
                                                          令和 4年３月２５日 

保護者の皆さまへ 

                                                          上大岡ゆう保育園 

                                                          施設長 斉藤 三恵 

 

 令和３年度保護者アンケート結果報告 

 

 令和 3年度保護者アンケートにご協力いただきありがとうございました。結果をご報告いたします。 

いただいたご意見は、次年度に活かせるように見直し、検討を行ってまいります。 

ご協力いただきありがとうございました。 

 

＊１２１家庭中、回答３３家庭…回答率２７％です。 

 

≪保育について≫ 

１ 保育園生活全体を通して、お子さんは楽しく過ごしていると感じますか？ 

・ はい…32名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…1名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・お友だちや先生の話を家でもしてくれるから。 

   ・保育園に行くことを嫌がることがなく楽しそうにしています。 

   ・いつも保育園に行くのを楽しみにしています。 

   ・自ら進んで「保育園に行きたい‼」というタイプではありませんが（家でまったり過ごすのが好き） 

  お迎えに行くと「楽しかったよ‼」と笑顔で話してくれます。 

  ・いつもニコニコ今日の報告をしてくれますが、どんな内容にしろ本人にとって楽しい瞬間があるん

だなということが分かります。 

  ・お迎えに行くとき遊んでいる様子を見て保育園での話を良くしてくれるから。 

  ・園の様子を真似したり、教えてくれたりするのが楽しそうな為。 

  ・本人が楽しいと言っているので。 

  ・家で楽しそうに保育園の話をしている。保育園に行くのを楽しみにしているため。 

  ・創作活動が好きで作品を嬉しそうに見せてくれるから。 

  ・ボードだけでなく個別に園での様子が分かるようにしてほしい。 

  ・お友だちや先生と遊んだ話を良くしてくれる為。 

  ・送り迎えの時に機嫌が悪い様子を見せていないので。 

  ・家ではなかなかできない遊びや、友だちと過ごせているため。 

  ・保育園での出来事やお友だち、先生とのやりとりを楽しそうに話してくれるため。 

  ・時々先生やお友だちの事を話してくれるので。 

  ・保育園に行くとき嬉しそうな事が多いから。 

  ・今日は保育園で何したのー？と聞くと「○○先生と○○して遊んだのー‼」という元気な返答があ

り、楽しかった？と聞くと「楽しかったー‼」と言ってます。 

   ・園での様子は連絡帳でしかわかりませんが、仲良しの友だちもおり楽しく過ごしていると感じています。 

   ・昨年の 11月に入園させて頂き、色々な遊びやイベントなどを考えて頂き感謝しております。 

   ・この数ヶ月でおしゃべりがだいぶ上達しましたが、先生やお友だちの名前を口にする事が増えてきました。 

   また歌を口ずさんだり、身振り手振りが踊っているように見えたり、家で教えていない仕草が見られるので楽しく



過ごせていると思います。 

   ・おむかえに行くと「まだあそびたかった」と言うことが多い。色々な事を教えてもらい、できることがどんどん増え

ている。 

     

 ２ 保育園はお子さんが安心して落ち着いて過ごせる雰囲気ですか？ 

・ はい…３３名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…０名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・以前は保育園では絶対にうんちができなかったが今では出したい時にトイレへ行けるようになった。 

   ・季節の飾りつけは子どもも興味深そうに見ています。教室や園庭の様子は分からないですが、連絡帳や先生

の話から楽しく過ごしていると思います。  

   ・先生方が毎日連絡帳や送迎時などで、丁寧に説明してくださいます。施設設備も充実していると思います。 

   ・のびのびした雰囲気で自由に過ごしているように感じます。 

   ・イヤイヤ期の最中ですが、「みんなそうですよー‼」と笑いながらまるっと受け入れてくださっているので子供の

みならず親も安心しています。 

   ・お迎えに行った際にリラックスしているようすだから。 

   ・先生のことが大好きで安心して過ごしていると感じるため。 

   ・園に慣れて、楽しく過ごせていると感じる。 

   ・保育園に行くことを嫌がっていないから。 

   ・お友達や先生と遊んだ話をよくしてくれる為。 

   ・先生の目が行き届いていると感じるから。 

   ・本人に沿った環境を工夫してくれているため必要に応じた声掛け、対応をしているから 

   ・楽しそうなので。 

   ・食事（給食）もしっかり食べたり、遊ぶのを楽しみにして登園したり帰りの廊下での様子からそう思います。季節

の装飾もいいですね！ 

   ・家で園での話をしているとき、先生の名前もよく出るので先生方のことを安心できる人として認識していると感

じます。 

   ・自分の感情をわりとストレートに表現する子ですが、保育園が嫌だ、とか行きたくないという言葉を聞いたこと

がありません。 

   ・年中児～年長前半の頃は、合わないお友達やお友達の一言に傷ついたりすることもありましたが、今はその

ような事もなくなってきているように感じています。 

   ・お迎えの時も楽しそうにしているので。  

  

