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 令和元年度 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 

 多くのご意見・ご感想をいただきました。文章が長い箇所など一部省略や、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★ 

●楽しく幼稚園に通えたのは先生方のおかげだと思っています。様々な行事の中で子ども達の成長を感じること

ができ、その度に喜びを感じることができました。（複数回答あり） 

●親子遠足でのおやつ交換は、学年が上がるにあめやグミ、ハイチュウが多くなり、家では食べさせていなので

困りました。交換しても食べきれないことが多いのでもったいないと思ってしまいます。 

●年長児になり、特に先生方が園児を想う気持ち、先生と園児の信頼関係の深さに感動することが多かったです。

運動会や子ども劇場の一体感も素敵でした。 

●子どもはたくさん遊び、たくさん学び、たくさん成長できました。幼稚園が大好きで楽しく通うことができま

した。（複数回答あり） 

●どんな時も子どものことを思っていただき、先生方の明るい笑顔にいつも親の私も元気をもらっています。 

今年取り組みされた子ども劇場の日曜入場整理券（くじびき）は良かったと思います。（複数回答あり） 

行事の１つ１つ、普段の保育の１日１日をとても大切にしてくださっている文京幼稚園。・・・苦渋の決断をし

なければならなかった事もあったかと思いますが、我が家は３年間先生方にたくさんすてきなものを頂きまし

た。 

●先生方に恵まれています。ベテランの先生方が熱意を保たれ、若手の先生方も熱心に子ども達に安心感を与え

てくださっています。難しい判断を求められ、園長先生のご英断もあったと思います。地域の特色のない幼稚

園に収まることなく、園長先生のお考えを前面に出した特色を示されても保護者はついていきます。・・・ 

●年々細かい所まで改善し、親子共に通いやすい幼稚園になっていっていることに感謝しています。絵本袋です

が、絵本の持ち帰りのみにし、もう一つ「お持ち帰り袋」があると製作や手紙などが持ち帰りやすいかと思い

ます。100均のエコバックとかでも良いので。 

●日々園児ファーストで考え保育をしてくださり、親とし安心して登園させる事ができています。先生方の保育

に対するプロフェッショナルの意識は本当に素晴らしいです。・・・少し残念に感じることは、親が園行事に参

加する機会が減ってきている事です。仕事をされていて難しい方々もいますが、選択肢を作る等、関わりたい

と思う親達の意向にも目を向けて頂きたいと思いました。 

●避難訓練の様子をたまたま目にしましたが、先生の指示できちんと子ども達が避難していた。いつ起きるかわ

からない災害に対し、日頃から訓練を行うことで子ども達の防災意識が高まると思うので、今後も続けてほし

い。感染症について、どのクラスで何が流行しているか、何人休んでいるか等、もう少し詳細をお知らせして

頂きたかった。 

●幼稚園に入園をしてから自ら遊びを見つけ友達関係で沢山のことを学び沢山のことに興味を持ち（特に植物）、

人としてとても大切なことを教えていただきました。 

●保護者、園児それぞれの立場になって考えて下さり、行事などについても毎年改善下さっています。（特に運動

会、子ども劇場の観覧など） 

●東門の通用口が自転車の場合出入りしづらい。 年長だけでも歯みがきさせてほしかった。 

●強制せず、個性を伸ばしてくれる幼稚園だった。 

●できるようになったことはたくさんありましたが、何より嬉しかったのは、周りの状況をよく見て誰かのため

を思う行動が自然とできるようになったことでした。優しい心を育ててくださりありがとうございました。 

●年長になり、先生方の子ども達への接し方が変わって下さっている様子がとても良いと思いました。（小学生

に向けて、自分達で考えて行動させる等）・・・。 
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●先生方が一丸となり子ども達の成長のために日々の教育活動を行って下さっていると感じます。お友達との関

