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2018年度 文京幼稚園評価アンケート自由記述欄に記載されたご意見（抜粋） 

 多くのご感想・ご意見をいただきました。文章の長い表記など一部省略や表記を変えさせていただきました。 

★年長組の保護者の方より★   

●子どもの頑張っている所をよく見てくださって、認めほめてくださるので、子どもの自信につながったと思いま

す。小学校に向けての取り組み、助言をしてくださるのでスムーズに入学準備ができて、有難く思っています。

卒園前に個人面談があれば、尚のこと、安心して卒園できるかもしれません。 

 水曜日も 17 時まで預かりがあれば助かります。 

●3 年間を通して、心も体もたくましく成長し、お友達との関わりを心から楽しめるようになった娘を見て、先生

方のあたたかく、園児全員が幸せに成長できるための取り組みがあってこそと、文京幼稚園に入園し園生活を送

らせていただきましたことに感謝の気持ちが湧き上がってまいります。・・・成長の段階にあった取り組みとお

声かけをいただいたことで、精神的にも安定して生活ができていたと思います。・・・娘の社会生活の第一歩に

おいて人との関わりが大好きになったことは私共にとって何よりの宝物です。 

●3 年間、先生方には本当にお世話になり、ありがとうございました。 

 年長に入り、小学校に向けてだとは思いますが、何でも早く一番上手にできるように！という雰囲気があり、 

 もう少し一人ひとりの子どもの良さを認めるような文京らしい雰囲気があれば良かったように思います。陣内体

操も同じで、できないことをバカにするような感じを受けることもありました。一人ひとりが伸び伸びと楽しい

生活を送れるよう希望しています。 

●先生方は園児のことを尊重していただき、伸び伸びと過ごさせていただき、感謝しています。担任だけでなく、 

 全ての先生が、いつも笑顔で嫌な顔一つせず、子どもたちと向き合っていただき、先生方に恵まれているなと、

3 年間感謝の気持ちです。ありがとうございました。 

子ども劇場や運動会、行事の度に席取りのための整理券が配布されますが、全ての家庭が券を取りに行ける訳で

はありません。・・・・・・中略・・・・平等に抽選を行うのはいかがでしょうか。事前に行えば早朝から並び

近隣の迷惑にもなりません。・・・ミニ運動会も・・・見直された方が良いと思います。 

●預かり保育の実施日増加、定員増加は有難かったです。 

 修了記念アルバムの表紙の写真の表情が硬すぎて、せっかく業者の方に頼んでいるのにもっと良い笑顔が撮れな

かったのかなと思いました。 

●様々なご配慮のお陰で、楽しく幼稚園に通うことができました。お絵かきや楽器に触れる等感性を育む取り組み

がもう少しあったら良かったと思います。 

●入園当時、ママと離れるのが嫌だと泣いていたのに、いつの間にか自分でリュックに荷物を準備し、明日は〇〇

があるから楽しみなんだーと話してくれるようになりました。家ではふざけてばかりで、これで大丈夫かしらと

思うことも多々あるのですが、参観などで見てみると、とても真剣な目をして先生方の話を聞いていたので、安

心して小学校へ送り出すことが出来そうです。3 年間、本当にありがとうございました。 

●今年度実施された夏スマイルを利用しました。夏休み中に園でたくさん遊ぶことができ、楽しかったようです。 

 また、芋掘り遠足は親子共々貴重な経験となりました。ありがとうございました。（複数意見あり） 

●とても素晴らしい園なので、仕事を持つ方でも入園しやすいよう預かり保育のさらなる充実を期待しています。 

 長期休暇中の保育先には仕事をされているお母さま方がとても苦労なさっています。スマイルだけでなく、外部

でサマースクールを入れたりするなど、別途保育料がかっても需要があると思います。 

●園長先生の代になられてからの改善は大きく、特に保育時間や預かり時間が増えたことは大変有難かったです。 

 変化の一方で、園の「心のあたたかさ」は変わらず、随所に感じることができました。 

●・・・全ての行事が考え尽くされた、有意義なものでした。 

●先生方は親切な対応をしてくださり、お母さま方もとても良い方ばかりで、楽しい 3 年間を過ごすことができま

した。ありがとうございました。 
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●（園便り）スマイルをもう１週早く受け取りたい。次月前半の予定が組みにくい。 