３ 職員はお子さんひとりひとりを理解し、大切に保育していると思いますか？ 

・ はい …３２名    ・ いいえ…０名    ・ どちらともいえない…１名 

   〇その理由をお聞かせください。 

   ・連絡ノートで日々の様子をおしえてもらっています。 

   ・子供に合わせて対応を変えてくれていると感じます。 

   ・マイペースで周りに合わせることがあまり得意ではないのですが、本人の気持ちを聞いて下さり、尊重してくだ

さっていると思うので 

   ・小さなシーンをいくつも記憶していて、子どものいいところ、足りないところを客観的に評価してくださっている

と思います。 

   ・その日の様子を話して下さるので。 



   ・どの先生からも子どもの様子が聞けて、ありがたいです。 

   ・声かけや、気くばりをして下さり感謝しています。 

   ・名前や性格を把握されているため。 

   ・悩みなどにその場で答えていただけているから。 

   ・帰りの時や、ノートで子供の様子を細かく伝えて下さる。 

   ・毎日の報告や連絡帳でのやりとりから、ひとりひとりをよく見て下さっていると感じるため。 

   ・親同士での話す機会がほとんどないので他のお子さんの状況などを把握することが難しいので、じぶんの子

はともかく分からないというのが正直なところ。  

   ・声掛けの様子をみているとそう思う。 

   ・ノートの内容がクラスのみんなではなく、きちんと子供の名前で子供の様子であるため、しっかり見てくださっ

ているなと感じます。 

   ・みなさん名前で呼んで下さり、あいさつしてくれます。子供もあいさつ大好きなのでコミュニケーションがとれて

いてとてもよいと思います。 

  ・１クラス２４人と多く、先生方は大変だと思います。うちの子どもは入園したばかりで、手もかかるのに、しっかり見

て下さっています。ありがとうございます。 

  ・園児数が多いのに非常勤の先生方にまで名前を覚えていただいて嬉しく思います。  

 

４ 保育園の雰囲気や職員のチームワークに満足していますか？ 

・  はい…30名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…3名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・男の子の親としては、男性の先生がいてくれるのがありがたく、本人も男性の先生と遊ぶのが楽しい様子 

   ・ちょっとした連絡事項でも先生方全員に共有されていて心強いです。廊下の製作物はいつも楽しみにしてい

ます。  

   ・うちの子どもが玄関で大暴れしている時に他のクラスの先生（名前が分からずすみません。）が、一緒にぺん

ぎんクラスまで運んでくださいました。 

   ・保護者にも気を使って下さり、疲れて帰ってきても親もいやされます笑。子どもの出来た事や良いことをしたり

した話を聞くと嬉しくなります。 

   ・他のクラスの名前を知らない先生でも、あいさつをしてくださったり、子供の名前を呼んで下さり、とてもありが

たいです。（他のクラスの先生の名前を覚えられなくてすみません。） 

   ・先生方の雰囲気がよい。 

   ・雰囲気は良いと感じるが、チームワーク、連携については見えていないように感じる。 

   ・このコロナ禍でも色々忙しいと思うのにそうは思わせない振るまいと、子ども達への接し方など、いつも笑顔で

優しいため。 

   ・他のクラスの先生がいても、ちゃんと知っててくれ嬉しいです。 

   ・朝お願いしたことが帰りにはできていたり、細やかに伝達して頂いていると感じます。 

   ・先生方お互いを思いやり、行動されている姿を見かけることがあります。 

   ・いつも朝登園が遅れますが明るく迎えて頂いています。 

   ・伝達事項が先生同士でよく共有されています。 

   ・園長先生の話も良くしてくれます。職員皆さんで保育して下さってると感じます。 

 

５ ねらいに沿って、発達に応じた保育がされていると思いますか？ 

・ はい …３１名    ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…2名 



   〇その理由をお聞かせください 

   ・おたよりがわかりやすいです。 

   ・そう思います 

   ・年長児のため、小学校での生活を意識した声かけ（おたよりなしで口頭で子どもに伝えるなど）をしていただ

き、少しずつですが小学校になる為の準備が出来てはいます。 

   ・コロナ禍の中でもたくさんの工夫でいろいろな体験をさせようとしているなぁと思います。ただ、園外の活動が

減っているのはやはり少し残念に思います。 

   ・ダンスや体操、歌などだんだん高度になっているため。 

   ・掲示板や製作物の展示から読みとれるから。 

   ・お家では汚れちゃうな…や材料がないな…等で中々取り組むことのできない製作（？）をしてくださり、ありが

たいです。 

   ・うちの子は発達が遅いほうなのですが、付き添って教えてくださったりしているそうで、感謝しています。 

   ・連絡帳や写真を通して、家ではできない遊びだったりを目にすることが多く気づきや発見が多いです。保育

園で覚えてくることが多く助かっています。 

   ・発達に応じた、というより右へ倣えという感じがするが我が子にとってはそれが合っているのでどちらともいえな

い、保育園で“男の子だから” “女の子だから”という男女の事を言うようになり、あまり男女を意識して欲しくな

いのに本人がすごくこだわっているように思えるのが残念。   

 