係を通じて人の気持ちを考えたり、自分の行動を考えたりできるようになってきました。・・・朝や午後の預か

り保育でも大変お世話になっており、園に親が支えられていると共に、子どもにとってはかけがえのない本当

に大好きな場所となっています。 

●子ども劇場で事前に入場抽選（日曜）があったのは、並ばなくてとても助かりました。 

●子ども達がよく考えて子ども劇場等を作り上げている事にとても感動しました。ただ、スケジュールが過密に

感じます。行事が多くて子ども達も楽しんでいるのですが、今年は休めない行事（とくに旅行等）も多く、一

年を通して目まぐるしかった感じがしました。２・３学期に行事が続くので、１学期に行う、もしくは少し減

らしてもよいのではないかと思います。 

●お友達とのトラブルの際、小さなことはとても丁寧に報告を下さったり、相手の親御さんともしこりの残らな

いような対応をして下さっていたのですが、少し大きなけんかや怪我の際、預かり保育中だったこともあった

のか、報告の系統や対応に疑問を感じることがありました。  

新学期の書類提出に関して、一晩で用意しなくてはならないものがあると、兄弟が体調を崩したりすると本当

に辛い為、春休みなどでも構わないので事前にいただける書類は早めにいただけたら有り難いです。 

●もう少し音楽活動（楽器）があっても良いと思います。 

●病気のお知らせはクラス別に教えて頂けるほうが安心できると思います。 

●・・・早生まれということもあり入園当初は色々と心配ありましたが、全くの杞憂で毎日楽しく通うことがで

きました。いつもお世話されて優しくしてもらう側だった娘が、今では積極的にお友達のために行動できる子

になりました。親として頼もしく、誇らしい気持ちでいっぱいです。 

●年長さんになってから子どもの内面の成長に驚くことが多々あり、とても嬉しく思っております。・・・ 

●係のお仕事を欠席した際の代わりのお手伝いがとても楽になったので助かりました。 

●いつも温かい目で子どもを見守って頂きありがとうございます。（複数回答あり） 

●係や役員の仕事など、すべての保護者が平等に参加できるよう配慮していただいていることに感謝しています。

ただ、卒業準備に関しましては、仕事の振り分け方はもう少し考えていただけるとよかったと思います。・・・・・・

少々、平等性に欠けると感じてしまいました。 

●・・・子ども劇場の事前配布資料の園庭集合時間と登園時間が違っているものなど、今後書類作成時に再確認

して頂くと混乱せず集合できると思います。 

保育室付近に掲示物があることを、門の所の掲示板に「中にも掲示物、確認するものあり」のような表示があ

ると、期限ギリギリや過ぎてしまった時に先生方が個々に聞いてまわる手間が減るのでは？ 

 

★年中組の保護者の方より★ 

●何より子どもを安心して預けることの出来る幼稚園だと思います。（複数回答あり） 

●先生方が子どものことをよく見て下さるので、毎日楽しく幼稚園に登園しています。今年度は運動会の開催日

に台風が来たり新型肺炎に関して政府から公立校の休校要請等があったり、年少だった時より大変な事が多か

った年だったと思いますが、いつも園長先生の対応が迅速でとても感謝しています。他の園と比較するのはあ

まり良くないとは思いますが、他の園より柔軟な提案をして下さるので文京に通えて幸せだといつも思ってい

ます。 

●保護者会の回数が多い。全体保護者会の後に各クラスに分かれた方が効率が良いと思います。 

●年中から絵本を借りるようになり、お友達が借りていたということで今までと違った本を選んだりすることも

あり、とてもいい影響を受けています。 
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●総じて親子ともに園に大満足であるというのが我が家の思いです。先生方に会えるのもお友達に会えるのも子