 夏スマイルの終了時間を 17 時にしてほしい。 曜日によって、給食とお弁当が固定になり、分かりやすかった。 

お芋掘りは楽しかったが、少なくて子どもが悲しそうだった。 中長の誕生会の準備が大変。 

●とても熱心にあたたかい保育をしてくださり、感謝しています。一方で秋の遠足、親子昼食会の準備、保護者会

など行事がとても多く、仕事との兼ね合いもあり、目まぐるしい毎日を過ごしています。 

●畑で収穫した野菜を使った料理（大根の味噌汁、おでん、ピーマンの和え物）は野菜が苦手な子も食べられるよ

うになったり、家でも同じものを作ってほしいとリクエストされたり、子どもたちも喜ぶ素晴らしい取り組みだ

と思います。・・・・ 

●・・・冒険旅行、子ども劇場といったイベントでは、本当に細やかな配慮や子どもたち目線での温かい先生方の

様子に感謝の言葉しかありません。日常においても子どものことをよく見てくださっており、・・・ご相談した

際には母親以上に事態を把握してくださっていたり、と心から安心して園生活を送ることができました。 

 ・・・給食について。業者さんが変わってから味と量について、子どもから不満が出ることが多くなり・・・。 

●年長になり、年少・中さんの前で手本を見せる機会も多くなり、一つひとつ行動も丁寧になってきました。園で

そういう機会を設けてくださりありがとうございました。 

●退園者のお別れ会について。年長でお別れ会がクラス単位なのは、少し悲しいように思う。・・・・ 

 子ども劇場の写真撮影について。式服は当日しか来て来ないのに、父親や祖父母などその日しか来られない保護

者と一緒に撮影できないのは残念だった。 

●全体保護者会とクラス保護者会はどちらかだけで良いと思う。（全体会はプリントを読み合わせていることが 

 多いため不要） 

●子どもたちの創意工夫の力、能力が環境によって大きく開花されることを工作活動、子ども劇場を通して、深 

 く感じました。本当に無限です。その良さをうまくリード下さる先生方も本当にプロとして素晴らしいと感じ 

 ております。この 3 年間想像以上の成長をし、人間形成させて頂いたことに感謝しております。 

 都度大変ですが、保護者への情報伝達がもう少し統一されると分かりやすく抜けがないように思います。 

●それぞれの子どもの個性や成長をいつもとても温かく見守ってくださり、本当にありがとうございました。少し

恥ずかしがり屋で何かあると落ち込みやすい面がありましたが、園でのお友達や先生との関わりの中で相手 

 を思いやり、信頼関係を築く喜び、意見を出し合って皆で一つのことを成し遂げる達成感、気持ちを切り替えて

ポジティブに進んでいく強さが年長になって身に付いたと思います。・・・・ 

●感染症の掲示は、学年と人数も書いてほしい。 

 体操の日は嫌がることもあったので、もう少し楽しく行っていただけると良い。 

●子ども劇場では皆、楽しそうに歌を唄い、踊り、色々な役にも挑戦し、こんなに子どもたちがこの取り組みを好

きになるなんて驚きでした。また子劇ごっこで他学年に教えてあげたりお客さんになってみたり、色々な立場に

なってみるのも、良い経験だと思います。 

●自分で考えるプログラム（冒険で行先を決める・子ども劇場で役やお話し作り）が多く、想像力・創造力が豊か

になったと思います。導入部分でも先生方が、子どものやりたくなる気持ちを大事に導入してくださり、自分た

ちでやりたくてやっているように思われました。・・・・・・・本当に感謝しています。 

●子どもの気持ちに寄り添い、大切にしてくださる素晴らしい幼稚園だと思います。園行事の度に子どもの成長を

実感しながら、親子で楽しく豊かな時間を過ごさせていただきました。 

 預かり保育の充実など、柔軟に対応してくださる姿勢も大変有難かったです。 

●縦割り活動により、とても成長しました。家族の中では一番小さいので、いつも甘やかされていますが、年下の

お友達への接し方を学び優しく接するようになりました。ありがとうございました。 