 

６ お子さんは保育園の食事やおやつの時間を楽しみに食べていると感じられますか？ 

・ はい…３３名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…０名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・いつもたくさん食べているから。 

   ・何を食べて何を残して何をおかわりしたかをたのしそうに話してくれるから。 

   ・連絡帳にほぼ１００％～それ以上と書かれていることが多いので良く食べているなと感じています。 

   ・いつも７～10割食べているので。しかもすべて手作りとのことでありがたいです。  

   ・ノートでの完食パーセンテージが、ほぼほぼ１００％もしくは１１０％だからです！！！ 

   ・家では食べない時期も保育園の食事は完食やおかわりしており、きっとおいしいんだろうなと思っています。 

   ・おかわりしている日が見られるので。 

   ・毎回残さずたべているようでおかわりまでしていることが多いのでまた時々何を食べたか話してくれるので。 

   ・メニューだけではなく、お友だちや先生との楽しい雰囲気のおかげで食事が進んでいるため。 

   ・よく食べ物の話をしてくれるから。 

   ・家でメニューの話をしてくれるため（～はおいしかった～は頑張って食べたなど） 

   ・家では食べない食材も園では美味しかったと言っている為。 

   ・いつも１２０％とノートに記入されているので。 

・食事はとてもおいしく、評判です。 

・毎日「今日のお昼は○○でしたー‼」「おやつはなんと‼」と楽しそう報告してくれます。あまりに給食が好きな

ので、給食メニューのレシピ本がほしいくらいです。小学生の兄も（卒園児）学校の給食より園の給食の方がお

いしいと言ってます。 

・家で食べるよりも沢山美味しくそして頑張って食べていることをよく話してくれる為。 

・いつも１００％以上頂いています。ありがとうございます。 

・「今日の給食おいしかったー」と話してくれることがある。 



・毎日、「今日の給食とおやつ教えて！」とリクエストされています。 

・好き嫌いが多く、楽しくないこともあるようですが、苦手なものは減らしてもらうよう先生に言うことで、少しずつで

すが食べることが楽しくなってきているようです。 

・毎日おかわりをしていると聞いています。 

・よく食べていると聞いています 

・毎回完食しています。家では出ないものを食べさせてもらってありがたいです。魚とか種類豊富で◎いつも鮭、

ブリに偏ってしまう我が家です。 

   

 ７ メニューは季節感が盛り込まれ、彩りや栄養バランスが取れたものになっていると思いますか？ 

・  はい…３３名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…０名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・主菜、副菜と多種多様でおいしそうです。ありがとうございます。給食では苦手なピーマンも食べているようで

す。家では頑張って一口です。←でも口に入れるだけ頑張ってる‼ 

   ・メニューを見て、おいしそうだな～と思っています。 

   ・家庭での食事はほぼ季節感がないため（すみません…）季節の行事や旬の食材などを取り入れてくださり、大

変ありがたいです。 

   ・イベント毎のメニューもきちんと教えて頂いて、親としても嬉しく思っております。イベントがどんどん減っている

世の中なので、せめて食事で季節感を味わってもらいたいなと思います。 

   ・行事にあったメニューを出して頂いているので。 

   ・メニュー表見ているだけで大人の私もワクワクし色々な食材が旬のものも含まれていて、うらやましいです。 

   ・イベント時のメニューが楽しそうです。バイキングメニューの時は 1週間以上前からるんるん♪してました。 

   ・家では作れないようなのをたくさん提供していただいているため。 

   ・献立を見てそう感じるから。 

   ・園のメニューを参考にして家での食事を作ってみたりしている。 

   ・家ではあまり作れないようなメニューがありバラエティーにとんでいると思います。子どもも楽しみにしている。 

   ・メニューいつもおいしそうだなと思っています。 

   ・最近のメニューだと、2 月 3 日（木）の恵方巻きがあり季節感が盛り込まれています。色々考えて作ってくださ

り、ありがとうございます。保育園でしっかりバランスが摂れているから…と少しの手抜き（？）甘え（？）てます

（笑）気持ちの余裕をありがとうございます‼ 

   ・給食の写真を参考に見させて頂いております。（廊下）こうゆうふうに作ればいいんだなと参考になります。（作

れませんが） 

   ・タブレットの画像をあまり見ないので彩りは分かりませんが、バランスはとても良いと思います。家では偏食で

野菜をあまり食べないので助かっています。多国籍？なメニューもあり、時々ネットで検索しています。幼児食

の参考になります。 

   ・子どもが好きそうなメニューが多く、楽しく食べれそう。小学校の給食が物足りなく感じてしまうのでは、と思うと

ころもある。 

      

 

 

≪運営について≫ 

１ 園内外は衛生的で安全に保たれていると思いますか？ 

  ＊保育室内への入室をご遠慮いただいておりますので、目に見える範囲でお答えください。 



・ はい…32名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…1名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・これだけコロナ感染者が増えているなか、園では広がることもないので先生方がとても気をつけてくれている

