉しいような少し

寂しいような気持ちで、この 1 年あっという間

でした。 

年少から 3 年間お世話になりました。 

いつも優しい先生方やたくさんのお友達に囲ま

れて充実したとても楽しい園生活を送ることが

できました。 

勇翔も大きく成長し、嬉しく思っています。 

本当にありがとうございました。 

4 月からは弟が入園しますのでまたよろしくお

願いします。 

コメントありがとうございます。 

46 いつもありがとうございます。 

毎月のねねも楽しみにしております。 

ねねのポートフォリオを担任の先生以外の先生

も書いてくださって、 

よく見てくださっているんだなと感服いたしま

した。 

あと、ブログ更新楽しみにしています。 

コメントありがとうございます。 

47 ２年生の娘が、年少時から、現在も３人の子ども

たちがお世話になっております。四人の子ども

たち、全員が『もり』…な～もの森が大好きです。

管理など大変な面も多いかと思いますが、これ

からも、子どもたちの大好きな『もり』であり続

けてほしいです。 

コメントありがとうございます。 

48 今年もお世話になりありがとうございました。 コメントありがとうございます。 

49 こどもが幼稚園のことを話さない場合、楽しか

ったことや、なぜけがをしたのか、なぜけんかに

なったのか、なぜ泣いたのか、何もわからないで

す。先生と話す機会もほとんどない状況で幼稚

園のことがわからないことが多々ありました。 

話しかけづらい状況を作っていたこと、そし

て園での様子をお伝えすることが不十分だ

ったことをお詫び申し上げます。 

学年が上がり就学に近づくにつれ自分でお

話をする経験も大事にしたいという思いも

せんだい幼稚園
テキストボックス

せんだい幼稚園
楕円

せんだい幼稚園
テキストボックス
 

せんだい幼稚園
四角形



先生も忙しい中、話しかけることを遠慮する保

護者もいることを理解してもらえたらと思いま

す。 

もっともっと幼稚園でのこどものことを知りた

いと思う保護者も多いと思います。 

あり、そのことが逆に不安を招く要因にもな

ったのかもしれません。 

保護者の方との連携は保育をするにあたっ

て重要な要素と考えています。（忙しそうに

していると感じられることもあるかもしれ

ませんが）ぜひ話をしやすい職員にお声掛け

ください。 

50 せんだい幼稚園に入園し無事に卒園式を迎えら

れることに感謝です。葛藤や不安の大きい時期

がありましたが先生方のあたたかい気遣いで親

子共に「幼稚園楽しい！」と思えるようになりま

した。発達については触れにくく難しい問題か

とは思いますが、私は何でも言ってくれる先生

方を信用し一緒に悩み、涙を流し、できたときに

は一緒に喜んでくれて、心が救われることがた

くさんありました。これから入園する方にも寄

り添い共感し可能な限り理解してあげてほしい

と思います。 

発達に遅れがあると言われたとき本当に辛くて

涙が止まらずこの先どうしていけばいいのか不

安もあり落ち込んでいるときに●●先生から掛

けてもらった言葉が私の支えになっています。

「お母さん！頑張ってるよ。これからは一緒に

頑張ろう！」。 

一緒に頑張ろう！、、、悩んでいたときの私には

本当に心に響く言葉でした。 

せんだい幼稚園の先生方は、ひとりひとりのカ

ラーがあって本当に素敵だなと思います。 

ひとつ、意見が。。。ティータイムですが前半に１

回、後半にも１回設けて１年間の様子を知るこ

とができる機会があるといいなぁと思いまし

た。 

ご意見ありがとうございます。本年度の保護

者の方のご意見も伺いながら本年度ティー

タイムをどのように開催していくかを決め

ていきたいと思います。 

51 今年度もありがとうございました。 

姉妹 2 人で幼稚園に通えた貴重な 1 年間、親も

子も充実し楽しい毎日でした。4 月はなかなかク

ラスに馴染めずに心配しましたが、先生方が親

身になって相談に乗って下さったおかげで、今

では2人とも自分のクラスが大好きなようです。

また、様々な行事では一番に子どもたちの意欲、

興味を優先して下さりありがとうございまし

コメントありがとうございます。 



た。 

子どもたちが主体となった発表や活動内容で、

いきいきとした子どもたちの表情をたくさん見

ることができました。 

上の子は今年卒園ですが、大好きな幼稚園とお

別れするのがとても寂しいようで「卒園したく

ない！」と毎日のように言っています。 

素敵な先生やお友達と出会えたことに感謝しま

す。ありがとうございました。 

52 この１年、初めての園生活をそばで見守りなが

ら、子どもの成長をとても感じています。せんだ

い幼稚園で良かったと思っています。 

コメントありがとうございます。 

53 毎日、温かく見守って頂きありがとうございま

した。 

ちょっとしたことでも、すぐお知らせして頂い

たりして先生方には感謝しております。せんだ

い幼稚園で三年間園生活を過ごさせて頂き本当

に良かったですありがとうございました。 

コメントありがとうございます。 