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●夏スマイルなど増やして頂いてありがとうございます。カウンセリングも利用させていただき、とても参考に 

 なりました。設置に感謝いたします。園の教育活動もきめ細やかな運営がされていて、子どもも行事毎に成長が

感じられます。ただ 1 点、保護者のマナー（ゆとり、門付近のおしゃべり）に改善が必要と思われます・・。 

 

★年中組の保護者の方より★ 

●日々安心して貴園に通わせる事ができます事を心より感謝しております。入園してから 2 年が過ぎようと 

 していますが、体力面、精神面とも期待以上の成長をすることができています。 

●子ども劇場や夕涼み会など園行事の際、一家族 1 台までは大人用自転車利用可にしてほしい。 

 東大とか根津神社へのお散歩の機会がもっとあっても良いと思う。 

●いつも細やかな保育で、子どもたちを温かく見守っていただき、ありがとうございます。活発に遊ぶ中で、 

 子どもが時々頭をぶつけたり等を口頭や電話での連絡をいただきます。心配りには感謝しておりますが、年中に

なり、その日の出来事など自分で話しておりますので、大きな怪我でなければご連絡は最小限で大丈夫です。 

●先生方のご指導が素晴らしく、親子共々毎日楽しく通園しております。 

●今年度、業者変更により給食回数が少なくなったことについて・・・回数を増やしてほしい。（複数回答あり） 

 ※これは、最終保護者会でお伝えしましたが、業者変更をした 2018 年度だけです。2019 年度から年間 60 食に戻り

ます。60 食になると、月・金の休園日の振替もあります。 

●保育中に吐いた子が出た場合には、連絡事項時に教えて頂けると家で念のための準備ができるので助かります。 

 食後に歯みがきをしてほしい（風邪予防も兼ねて） 

●スマイルのカレンダー欄、年間予定表は情報が多いので読み解かなければならず、少し読みづらいです。 

 できれば学年ごとのものがあれば分かりやすいと思います。 

●親子共に大好きな幼稚園です。 

●学年の初めの参観では、今年の年中さんは無邪気な子が多いのでは、という印象でしたが、子ども劇場ではみん

なが成長した姿を見ることができました。 

●園長先生をはじめ教職員の皆様に感謝しております。保護者として積極的に園の活動に協力し、親子で楽しく 

 成長できることを希望しております。 

●幼稚園で学んだことを家でもすることが多くなり、たくさんのことに五感を働かせて「感じている」のが分かり、

とても嬉しく思っています。 

 園バスがないことは、送迎が少し大変なところはありますが、クラスの保護者の方と顔を合わせて挨拶ができる

ことは良いことだと感じています。 

●スマイル時に東門の自転車置き場を使えるようにして欲しい。（複数回答あり） 

 週 1 回のマーカス先生の授業や陣内先生の体操教室などとても先生がプロで良いと思います。 

 おもちつきや子ども劇場など園で運営がスムーズに行くように準備をしてくれていて、負担が少なく助かってい

ます。 

●感染症について、インフルエンザだけでなく、胃腸炎なども各学年何名出ているのか明記してほしいです。 

●子どもに愛情を持って接して下さっている先生に感謝しています。子どもは毎日幼稚園に行くのを楽しみにして

います。将来は幼稚園の先生になりたいと話していました。 

 美味しい給食になり、嬉しいのですが、振替があると有り難いです。（※振替については複数回答あり。2019 年

度は通常回数に戻るため、以前の通り火・木の振替があります） 

●毎日、子どもたち一人ひとりを丁寧に見守り、接してくださる事に感謝しています。小さな怪我などもきちんと

報告して下さり、安心して預けることができています。年中組になってお部屋が 2 階になり、様子が見えなかっ

たり、先生になかなかお会いできなくて寂しさも感じていましたが、一日どんなことをしたのか、子どもとたく

さんお話をするようになったので、今は良かったと思っています。今年度もありがとうございました。 



6 

 