ことを感じる。 

   ・掃除が行き届いているのはもちろんのこといつも誰かしら先生が消毒されている姿を目にします。とても大変

だと思いますが、おかげさまで安心して預けられています。 

   ・１００人以上も園児がいるのに、いつもげんかんや廊下外の通路などキレイでせいけつだとおもいます。 

   ・玄関のアルコールが切れていることもありませんし、色々な部分へ細かい配慮をして頂いています。おもちゃ

をふいたり、洗濯したり、ありがとうございます。 

   ・アルコールの設置、閉園前に園内をすみずみ消毒作業されているため。 

   ・玄関入ったところの床が砂でかなり汚れている時があります。 

   ・以前は廊下のすみにホコリがあった時もありましたが今は見られないので。 

   ・不安に思う点は思い当たりません。 

   ・陽性者やクラスターの有無だけで判断できるものではありませんが、ゆう保育園の規模でここまで感染予防

対策がとれているのは先生方のおかげだと思います。 

   ・コロナのこともあるのか、以前から衛生的でしたが最近ますますきれいだと思います。 

   ・お迎えの職員の方が一生懸命消毒作業をされているのを見て有難く思いました。 

   ・基本的な感染対策をしていると思います。  

 

２ 園でのお子さんの様子は、連絡帳やホワイトボード、保育士の話などを通して伝えられていますか？ 

・  はい…３１名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…2名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・もう少し、個別に詳しく共有して頂けるとなおうれしいです。 

   ・お迎えの時間が早いこともあり、毎日のように担任の先生方と顔を合わせるのですが、園での様子や良かった

ことなど、いつも伝えていただけてうれしいです。  

   ・忙しい中でもきちんとと連絡帳にめを通して頂いておりますし、ほんの少しの時間でも今日こんなことありました

よ、と教えて頂けるのはとても嬉しいです。先生から直接お聞きする時もあり、連絡帳もいつも丁寧に書かれて

いて助かります。 

  ・お迎え時様子を話して下さるので。 

  ・特に悪い事やいい事を本人がした時報告あります。ホワイトボードでも連絡帳でもようすがかくにんできてます。 

  ・先生にもよりますが、その日の出来事を教えていただけるのがとても楽しみです。 

  ・連絡帳では毎日遊びの様子を伝えてもらっているので。 

  ・連絡帳に書いてある様子は良く伝わってきます。ただ見たことはないので、どう過ごしているのか気になる部分

はあります。 

  ・夜の楽しみの 1 つに「ノートをよむ」ということがランクインしています‼いつも可愛い面白い内容をありがとうござ

います。これからもよろしくおねがいします。楽しみにしています‼ 

  ・いつも連絡帳や送迎時などにも、丁寧に園での生活状況を教えて下さり、感謝しています。 

  ・連絡帳ではもちろんですが、お話しできる時は「今日こんなことをしましたよ」と伝えてくださいます。 

  ・時々おむかえに行かない日は見れないのでホワイトボードではなく紙にして 4-5 日分かさねておいてもらって、

後日確認できたりできるとなおよいかと思う。 

  ・毎回楽しみにしています。目に浮かぶようなエピソードを加えて分かりやすいです。 

 



   

 

 ３ 保育士にお子さんのことや保育について気軽に聞いたり相談したりできますか？ 

・  はい…32名     ・ いいえ…1名     ・ どちらともいえない…０名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・ママ友ゼロ、育児書も読まないので、保育園だけが頼りです。 

   ・先生方、皆様いつも聞いてばかりですみません。お忙しいのに嫌な顔せず、教えて下さります。 

   ・ノートでのみならず、対面でも色々な話しかけをしてくださるので先生方とお話がしやすいです。何かある時は

相談します‼  

   ・連絡帳に書いて質問する時もあります。 

   ・コロナの感染拡大が続いている状況では気軽に話したりすることは難しいため。また連絡帳ではスペースが

限られることもあり相談できることが限られます。 

   ・イヤイヤ期まっただ中なので、どんな風に接したらよいか、園での様子はどんな風なのかを教えていただける

のはとても心強い。 

   ・発達障害児のケアや専門性を持ったスタッフの方がいらしたり、見える化してほしい。  

   ・連絡帳に書いていると必ず返事がある為。 

   ・気軽に聞かせていただいてます。ありがとうございます。 

   ・聞きやすい雰囲気があります。 

   ・面談の時など、いつもやさしく聞いてくださり、プロの目線からのアドバイスをいただくこともあってありがたいで

す。 

   ・お迎えの時連絡ノート等に伺うことがあります。 

 

４ 保育園で起きた事故やケガ、急な体調の変化に対し適切な対応や説明がされていると思いますか？ 

・  はい…32名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…1名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・早目に連絡をいただけるので病院と病児保育の予約がとりやすく、ありがたい。時々迎えに行くと本人がマス