にとってとても楽しい経験となっており、幼稚園の長期休暇では、始まる日を指折り数えて待っているほどで

す。それに対し気になるのが、帰りの連絡事項を担任の先生が伝えている時に親同士でおしゃべりが止まらな

かったり、「課外授業の後は遊べません」と再三スマイルでアナウンスされているにも関わらず遊具で遊ばせ

ていたり…というのが気になります。毎日お忙しい中で先生方は子ども達への声かけをいろいろと考えてくだ

さり、・・・今回のコロナウイルス対応も時間のない中ありがとうございます。 

●幼稚園生活をとても楽しんでおります。年少の時に比べての成長を親としてもとても嬉しく感じています。先

生方にはいつもあたたかく見守っていただき、また、日々の教育活動のお忙しさを思うと頭が下がる思いでい

っぱいです。子どもの文京幼稚園での充実した毎日を見る度に、文京幼稚園にお世話になることができて心か

ら有難く思っております。（複数回答あり） 

●誕生会の出し物の軽減には子どもにがっかりされました。兄姉の時の出し物を見ていて、自分の時もママが何

かやってくれると楽しみにしていたようです。 

年中になり、教室も２階、門までの送迎となり、なかなか子どもの様子を伺うことがなくなりさみしいなと思

っておりましたが、ゆとりの時間や課外のお迎え時、担任の先生方にお会いすると、よく子どもの様子をお話

してくださり、それがとても楽しみでした。 

●イレギュラーなことの多い１年でしたが、都度わかりやすく決定をご説明いただけたのでとても安心でした。

（複数回答あり） 

●運動会や一日動物村などイベントがあった時に、お絵かきをしたりする時間があってもいいかなと思います。 

●子ども一人一人にきちんと先生が向き合っていただいているお蔭で心が豊かに育っていると実感しています。

重点目標②については、この幼稚園でよかったと思っています。子ども劇場はみんなかわいらしくテーマもお

もしろかったです。しかし、歌と劇を２日間する意味はあるのでしょうか。１日で全てやれるなら年長になっ

た時はまとめてほしいです。 

運動会ですが今回はあいにくの雨で残念でしたが、もっと簡潔にされてもよかったのでは？と思います。でき

なかった親子競技も別日にわざわざやらなくてもいいと思いました。それ以上は子どものみ保育中にやればい

いと思います。・・・全ての行事の時間も簡潔化をお願いします。 

●・・・行事活動においても、型にはめるのではなく園児の意見を尊重し、話し合いの中で作り上げていく過程

は、労力を要する方法だと思いますが、子ども達が着実に成長している様子を見ていると、こちらの幼稚園に

入園できたことを改めてありがたく感じております。 

●新型コロナウイルスに対しての園の今後の方針を教えてほしい。終息するまでホールでの集まりは園庭に変更、

保護者会はプリント配布のみなど、園で感染者が出る前に対策を練ってほしい。 

●学年関係なく先生方が関わってくれる所に、親にとっても子どもにとっても良いと感じています。幼稚園のホ

ームページの幼稚園日記では、園での様子や活動がよくわかり、見させてもらっています。以前は子どもの顔

がわからないくらいのぼかしが入っていましたが、１２月頃から、スマートフォンで見ると写真を大きくでき、

園児の顔がはっきりわかるようになってしまっているので、それが少し不安です。 

●SMILE!の配布時期を第３週あたりにしてほしいです。月末休んでしまうと、次の登園日の予定がわからなか

ったりするので。 

●年中さんになりお友達関係が広がり、楽しい時間を過ごすことができました。子育て支援についてですが、も

う少し先生方に気軽に相談できるといいです、年に２回の面談以外はこちらから様子を聞かないと子どもの様

子が分からないので、降園時間などに少しでもお話ができると良いです。 
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●牛乳パックなどの廃材の回収する期限を教えてほしいと思いました。ためていて、いざ持っていこうとしたら