●園庭に自転車を入れる際、東門通用口は非常に通りづらいです。改善があると良い。（複数回答あり） 

●いつも子ども第一に考えて下さり、子どもたちも大好きな先生方に見守られながら、思う存分園生活を楽しんで

いて、大変感謝しています。色々な活動に対する準備など、先生方のおかげで素晴らしいイベントとなり、毎回

感動しています。ありがとうございます。 

●近所の公園や神社などに出かけ、同じ場所が四季でどのように移り変わるのか感じる機会がもう少し増えると 

 良いと思います。 

 先生が、日々子どもの様子を見てくださって、気になることを教えて下さり、感謝しております。 

●役員の方への贈り物（花束のこと？）について・・・。必要ないのでは・・・。 

●博物館やイベントが年々少なくなっているのが残念です。保育料も年々上がってきていて、上がった分がどこに

使用されているのか・・・。 

●先生方はいつも熱心で、子どもたちもいつも笑顔で過ごしている姿に安心します。何か起こった時も、すぐに 

 対応してくださり、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。この場をお借りして御礼申し上げます。 

●子ども、親への対応がとても丁寧で安心して子どもを通わせることができます。園長先生はじめ各先生方の気配

りに対し、感謝しております。（複数回答あり） 

 幼稚園で、楽器の導入があれば良いと思いました。 

●お友だちとのトラブルが多い息子に根気強く寄り添い、息子の言葉や気持ちを引き出してくださっていた先生方

に心から感謝し、親として安心すると同時に学ばせて頂くことが多々ありました。・・・ 

●親子共々、充実した幼稚園生活が送れており、不満等一切ございません。ありがとうございます。 

●施設や課外教室も充実し、園でのお約束なども適正で、とても良い幼稚園に通わせていただいていると感じて 

 います。・・・ 

●様々なことを体験してまた成長する姿を見ることができた 1 年間でした。・・・来年度は年長となり幼稚園最後

の年となりますが、また色々なことを体験して大きくなっていく姿を見るのが楽しみです。・・・ 

●様々な感染症に悩まされた 1 年でした。園で使用されている大きなバスタオルで、みんなが手を拭いているのが

とても気になります。一人ひとりがハンカチを持参し、それを使用することをもっと徹底させてほしい。 

●・・・（子どもの成長と感謝） 

 ・・・トイレの便座が小さくて、おしっこがはみ出してしまうことがあるそうです。・・・年中さんには少しサ

イズが小さいのかな、とも思います。・・・・ 

 