クをしている日があるが（他の子はしていない）、なぜマスクをしているのか説明がないときがある。その他はと

くに問題ないです。 

   ・今まで特に問題なかったから。 

   ・大きなケガはしたことないですが、教えていただいてると思います。ばんそうこうをまいていただいていたことも

あります。 

   ・ノートに書いてくださったり、電話をしてくださったり、直接伝えてくださったり、きちんと対応してくださっていると

感じています。ありがとうございます。 

   ・咳が出てましたよ、など細かいことも教えて下さり、咳止めを飲ませようと思うので、悪化する前に防げました‼ 

  ・ちょっとぶつけたくらいでも説明して頂いて恐れ入ります。先日頭を打った際には園長先生と担任の先生に対

応していただきとても助かりました。どうもありがとうございました。 

   ・たまにありますが都度丁寧に説明頂いています。 

   ・小さなケガや変化なども気がつき、教えてくださっていると思います。 

   ・小さなケガひとつもきちんと説明して下さるので安心しています。 

   ・そういう時、細かく説明していただき、助かります。 

   ・小さなキズ等でも報告、処置、対応していただいています。 

   ・少しのキズでも報告してくれます。我が家的には子供なんで、キズはあたり前。そこまで気にしなくても大丈夫



です。と思うのですが、いろいろあるのもわかります。 

   

 

５ 感染症の発生状況や、必要な情報は園だよりやクラスだより等のおたよりで伝わっていますか？ 

・  はい…30名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…３名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・マチコミですぐに知らせて下さるので安心です。 

   ・SNSでの敏速な連絡は有り難い。 

   ・マチコミにて連絡があるため。 

   ・ホワイトボード（玄関）、全体が見えて助かります。 

   ・コロナ対応に関する情報発信は私の知る限りどこの園より早く、適確だと感じます。これはとても安心します。 

   ・マチコミもひんぱんに細かく連絡されていて、きちんと伝わっていると思います。 

   ・個人情報なので難しいとは思いますが、先生園児その他の別は公表しても良いのではと感じました。 

   ・手足口病、プール熱など、ホワイトボードをチェックし事前に心構えができました。 

   ・マチコミでいつも知らせて頂き、ありがとうございます。園だより、クラスだよりもとても分かりやすいです。いつも

作成ありがとうございます。 

   ・マチコミでの発信が 1 番目を通しやすいです。おたより PDF 助かります‼園だよりやクラスだよりは頑張って読

みます‼（手書き大変そうです…ひっそりと Wordでもいいと思ってます。笑） 

   ・クラスの前の貼り紙で確認することが多いです。 

   ・まちこみアプリをもっと活用しても良いのではと思う。特にコロナ禍での様子がよく見えない分紙面だけでなくス

マホでも見られるとありがたいです。紙はがさばってとっておけない…。 

   ・個人情報の問題があります、感染症については公開できる情報が限られるのは理解できるが、急に休園とな

ると、情報が伝えられるまで、どのように対応すればよいか不安を感じました。 

   ・マチコミ分かりやすくていいです。父母で情報の共有ができています。  

 

６ 災害への対応や不審者侵入への対策が取られていると思いますか？ 

・ はい…23名     ・ いいえ…０名     ・ どちらともいえない…10名 

   〇その理由をお聞かせください 

   ・詳しい対策についてよく分からないから。 

   ・子どもが先生のお話を理解している。 

   ・どんなことを実施しているのか詳細を知らない、見落としているだけでしょうか…？ 

   ・災害の対応は防災訓練もして頂いていると思います。入口のセキュリティはひと通り多いため難しい部分はあ

りますが最近ぶっそうな事件が多いのでやはりおこる時は不安に思うこともあります。 

   ・避難訓練の様子はノートを通して伝わっていますし、二重のオートロック安心してます。 

   ・二重の扉を開けないと入れなくなっていて、不審者は入りずらいと思います。 

   ・玄関ドアの締まりが甘く、ロックがかかっていないことが多いです。開閉のたびにロックがかかるよう気をつけて

いますが、出入りの多い時間帯は仕方ないかもしれません。それ以外は特段気になることはないです。 

   ・保育園入口のドアのロックがかからないことが多いので、可能であれば直るといいです。 

   ・このまま対策を継続して頂きたいと思います。 

   ・避難訓練、実施されているので。 

   ・今までそういう事案がなさそうなため。 

   ・災害（地震、災害）については伝わってきます。不審者侵入対策は具体的なアクションプランをもう少しわかり



やすく伝えてほしいです。 

   ・具体策が不明。 

   ・玄関のカギがこわれているので心配です。 

   ・大門について、保護者であるのかわからない場合があるが不審に思っても「待って下さい」なんてことは言え

ず、大丈夫かなと不安になる事がある。カードを首から下げている人はほぼいない。 

   ・備蓄品を見かけたことがあります。 

  