54 いつもお世話になっています。 

子どもも楽しく幼稚園に通わせていただいてい

ます。いつも先生方の先生頑張りがよく伝わっ

てきます。とても忙しいと思うので、体調など崩

さないように気をつけてもらいたいと思ってい

ます。 

気になっているのは、集合ロッカーになってか

ら、担任の先生と話す機会が少なくなって、タイ

ムリーな出来事を聞かなくなったこと、また、教

室に行く機会が少なくなったので、作ったもの

や棚の整理の様子などもあまり見れないことで

す。 

担任の先生、キッズの先生などと先生方も多い

ので、情報の共有には努力を続けていただきた

いです。 

送迎は靴箱までとなっていますが、お送りの

際にたまにクラスをのぞいてもらったり、担

任に声掛けしてもらったりして構いません

ので、ぜひクラスまで足をお運びください。 

 

ご指摘のとおり職員は多いのですが情報共

有についてもしっかりと連携を図っていき

たいと考えています。 

55 この一年、園で覚えた歌や踊りをして見せてく

れたり、経験した遊びなどを自宅でもよくして

いました。年齢に合った保育内容や遊びを沢山、

経験させて頂いてありがとうございました。更

に、頼もしくなった一年でした。 

これからもよろしくお願いします。 

 

コメントありがとうございます。 



56 うちの子はあまり幼稚園生活のことを積極的に

話すほうではないです。 

私も用事がないときは先生に話しかけるのは申

し訳なく感じます。 

お迎えに行って先生と顔を合わせてもすぐ「さ

よなら」と引き渡す先生と「今日は〇〇がんばっ

てましたよ」「給食全部食べましたよ」など一言

話してくださる先生がいらっしゃっいます。 

こちらとしては園生活が少しでもわかるし子供

との会話の１つになるので先生がお忙しいのは

承知ですが時間がある時などは一言でいいので

話してくださると嬉しいなと思います。 

クラスの違う先生が声をかけてくださったり、

子供の名前を覚えてくださったりするのは幼稚

園全体で子供をみてくれている感じがしてとて

も素晴らしいことだと思います。 

声を掛けにくかったとのこと、申し訳ござい

ません。本アンケート結果はお名前を伏せた

状態で内容だけを職員間で共有し、今後のア

クションをそれぞれで考えたところです。お

子さんの様子がよりわかるよう努めて参り

たいと思います。 

57 毎日楽しんで幼稚園に通っております 

先生方にとても感謝します 

教育方針とは少し逸れますがフェイスブック等

の SNS に子ども写真のついてです 

幼稚園のパスワード観覧の分は構わないとは思

うのですがフェイスブックやホームページ等不

特定多数の人が観覧するページに子どもの水着

の写真の転載はやめていただきたいなぁと思い

ます。（どんな人でもみれるのでちょっと怖いで

す） 

それだけ気になりましたのでお伝えしておきま

す 

ご意見ありがとうございました。ご意見を受

け、平成 30 年度分を一通り見直し、写真を

削除いたしました。気になるものがありまし

たら対応致しますので、ご一報いただければ

と思います。 

58 いつも、園で温かく保育に当たってくださるこ

と、肌で感じております。園であったことを生き

生きとおしゃべりで教えてくれます。幼稚園大

好きな息子です。今後とも、よろしくお願いしま

す。 

コメントありがとうございます。 

59 年度始めは、担任の先生やお友だちにもなかな

か慣れずにとても心配しましたが、今では毎日、

お友だちの誰と遊んだよ～とか、幼稚園で出来

るようになったことを話してくれて成長をとて

も感じます。 

バスの先生にも、息子が行きたくない～と機嫌

が悪かったり泣いたときはあたたかく見守って

コメントありがとうございます。 



下さり感謝しています。 

来年度も、親子共々、御迷惑を多々お掛けすると

思いますが宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  



●児童クラブ 意見・感想 

 保護者のご意見・ご感想 園からの回答 

1 大変お世話になりました。先生方、本当にありがとうござ

いました。 

コメントありがとうございま

す。 

2 今年は落選してしまいましたので待機待ちとなり とても

残念です 

今年より仕事を始めるので去年は なかなか利用が出来な

かったのですが今年は ガンガン利用しよう！子供も楽し

みにしていたので残念でなりません。どうしようか悩んで

います 

受入数に上限があるため利用頻

度に応じて入室者の選考をさせ

ていただいています。ご希望に

添えず申し訳ございません。 

3 先生方がたくさん遊んでくださり、放課後が充実していた

こと、本当にありがたかったです。安心して預けています。

ありがとうございます。 

コメントありがとうございま

す。 

4 四年生になり利用数が減りましたが、預かって頂く時は安

心でき、子どもも充実した活動ができました。 

今年度は親子レクレーションにも参加でき、貴重な時間が

過ごせました。 

ありがとうございます。 

 