回収終了になっていたりしたので。 

●子どものその時々の成長に合わせ、焦らず待ってくださるかかわりに、とても救われました。おかげでようや

く「幼稚園が楽しい！」と言ってくれました。少し前には考えられない言葉に本当に嬉しかったです。毎日「行

ってきます！」と教室に向かう後ろ姿にはたくましささえ感じられます！担任の先生以外の先生にも声を掛け

て頂き、本当に心強いです。来年は年長、やっとスタートラインに立てましたので、更なる成長を目指して親

尾で取り組んでいきます。・・・ 

未就園児など外部の方の参加がない行事（子ども劇場など）に関して、自転車での通園を認めて欲しいです。 

●途中退園の対応について。・・・親も巻き込んでのお見送り（登園最終日にクラスの部屋に親を呼んでの見送

り）はやめたらどうか。園児は、先生方やお友達に見送ってもらえたら嬉しいのでは？退園児の親へのプレゼ

ント渡しは必要か？と疑問。（毎日親同士、言葉を交わし、個々に見送りされる機会もあるように感じる。全体

で保護者の方にプレゼントまでしなくてもと思う。） 

●行事の詳細な時間を早めに教えてほしい。兄弟を優先的に入園させてほしい。 

●・・・上の子の卒園時に思ったことなのですが、卒園アルバムの最後のページを１つ、何も入れていないペー

ジを作ってもらえたら、卒園生デーでもらえる卒園式の写真を入れられていいなと思いました。 

●先生方は日々園児のことをよく見てくださり、考察してくださっているので、保護者が先生に相談するとすぐ

にその内容を理解してもらえます。自分以外に我が子のことを理解してくれている存在がいるということは、

本当にありがたいことだと感じています。・・・ 

●・・・満員電車で新宿御苑に行くのが大変でした。皆が集まりやすい場所で良いのではと思いました。 

自然災害（９月の台風）の時、自由登園にして頂きたかったです。 

●運動会係の負担が、他の係に比べて負担が大きすぎると思う。その割に立ち見になったので、係の特権も薄れ

て写真を良い位置で撮ることもできなくなった。  

●子ども劇場などの催しをこれからも続けてほしい。 

●年中の１年間も常に先生方が園児ファーストで日々取り組んで下さっていることを感じ、親子ともども毎日安

心して楽しく通園することができました。幼稚園の間に、駐輪場に自転車をとめさせてほしいです。（通院で地

下鉄で行くときなど以前は助かっていました） 

●年中になり、年少時よりも体も心も大きく成長し、本当に驚いております。担任の先生には、お友達関係でト

ラブルが起こった時に真剣に誠実に対処して頂き、親子共にこじれることなく楽しい園生活が送れたことが、

もっとも心に残ったことでした。意見として１つあげるとするならば、子ども劇場の開催時期がもう少し早い

か遅らせるかすると良いと思いますが、実際には一年通して行事も多く、難しいと思いますが…。何か対策が

あればお願いします。 

●子ども達の自制心を尊重したとても良い教育をしてくださっていると思います。全体、クラス保護者会を同日

にまとめても良いと思います。また、運動会の親子競技の練習も無くても大丈夫かと思います。 

●毎日楽しく幼稚園に通っております。保育参観での様子を見ると子どもの成長が良く分かります。 

●・・・夏休みスマイルの様に冬休みも数日スマイルをやっていただけると大変助かります。（小学校と冬休みの

開始日が一週間も違うので。） 

●・・・次は年長さんになるので、１つ１つを大切に、子どもと共に楽しみ成長していきたいと思います。 

●先生方にはきめ細やかな保育や働きかけをして頂いたのに、自らの殻を破れずに、新しいクラスで新しい友達

の輪をなかなか広げられない我が子の姿が目に付く一年でした。年長では、自分の思いも出しながらお友達と

の関わりを広げ、深めていける一年になってくれればと願っています。  
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今年度の重点目標はとても良い目標だと思いました。来年度もこの目標のまま続けて頂きたいくらいです。 