≪行事について≫ 

１，２に関しましては参加されたぺんぎん組以上の方がお答えください。 

１ 運動会 

① 時期       ・ 良かった…21名    ・  良くなかった…０名     ・  月頃がよい…10月頃・9-10月頃 

② 開催方法 (観覧、時間等) 

              ・良かった…18名     ・ 良くなかった…1名     ・  どちらともいえない…4名 

               理由 

               ・室内を避けていただき園庭という手段をとって下さったことはとても安心でした。行ってみる

と、園庭でも十分なひろさがあり、体育館などより良いかもと思いました。雨天時は別ですが

…。 

               ・コロナで小さくなってしまったので、元にもどしてほしいです。 

               ・天気が良かったのに室内だけだったのが残念でした。 

               ・各家庭 2 名までは良いのですが、そのうちの１めいが子どもはダメというのが困りました。子ど

も 1、大人１の 2名でも OKだと良かったです。 

               ・もう少し色々な種目、広い所でと思いましたが今のご時世的には仕方がなかったのかも…で

すね。 

               ・時間が短い等の制限はありましたが、久しぶりに子どもたちの頑張る姿が見られて楽しかっ

たです。 

               ・保護者 2名で参加出来て良かった。学年毎のため、集中して短時間なのもよかったです。 

               ・コロナ禍の中でも、対策して開催頂きました。 

               ・コロナ禍での開催、という意味では、クラスごと入替で内容も工夫して下さっていて満足して

います。比べてしまうとやはり、コロナ前のような運動会も良かったなぁと思っていますが…。 

 

③ その他ご意見がありましたらお聞かせください 

・コロナ感染拡大下で、工夫して開いていただきました。良い思い出になりました。 

・登園予定時刻を１０分前にしても、座席の確保を先着順にすると早く来る保護者が必ず出ます。席は出席状況

確認後、固定、事前案内とする方が感染症の観点から安全です。固定の場合、抽選で平等に etc と言っておけ

ば文句を言う人も少ないと思います。 

・いるか組でもリレーをやらせてあげたかった。 

・未就学児を人数にカウントするのはやめてほしい。0 歳児で未入園で預け先もなかったので、親 1 人のみの参

加で残念でした。 

・時間が短いのは残念ですが、子供たちのガンバってる姿を見られてよかった。 

 

２ ゆうゆうフェスタ 

① 時期       ・ 良かった…23名    ・  良くなかった…０名     ・   月頃がよい…特になし 



② 開催方法 (観覧、時間等) 

              ・良かった…20名     ・ 良くなかった…０名   ・ どちらともいえない…3名 

               理由 

               ・クラス毎がゆっくりとストレスなく見ることが出来ていいです。 

               ・コロナ禍の中でも対策して開催頂きました。 

               ・工夫して開催できるようにして下さり、良かったです。こちらも学年毎だったので、短時間で

良かったです。 

               ・広々とじっくり見れたため。 

               ・観覧場所が早い者勝ちなので、距離をとるのであれば事前に子どもがくじ引きしたり、当日く

じ引きしたりもありかと思う。（見えにくい場所だったのであまり見えなかった）兄弟が別の保育

園でくじ引きで場所を決めていた。 

               ・クラス毎だったので、広く、三脚が使えるのがとても良かった。 

               ・コロナの中で開催して頂けたことに感謝です。 

③ その他ご意見がありましたらお聞かせください 

・拍手できるように！と三脚を許可して下さったこと有難かったです。２０２０年度は 1 名しか観覧できなかったこと

もあり拍手できなかったので…色々と工夫やご検討いただきありがとうございました！ 

・コロナ禍でも開催して頂き、ありがとうございます。三脚が使えたことも良かったです。 

・コロナ感染拡大下で工夫して開いていただきました。良い思い出になりました。 

・オンラインでの観覧ができるといい。 

・今年度観覧人数を２人にされた理由の１つに、昨年度 1人だった時に動画を撮るため拍手が少なく残念だった、

頑張った子供たちにたくさん拍手をしてほしいという言葉を聞きとても感動しました。あたたかい気持ちになりまし

た。 

・感染状況が良くなるといいですネ、他クラスも見たいので。 

・カメラやスマホで撮影する前の人が、手を高くあげたり手を振ったりしていて見にくい部分がありました。 

・この時勢から、開催していただいてありがとうございます。我が子の成長を感じる幸せな時間でした。 

 

 