アンケートは利用数が少ない状況での回答になります。 

コメントありがとうございま

す。 

5 小学校では、連絡ノートがあって、必要な際には伝える手

段があります(体調の考慮、確認事項等)が、学童へも伝えて

いた方がいいなぁという時には伝える手段がないので、連

絡ノート等があれば、より連携がとりやすくなると思いま

す。時間は限られてるので、必要以外の返信はなくてもい

いとは思いますが、何かしら伝える手段が欲しいです。 

子供は毎日の学童をとても楽しみにしているので、親とし

ても助かっていますし、先生方もいろいろな事をして下さ

るので、感謝しています。学童には満足しています。 

連絡アプリで連絡事項をお伝え

する方法がありますので、別途

プリントなどでお知らせするよ

うにします。 

6 小学校から帰ってきたら、おかえり～と迎えてくれるとこ

ろがあったかいなと思っています。子供たちが安心して帰

れる学童さんの環境作り素晴らしいです。お兄ちゃんお姉

ちゃんたちと楽しそうに過ごしてる姿を見ると嬉しいで

す。 

コメントありがとうございま

す。 

7 いつもお世話になっております。 

先生方にはいつも笑顔で親子に接してくださり心から感謝

しております。昨今の不審者が多くなっている中、車での

お迎えはとてもありがたく感じています。これからもどう

ぞよろしくお願い致します。 

 

コメントありがとうございま

す。 



8 いつも丁寧な対応をしていただき、放課後に色々な経験を

させていただいてありがたいです。 

野菜の収穫も喜んでいます。 

これからもよろしくお願い致します。 

コメントありがとうございま

す。 

9 Q2 の回答に対して 

仲良しの友達がいない事で児童クラブに行くことを嫌がる

様になってしまい、後半はほぼ利用できませんでした。 

どうしても入室者が２クラブに

わかれなければならないため、

友達との関係もあったかと思い

ます。児童クラブ内の友達関係

も広がるよう個別の支援もして

いきたいと考えていますので、

子どもたちの率直な声もぜひ聞

かせていただければと思いま

す。保育改善にいかしていきた

いと思います。 

10 学童に行かせることに少し心配でしたが取り越し苦労で喜

んで行ってくれるので安心しています。 

これからもよろしくお願いします。 

コメントありがとうございま

す。 

11 本人の問題で、今年度の利用は 1 度もありませんでした。

先生方はいつも一生懸命してくださっていると思います。 

コメントありがとうございま

す。 

12 いつもありがとうございます！ コメントありがとうございま

す。 

13 いつもお世話になります。長期休みの学習時間のご相談で

す。もう少し学習をできる時間があれば有難いです。本人

が集中して取り組めたら良いのですが…。宿題が全然進ん

でいない日もありまして。本人は学習時間以外では勉強し

たくないかもしれませんが、高学年にもなりますので…と

思います。 

要望ではないのですが記入させていただきました。 

来年度もよろしくお願い致します。 

長期休みには全員が学習をする

時間を設定しています。それ以

降も遊びや学習をそれぞれが選

択できるようにしていますが、

お子さんの理解度を把握する意

味でも進捗確認などはご家庭で

行っていただく部分になってき

ます。 

ご家庭でも「今日は〇ページま

で終わらせようか」などお子さ

んと話をしながら目標設定し、

学習へ向かう意識付けをして頂

けるとありがたいです。 

14 児童クラブへ行きたい！と楽しみにしているようです。 

「勉強する学校、児童クラブは楽しく動ける所」と子ども

が思っているようで（笑）、クラブでの活躍を通して色々な

事を学んでいるようです。いつもありがとうございます。 

これからも宜しくお願いします。 

コメントありがとうございま

す。 

15 分からない内容は回答していませんが、先生方には日頃か コメントありがとうございま



らお世話になり感謝しております。家庭の事情で利用が少

なくなってますがまた、新年度から度々利用すると思いま

す。今後ともよろしくお願いします。 

す。 

16 一年間、とてもお世話になりました。 

仕事をしながらの毎日で、なかなか子供との時間を取れず

にいますが、学童での様子や、小さな成長などを日々教え

てもらい、大変心強い環境でした。先生方のおかげです。 

本当にありがとうございました。今後とも宜しくお願いし

ます。 

コメントありがとうございま

す。 

17 在籍しているのにもかかわらず、登室回数が少なく申し訳

けありません。 学校で見かけた際に  本人に声をかけてく

ださるなどありがとうございました。 

コメントありがとうございま

す。 

18 いつも、安心して預ける事ができているので、有難いです。

来年度もよろしくお願いいたします。 

コメントありがとうございま

す。 

19 今年は、ほぼ利用することがありませんでしたが、学童は

楽しいところというイメージでいっぱいのようです。まだ

下の子もおりますので、また利用するときは、よろしくお

願いします。 

コメントありがとうございま

す。 

 

 