★年少組の保護者の方より★ 

●子どもについては、だいぶ園生活に慣れてきて、楽しめるようになってきました。まだなかなか「人とかかわる

力」が育っておらず、お友だちに嫌な思いをさせているのでは、とはらはらしながら見守っているところです。

先生方におかれましては、もうこれ以上望むことがないくらい良くしていただきました。あと 2 年文京幼稚園に

通えることに感謝しております。・・・・ 

●4 月の入園前は、幼稚園に通うことに母子共々不安でいっぱいでしたが、1 年間楽しく幼稚園生活を送ることが

できました。先生方の手厚い保育に日々感激しています。・・・（複数記述あり） 

●園長先生が、朝門のところで一人ひとりの名前を呼びながら、挨拶をしてくださっていることが、一人ひとりを

大切に考えてくださっているということが伝わってきて嬉しかったです。また、毎朝先生方が笑顔で迎えてくだ

さるので、子どもも安心して登園できました。（複数記述あり） 

●登園・降園時に東門付近の道路へ路上駐車している方が数名おり、危険を感じています。保護者への注意喚起だ

けでなく、警備員や先生方に口頭で注意していただく等もう少し厳しい対応をしてください。 

●いつも丁寧にご指導いただき、ありがとうございます。初めての集団生活でしたが、毎日安心して通うことが 

 できました。今後ともよろしくお願いいたします。（複数記述あり） 
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●入園前に思い描いていたものよりも、さらに素晴らしい先生方、園の生活、行事で 1 年を終え、心から感謝 

 しています。年少組の 1 年はどの子も無理なく楽しんで成長していかれるもので、早生まれで心配しておりまし

たが、とても丁寧に一つひとつを行い、ステップアップしていって下さるため、安心しておりました。 

 ・・・年 3 回のクッキングやおはなし会、ピアノコンサート、どれも子どもは大変楽しみ興奮気味で話してくれ

ました。・・・ 

●先生が一部の園児にかかりきりになり、他の園児に目が届いていないなと思うことがありました。・・・ 

●いつも楽しい園生活が送れるような先生方のご指導・ご配慮にはとても感謝しています。子どもたちの成長が 

 感じられる行事は毎回楽しみにしています。（複数記述あり） 

●ゆとりの時間を楽しみにしているので、とても有難い時間なのですが、下のお子さんを見るので手一杯の方や 

 お話に夢中な方が多く、気になっています。・・・・ 

●・・・行事についての写真ですが、子どもたちの良い笑顔が少し写りが悪いように思います。 

 誕生会ですが、打ち合わせや参加することがかなり負担です。親が一緒に参加しなくてはいけない行事をもう少

し減らしていただけると助かります・・・・。 

●1 学期から給食を導入してほしい。 

 子どもを連れて掲示板・靴箱の掲示を見る時間が無い。一斉メールで送ってほしい。 

 遠足の予備日をなくしてほしい。下の子の預け先など確保できない。 

 運動会は、年少組が午前のみで親子共にちょうど良かった。 

●新学期のかなり早い段階で、園長先生が年少組全員の名前を憶えて下さっているのに気づき、とても嬉しく 

 なりました。担任の先生はもちろんですが、園全体で保育をしてくださっていることに日々感謝しています。 

●夏スマイルを増やし、冬休みや春休みのスマイルも実施してほしいです。 

 クッキングの回数を増やしてほしい。年少組で栽培する植物・野菜を増やしてほしい。 

●月刊スマイルをＨＰにアップロードして最新の情報を含め共有してほしい。 

●・・・クッキングをしたり植物を育てたりなど、様々な活動を通して、興味の幅が広がり、成長を感じました。 

 面談の時に、発達についての相談もしましたが、答えがあいまいだったのが気になりました。後日でも良いので、

子どもの様子や先生の見解など教えていただけたらと思いました。・・・子育て経験のある先生にもお話を伺う

機会があるといいなと思いました。 

●入園した当時は、登園の際に不安そうな表情をしていた子どもも、今では毎日張り切って通っています。周りの

子よりもおとなしく、言葉は少な目のように感じていましたが、今は自分の考えを口にして、挨拶もかなりでき

るようになったと思います。・・・子どもも私達親も「文京幼稚園に入ることができて良かったね！」と毎日の

ように言い合っています。・・・・・ 

●・・・運動会や子ども劇場など、年中さん年長さんのものが見られない事が少し残念ですが、我が子でその場を

見られることを楽しみにしています。 

●親と離れるのを嫌がり、泣く我が子のその時々の少しずつの変化に合わせて対応してくださる先生方に本当に感

謝しています。担任の先生では判断が難しい事も、次の日には園長先生より快くお返事が頂けて、先生方の 

 縦ラインのスムーズさが私達親にとっても有難い事です。 

●行事後に販売される写真をデータでも買えるようにしてほしい。 

 入園前後に提出する書類を手書きではなく、ＨＰやメール等からデータで送れるようにしてほしい。 

 園からのお知らせが多く、あちこちに書かれているので、どこを見たら良いか分からなくなる。イコール漏れる

ことになる。 

 誕生会の親の出し物が負担。 

●・・・行事の際、ピアノの音がずれているのが気になりました。耳が育つ時期だと思いますので、調律がされて

いるといいなと思います。 
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●・・・先生方が園児一人ひとりを大切に思ってくれているのを感じています。登降園時に名前を呼んで挨拶して