３ 懇談会について 

  ＊今年度は年１回を予定しておりましたが、実施を見合わせました。 

  ご意見、要望等 

                ・コロナ禍ですのでしょうがないです。 

               ・コロナ流行のため、見合わせが適切と思います。 

               ・コロナで中止にしすぎだと感じます。 

               ・とても楽しみにしていましたが仕方ないですね…懇談会で行う予定だった内容のものを書面

化して配布などしていただける形でも良いかなと思っています。 

               ・今年は仕方がなかったと思います。 

               ・コロナ禍での中止はやむを得ないが懇談会がない代わりにクラスだよりをもっと充実させて

ほしい。もっと、子ども達の顔が浮かぶような内容にしてほしい。例えば 4 月のいるかだよりで

「行事を通していろいろと学べた」とあったが、何を学んだのかを具体的に知りたかった。 

               ・オンラインで親子顔合わせ等を行っていただきたい。園内で保護者とすれ違っても（会って

も）どの園児の親なのか全くわからない（保護者間の交流機会があるとよい） 

               ・ZOOM,TEAMS etcで遠隔（オンライン）での実施はいかがですか？保護者のスケジュール



調整が楽です。 

               ・コロナ禍で日々感染状況が変化する中では実施見合わせも仕方ないことと思います。ただ、

年一回、子どもが仲よくしているお友達のご両親（どちらかでも）にお会いしたり、先生と来年

度の準備について話せるチャンスではあったと思うので残念な気持ちはあります。 

               ・コロナにかからないこと、クラスターがおきないこと、休園を少なくが今１番の優先かと思いま

す。見合わせていただき、安心しています。 

               ・参加したことがない為、特にありません。（入園したばかりの為） 

               ・元々そういった場が得意ではないので、無くても先日の面談の機会があれば充分です。 

               ・本人の保育園での写真や先生の話、本人の話で分かりました。ただ、お母さん、お友達の

顔と名前が最後まで一致する人が少ないままでした。 

               ・もし可能であれば…ですが ZOOM とかで開催できたら良かったかも…しれないです。 

               40 分までなら無料です（全員、園側【ホスト】含め） パソコンなくてもスマホでできますし…40

分以上でも退出→再接続すればまた 40分使えます。 

               ・できれば保護者同士のコミュニケーションの場でもあるので実施して頂けると嬉しかった…。 

               と思いますが、このタイミングでの中止を決定されたのは妥当な判断だと思います。 

               ・こういうご時世だから致し方ないと思います。 

               ・残念ですが仕方ないと思います。 

               ・感染対策をとりながらの実施を検討してほしいです。 

               ・オンラインで参加できる人がいれば前のように２組に分けてかつオンラインもすれば良いか

と思うが準備が大変であれば書面で問題ない。今は仕方ないと思う。 

               ・仕方ないかと思います。      

                             

４ その他の行事に関して 

   ・実際に保育園で過ごしている様子を見る機会が欲しいです。 

   ・乳児クラスも短時間でも何かあると良いなと思います。 

   ・いつも色々と考えて下さり、ありがとうございます。 

   ・コロナで中止にしすぎだと感じます。まんぼう組のカーニバル、いつ行われたのでしょうか…？まだ…？今年は難

しいかなぁ。 

   ・今年はおとまり保育をやってほしい。 

   ・遠足ごっこを楽しみにしています。お弁当、水筒を家でも使っていて、本人の宝物のようです。 

 