通園時の安全面での気付なのですが、正門脇の細い道を入っていくと、クランクした箇所があります。見通し

が悪いため、もし可能であれば家庭用の小さなカーブミラーで充分ですので、設置の可能性を検討頂けないで

しょうか。 

●いつも子ども目線で子どもに無理がなく、尚且つ楽しく嬉しく夢のある保育、行事をありがとうございま

す。・・・ただ、今年度思ったことは自由保育ではありますが、もう少し先生が用意された絵画活動が合ったら

…と。・・・ 

 子ども劇場はストーリーが素晴らしく、各々の手作りの製作物も大変感動致しました。何と言っても、どのお

子さんも楽しそうに自信あり気で舞台に立っているところが、どれだけ楽しく練習し、誇らしい気持ちである

のかとよく表していました。 個人的な意見で申し訳ないのですが、園歌が大好きです。他のお母様も好きな

方が多くいらっしゃいます。卒園してしまうと、園歌を歌う機会、特にお友達と歌うことは大変少なくなりま

す。行事の際、もっと園歌が聞けたらな、また子ども達にとっていつまでも大切なお歌になる様、歌える機会

が増えたらなと切に希望致します。 

●・・・年中になり、お迎えの際に担任の先生とお話を伺う機会が減り、幼稚園でどんな事をしたのかを知るこ

とがなくなったのは少しさみしいです。（連絡方法は決定事項なので感想として…） 

 保育日数に関しても大変満足しております。夏休みスマイル等、大変助かっております。・・・先生方のご負担

が少しでも減らすことができるよう、何か協力できることがあればと思います。 

 

★年少組の保護者の方より★ 

●幼稚園に入園してからの１年間で、自分でできるようになったこと（身支度等）も増え、お友達との関わりを

通しとても心が豊かになったと思っております。ありがとうございました。（複数回答あり） 

●子どもが「先生に会いたいから幼稚園に行きたい」とお休みの日によく言います。子どもが安心して楽しく過

ごせる園なのだなといつも思います。 

●今年度のように雨や寒い日が多いとなかなかプールに入れないので、１日休みの日をなしにしてほしい。プー

ルはとても楽しみにしています。 すいかわりのお手伝いで包丁の持参はしたくないです。公共交通機関での

送り迎えだと色々と心配になります。 ９月参観日と運動会練習日を一緒に日にしてほしい。 家族で学校感

染症者がいる場合、対策のひとつとして出席停止での休みにならないのか。保菌している可能性がある為。 

 年長さんも１年の終わりということで終業式に参加してはどうでしょうか？・・・ 

●入園したばかりの頃から、先生に「本人ができるようにさせたいので本人にやらせてください」（例えば靴を脱

ぬぐ、履く）と言われることがあり、「できるのかなぁ」と心配になったことがありますが、実際に手を出さな

くても一生懸命やってできたことが多々あるので、手伝わないで見守る大切さや、まだできないと思い込んで

いたことに気付くなど、私自身学ぶことが多い一年でした。 

●入園したばかりの頃は、子どもが毎朝泣いて見送るのが大変でしたが、今では大好きな先生や仲の良いお友達

ができて、幼稚園に行くのを楽しみにしています。先生方の暖かいご指導に感謝しております。（複数回答あり） 

●身支度から始まり、季節ごとの遊び、運動会や子ども劇場、大学ホールでの演劇鑑賞、ピアノコンサート等、

楽しくきめ細やかなご指導の下、体験させていただく中で、子どもの成長が感じられ・・・。お誕生日会につ

きましては、生まれた日にすべての先生方が「おめでとう」と声をかけてくださり、子どもも喜んでいたし、

親も目頭が熱くなりました。本園に入園させてもらい良かったと心から思います。 

●お弁当の負担が減ると嬉しいです。 

●年々働かれている方の増加もあるが、親同士の関わりが希薄になってきているのが残念。 
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●危機管理の対応、案内が遅いように感じます。 