くださり、子どもの絵や作品を飾ってくださったり、頑張ったことに気付いて声掛けをしてくださったり、たく

さんの園児がいるのに、本当に感謝しています。・・・ 

●けがをした時に、お迎えの際に何もお話がない場合がある。できる限りお伝えしていただけると助かります。 

●・・・幼稚園が始まって、1 日も「幼稚園に行きたくない」と言った日はありませんでした。それは毎日先生方

が笑顔で子どもたちを受け入れてくださり、子どものやりたいことを尊重してくださるからだと思っています。

行事の係りについても、下の子の配慮までしてくださり、とても助かりました。 

●・・・行事などで、事前の声掛けの仕方など、色々と子どもが楽しみ、成長できるよう工夫してくださり、親に

もアドバイスをいただき、とても勉強になっています。 

 園内や園周辺で、他のクラスのお母様とすれ違った時に挨拶をする雰囲気でないのが残念です。 

●この 1 年、心身共に大きな成長を感じています。できないことも根気よく優しく指導してくださり、一つひとつ

自信をつけたように思います。野菜を育てたり、思い切り外遊びができることも園外ではなかなかできないこと

なので、とても感謝しています。これからものびのびと笑顔で通う姿を見守りたいと思います。 

 

【アンケート集計後のまとめ】 

  お忙しい中で、設問の回答だけでなく、多くの皆様がご意見や感想を書いてくださいましたことに感謝 

 申し上げます。ご意見につきましては、今後の園運営の参考にさせていただきます。 

 なお、いただいたご意見の中から、教育方針に合った内容であり改善が可能と判断したものをお知らせします。 

  2019 年度の改正は以下の通りです。 

① 年少組・年中組のトイレを改修工事実施予定。 

2019 年、夏休み中に改修工事を行うことになりました。 

② 誕生会の在り方について 

4 月の全体保護者会でお伝えした通りです。 

  （お子さんの誕生日を祝い、成長を喜ぶことが本来の趣旨であるため、盛りだくさんの内容を見直し。 

   保護者の方による「お楽しみの出し物」などの取り扱い等） 

③ 園行事の写真販売について 

ご希望をいただいたため、今年度より「データ購入」も開始。 

以下はアンケートに挙げられた内容ではありませんが、改正した内容を載せます。 

④ 水遊びに関して 

水遊び実施予定日の朝に、実施の有無を「文京幼稚園ツイッター」でお知らせ。 

プールの時期、天候不順（急な雨や低気温）などで、登園前に迷う方が多いようです。そこで、朝 8 時過ぎ

になると思いますが、ツイッターに情報を UP しますので、必要な方はご自身でお確かめください。 

（ツイッターを見れなくても、これまで通り「プールに入る準備をして登園する」ということでも 

大丈夫です。「一斉メール」は作成に時間がかかるため、朝は送れません。悪しからずご了承ください） 

⑤ 運動会係り（保護者の方の行事お手伝い）について 

文京 book に掲載の通り、「運動会係り」は出席していただく回数を１回軽減。（運動会当日にお手伝いして

いただく時間が長いため） 

また、年少組保護者の方は、年少園児が午前解散のため、係りの保護者の方もお手伝いは午前で終了。 

 

今後もより良い幼稚園運営ができるよう努力し、成長を続ける園でありたいと思っています。 

                                                     

（文責：益田薫子） 