≪その他≫ 

・お気づきの点やご意見等ございましたら、ご記入ください。 

   ・コロナ禍で大変なところ、丁寧に保育していただいていると感じています。ありがとうございます。 

   ・大変な時ではありますが、少しでも保護者の為にといった姿勢はしっかり感じ取れます。卒園した上の子からお

世話になっておりますが、本当に素晴らしい園だと思っております。無理のない範囲でこれからもよろしくお願い致

します。 

   ・先日２/14,15 の休園の際の一部開園の利用方法がよくわからなかった。一報入れずに通常通り登園してかまわ

ないのか、電話した方が良いのか迷ってしまった。しかし、その状況で開園して頂けた事はとてもありがたかった。 

保育園でたくさん体を動かしてたくさん走ってたくさん食べてたくさん寝てくれるので、とても健康的に過ごせてい

ること本当に感謝しています。 

・コロナ禍で大変な中、子供たちのため、いろいろなアイデアでイベントをしていただいたり 1日 1日を楽しく生活



できるよう工夫してくださる先生方には感謝しかありません。行動制限される日常ではありますが、毎日楽しく子供

は通っています。本当にありがとうございます。 

・コロナの中、保育士の先生方やその他、園の方々も大変かと思いますが子供によくして下さって助かっています。

復職に悩んだ時期もありましたが、今はあずけて復職してよかったと思っています。これからもどうぞよろしくお願い

します。 

・コロナの中、保育園を開園して頂き、感謝しております。うちの子どもは、発達が遅めなのですが、その点におい

てアドバイスを頂き、今後の声かけや関わり方などを教えて頂きました。大変感謝しております。おかげで、少しず

つですが、成長が感じられます。ゆう保育園に、入れて良かったです。私ども両親も、何かあればいつでも教えて

下さい。今後もよろしくお願いいたします。 

・コロナ禍に生まれ、保育園に通い始めたので、今までなかった生活習慣が当たり前になりつつあり、また子どもも

それが普通なんだと覚え行動に表れているように思います。感染対策から年間の行事計画の変更など保育園運

営の負担増加は計り知れないものと思います。そのような状況でも子どもは毎日お迎えに行くとニコニコで出てき

ますし、親の私達も安心して預けられています。いつもありがとうございます。 

・コロナのこともあり、園の皆様も大変なこともきっと多いですよね。そんな中、園児、保護者のことを考え、様々な

行事や取り組みを行っていただき本当にありがとうございます。 

・今まで経験されたことのない世の中というところで、子ども達を楽しく、安全に、いつもと変わりない生活を過ごし

て（過ごさせて）いただきありがとうございます。色々苦労や大変な部分があると思います。でも働いている保育を

必要としている私達にはすごく助けられてきました。これからもよろしくお願いします。 

・臨時休園についてのお知らせをまちこみアプリでいただくのは良いが、PDF として正式な文書としてだしてもらい

たい。（職場にて提出が必要なため）出来ればまちこみアプリに添付してもらえたらありがたい。 

・感染予防が大変な中、先生方には子ども達 1 人 1 人をきめ細やかにとても良く見てもらっていると実感していま

す。いつもありがとうございます。 

・コロナ対応について 

中々難しいかもしれませんが、濃厚接触者の調査が終了し該当する人への連絡が済んだ時点で一報いただけ

るとありがたいです。一部開園の調整前に職場の保育園との調整をしたいので。 

・6 年間ありがとうございました。日々安心して預け、仕事に行くことが出来ました。仕事に疲れていても、お迎えの

時の先生の笑顔に励まされました。本当にありがとうございました。 

・コロナ対策で先生方は大変だったと思いますが、いつも変わらない雰囲気で保育をしていただき、子どもは安心

して過ごすことができました。感染状況（検査）についてもこまめに発信してくださったので、その点も安心でした。

行事や活動も例年通りとはいかない中、工夫してやっていただき、また、新しい遊び（お店屋さんごっこ）もあり、子

どもはとても楽しそうでした。 

・日々の感染対策など、本当に大変な状況の中で様々取り組んでいただき、大変感謝しております。長女は、くじ

ら組で、もうすぐ卒園です。「ずっと保育園がいい！」と親子共々感じてしまうほど、ゆう保育園が大好きです。コロ

ナなんて関係ないと思えるほど長女は園を楽しんでいます。これだけ楽しい思いが出来ているのは先生方のおか

げです。毎日子どもたちを見守って下さり、ありがとうございます。卒園したくない‼（笑） 

・アンケート結果を開示するのは構わないが、昨年のアンケートで兄弟の学年がそのまま載り、個人が特定でき

た。そのような記載は辞めてほしい。 

・おやつの影響で夕ご飯をなかなか食べないことがあるので、おやつの量を調整していただけると助かります。 

・今年度もコロナ感染が続く中ではありましたが、感染対策を行いながら可能な限りコロナ前のように、子供たちが

楽しめるように、思い出となるようにと、工夫してくださっていたことが伝わりました。様々なご意見があるかとは思い

ますが、コロナ禍の中、先生方のご負担を考えますと、我が家は本当に感謝しかありません。 

・乳児クラスも短時間でも何かあると良いなと思います。 



・いつもありがとうございます。コロナ禍の先も見えず、特にオミクロン株については頭を悩ませることが多かったの

では、と推察いたします。私たち保護者も仕事と子どものあいだで揺れ動き続けた１年間だったのではないかと思

いますし、保育園のありがたさと先生方への感謝でいっぱいでした。このような非常事態においては、信頼関係が

とても大切であると感じます。残念なお知らせであっても、園への信頼があるからこそ乗り切れているのだと思いま

す。今後も引き続き、信頼関係をもとにコロナに向き合っていけたら嬉しいなぁと思っております。日々の消毒作

業、シーツ交換など先生方の負担が心配でなりません。保護者でなんとかできるもの、少しでもお役に立てること

があれば、どうぞご遠慮なく発信して頂きたいと思っております。よろしくお願い致します。 

・いつも沢山の心遣いをありがとうございます。本当に感謝ばかりです。先生方をはじめ、園関係の方々も皆、お

身体に気を付けてお過ごし下さい。大変な中ではありますが、今後ともよろしくお願い致します。 

・先生方にはいつも大変お世話になっています。給食も大変おいしく、栄養士、調理師の方々にも感謝しています。

昨年度に続きコロナが原因で、ほとんどすべてのイベントが早々に中止となってしまったことは、とても残念でした

し、そのせつめいもたりていたとは思えませんでした。こどもの成長にとって貴重な機会が何度も奪われてしまった

のではないか、と疑問に思いました。今後の改善に期待します。 

・いつもありがとうございます。両親共に遠方で、子育てに関わるのが、夫娘と保育園だけです。先生と話をする

中で、子育ての不安が減ったり、関わり方の工夫ができたりします。心強く感じています。○○先生は送り迎えの

時、必ずこんなことがありましたとエピソードを教えてくれます。お忙しい中恐縮ですが、とてもありがたく思っていま

す。その話をきっかけに息子と話が出来たりします。産休に入られるとのこと。まずはご家庭の事を大事にされ、ま

たお会いできるのを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ご協力ありがとうございました 