 机の高さが高い。正しい姿勢での食事は食育にもつながると思います。机、椅子の高さ調整してほしいです。 

クッキング時、お母さん先生は楽しく進められますが、食事準備しているのに話しながら人数多めの状況で衛

生面が気になりました。子ども達もクッキングのときは、準備時マスク着用を検討してほしい。  

外遊び終了から昼食開始までの時間を工夫してほしい。・・・・ 

トイレは手洗いが自動にならなかったのが残念でした。十分上手に扱えない蛇口の接触を避けることも感染症

予防につながると思います。次の改修時には検討していただきたいです。 

平日の休園時、午前保育後に公園などで文京幼稚園の荷物が入った自転車の道路駐輪などが目立ちます。 

（人数が多く、駐輪場に入れない、駐輪場が空いていてそのまま移動しない。）日数軽減は変更できないとのこ

とですが、ご検討いただきたい。 

●様々なことが熟考されており、園生活に満足しています。預かり保育や課外活動も充実しており、保護者への

配慮を感じます。しいて言えば、保育日数がもう少し多いと助かります。年末は区立と比べて１週間程度早か

った気がします。 

●一人ひとりいつも温かく見守り、その子らしさを認めて伸ばそうとしてくださっていることに大変感謝してお

ります。先生方とお話させていただくと、その言葉にたくさんの気付きや学びがあります。親子共に成長させ

ていただいた一年間でした。 

●先生方は子ども達が帰った後もお仕事をされ忙しいと思います。しかしそれを感じさせないような満面の笑み

で迎えてくださり、毎朝感激しております。 

●初めての集団生活に不安でしたが、楽しく充実した園生活を親子共に過ごすことができ、感謝の思いでいっぱ

いです。特に子ども劇場では驚くほど成長した子どもの姿に感激いたしました。・・・ 

●子ども達の成長を私達親と共に喜び楽しんで下さる姿勢にとても感謝しております。また、掲示やオクレンジ

ャー等で迅速に情報を伝えて下さるので、大変助かります。親同士の関わりも大切にして下さるので助かりま

す。親睦会や保護者会等で他のお母様達とお話できる機会を設けて下さるので、親としても園生活を楽しむこ

とができました。 

●・・・本人のやりたい事を重視して頂ける点においても、『自分で決めて良い』という気持ちでやる気も増して

いる様に思います。 

●職員の皆さんは保護者の負担にならないようにいつも心配りをして下さっていると思います。・・・お友達との

かかわりの中で、また気になることがあったら相談したいと思います。 

●・・・保育室、特にスマイルルームの端々の汚れなどが少し気になります。 年長さんの正門の出入りが危な

く、ひやっとすることが多いです。正門横での自転車、下のお子さんを連れての立ち話を時折見かけますが、

とても危なく妨げになっていて困ります。 

●昼食後にみんなでごちそうさまをしないのでしょうか。食べ終わった子どもから遊び始めており衛生的にも気

になりますし、まだ食べ終えていない子が集中できなくなっていました。「○○分にごちそうさまをする」と子

どもが意識を持つことも大切なのではと思います。（複数回答あり） 連絡帳にコメントを書いて下さるのは

嬉しいですが、「お母様へ」という言葉に違和感を覚えます。昨今は特に子育てに父親や周りの大人が積極的に

参加しようという流れであり、送り迎えも母だけではないはずです。・・・・ 

●午後スマイルを利用すると降園時の連絡が聞けないので、別の方法で知らせてほしい。（行事の導入をいつし

たのかわからなかったり、翌日の特別な持ち物の知らせが聞けずに忘れたりしてしまうため。）  

●担任の先生だけでなく園全ての先生方で子どもをよく見てくれていると感じており、嬉しく思っております。

白雪姫の前だけでなく、全ての手洗い場の石鹸を液体のものにしていただけたら…と思っております。 
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●・・・・入園してから友達とのトラブル（かまれた、ふまれた）は本人の学びにつながるので無くしてほしい

わけではありませんが、自宅で本人から出来事を聞くことがあるので、困ったら我慢せずに言えることを年中

長への目標にしたいと思います。父親がボランティア（お父さん先生）で参加する行事は、父からの感想を集

め、次年度フィードバックしてもよいのかと思います。 

●楽しくのびのびと過ごさせて頂いて、先生方が一人一人をサポートして下さっていること、本当に感謝してお

ります。退園される方への贈り物や送別の方法を子ども達だけに焦点をあてた方法で統一したら良いのでは。 

●安全対策のことで・・・（中略）・・・園庭のブロック塀についてですが、地震の際にブロック塀が倒壊したニ

ュースがあり、何か対策をとられているか伺えましたら幸いです。 ・・・・ 

●おかあさん先生のアナウンスを可能であればもう少し早めていただけると、スケジュール調整ができるのであ

りがたいと思います。 

●親子共に幼稚園が大好きです。いつもあたたかな保育をありがとうございます。（複数回答あり） 

 新型肺炎はエアロゾル感染するとのことで、全員でホールに集まることを懸念しております。なるべく園庭を

使用するなどご検討いただきたく思います。 今年は水遊びの回数が少なかったので、開始時期を少し早めて

もよいのではないでしょうか。 

●今年は他学年でインフルエンザが大流行しましたが、家族（特に兄弟姉妹）が発症した時に、発症していない

園児を登園させても良いものかという話が出ました。園としての見解を示して頂けるとありがたい。  

全員に共有できなかった情報をオクレンジャーで流して頂けたらよかった。 

●様々な事がきちんとシステム化されていてわかりやすいと思います。行事の際もこまかく情報を紙で知らせて

頂けるので、当日は混乱せずに子どもの様子を楽しむ事ができました。 

●誰にでも笑顔で姿勢を正して挨拶させたいのですが、なかなか思うようにいきません。挨拶の気持ち良さをも

っと教えて、覚えていってもらえたら助かります。・・・・ 

●入園して数日間大泣きしていたのが嘘だったかのように、１学期、２学期、３学期とどんどん幼稚園が好きに

なり、お友達や先生方と本当に楽しそうに遊んでいるのをみて、先生方の関わりが子どもにとってとても良い

影響を与えているのだと実感しております。 

●毎日泥だらけで外遊びをさせていただきありがとうございます。子ども達の「今」の気持ちを大切にして下さ

り、一斉保育ではない点がとても良いです。また、子ども劇場でもぎりぎりまで「今」何の役をやりたいのか

の気持ちを大切にして下さっていると思いました。夏スマイルですが、年少児も預かって下さると助かります。 

●とても充実した１年間を過ごさせて頂きました。４～６月までの上の子との降園時間の差、お弁当の有無で大

変な思いをしました。改善策があれば今後のお母様達が楽かもしれません…。 

●こちらも目を通しておらず申し訳ないのですが、日時、服装、場所、持ち物等、学年ごとにまとめていただけ

ると分かりやすく見落とすことが減るかと思います。保護者会レジメ、スマイルと複数違ったプリントでの説

明となると、どこに何が書いてあったかを見落としてしまいがちでした。 

●年度はじめに年間スケジュールをいただき、その通りに行われるのはありがたいのですが、クッキングなどお

かあさん先生参加イベントについても前もって日程がわかるとありがたいです。 今年度は全体的にイベント

と悪天候が重なり、先生方も限られた時間での変更や準備などイレギュラーな大変さもあったことと思います

が、子ども達が何より楽しめる形で開催していただきありがとうございます。 
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【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ったことに感謝申し上げま

す。頂いた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。 

 

 ※令和元年度に行った改善点 

  ●年少・年中組トイレ改修工事実施（スマイルルームと年少 1クラスは令和 2年夏に実施予定） 

  ●誕生会の在り方（保護者の方の出し物縮小）  ●園行事の写真販売（データ購入取り入れ） 

  ●水遊び（朝、ツイッターで実施有無をお知らせ）●運動会係の出席回数軽減、年少保護者のお手伝い軽減 

 

 ※令和 2年度に向けての改正点 

① 園内の安全に関して 

危険が伴う箇所については、法人本部と相談の上、可能な限り順次対応していきます。 

② 園児の退園時お別れ会の持ち方について 

いただいた意見を参考に、集まりの仕方、贈り物等後援会役員会でも取り上げて意見を伺った上で必要に

応じて変更していきます。 

 ※課外教室（サッカー等）の要望も書かれていましたが、園の見解として現行以上に外部団体に貸し出す 

  のは難しいと考えています。悪しからずご了承ください。 

 

  今後もより良い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） 


