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銘苅こども園利用者アンケート結果報告 

 

社会福祉法人 報徳福祉会 

銘 苅 こ ど も 園 

園 長  仲宗根  悠子 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

銘苅こども園では、園児の受け入れ体制整備や教育保育の質の向上の為、保護者の皆様へアンケ

ートを実施致しました。アンケート結果は、以下の通りとなっております。ご回答いただきました

保護者の皆様、お忙しいところご協力を賜り、誠にありがとうございました。 

 

 

保護者アンケート実施日 令和 4年 2月 28日～3月 7日 

アンケート集計結果 回答数／全体数（回答%）  74／109（全体 67.8%） 

 

① 子どもは喜んで（満足して）通園している 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

59 11 4 0 0 

80% 15% 5% 0% 0% 

（満足） 

・「銘苅たのしい」と言っています。 

・たとえ朝はぐずっていても、帰りは楽しそうと言うことは、園の対応が素晴らしいと言う事と思う。 

・毎日楽しみに通っています。 

（やや満足） 

・朝が弱いため、起きるのに苦戦しています。 

（やや不満） 

・通園が続くと行きたがらない日もあります。○○くんと○○くんがけんかしててーなど話しますが 

理由はよくわからず。気分の問題なんでしょうか。。。 

・波がある。通園したい時としたくない時を伝えてくる。 

 

② 子どもに接する時の保育教諭の対応 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

53 18 2 1 0 

72% 25% 3% 1% 0% 

（満足） 

・いつも温かく子の性格などをよく見て愛情深く接してくださっていると思います。 

・朝と帰りしか見ていないが、先生に甘えているので心を許していると思う。 

（やや満足） 

・担任の先生ではないのですが、子供に無表情で接している方を見かけて、こわいなと思いました。 

・保護者の話を聞いてくれているので感謝しています。 

・担任以外にも子どもの名前を覚えて呼んでくれるので子も親も安心感があります。 

（やや不満） 

・登園、降園時しかわかりませんが、先生によっては優しく接している印象を受けない。せめて朝は 



気持ちよく迎えてほしい。 

・他のお友達への対応を見て、少し厳しすぎるのでは？と思う事が何度かありました。 

（不満） 

・全くわからないので評価できない 

  

③ 園の教育及び保育方針、教育及び保育内容 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

56 15 2 1 0 

76% 21% 3% 1% 0% 

（満足） 

・いろいろな活動を実施していただいてとても充実しています。たたずまい教育というのが私も新鮮で 

いいなと思いました。 

（やや満足） 

・公立とは違って教育及び保育内容は満足しています。 

（やや不満） 

・朝の会の始まりが早い。朝はできればもっと遊ばせてほしい。 

 

④ 銘苅小学校との連携 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

42 24 2 1 5 

57% 33% 3% 1% 7% 

（満足） 

・運動場や体育館を使用できて広々としてていい。 

・連携されていると思います。 

（やや満足） 

・若葉組なので（コロナもあり）あまりわからなかったので２にしました。 

・銘苅こども園が厳しいのは、銘苅小学校から新 1年生の指導が大変だからこども園の時から厳しく 

指導するようにと指示があったという噂がある。もし本当ならナンセンスだ。自分の子が学校で何 

かあった場合、こども園が責められるなんてあったら申し訳なくて仕方なくなる。 

・Webサイトにパスワードがあれば、“プライベート保護されていいな”とは思います。 

・正直な所、何の連携がとられているのか不明です。運動会や入学説明会かな。 

（不満） 

・就学時に連携がとられるのでしょうか？8：15～朝の会など小学校と同じようなスケジュールで過ご 

すのが連携ですか？ 

（記入無） 

・不明 

・判断いたしかねます 

・よく分かりません 

・連携ができているかわかりません 

 

⑤ 子育てに関する相談 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

44 22 6 0 2 

60% 30% 8% 0% 3% 

（満足） 

・個人面談ではたっぷり時間を取っていただき、日々の送迎時や連絡帳を通しての相談もいつも丁寧に 

対応していただきたすかりました。 



・相談しやすく感謝しております。 

（やや満足） 

・クラスの先生方とお会いできるタイミングが少ないので、少し残念でした。この 1年の成長が著しく 

感じたので、先生方がどんなサポートして下さっているのかお話の中で学ばせて頂きたかったです。 

細やかなサポートをして頂きありがとうございました。 

・特に相談する機会がありませんでした。 

（やや不満） 

・登園時に先生と話をしないので、人によっては相談しにくいと思う。担任の先生は聞いたら答えて 

下さいます。 

・相談の場をもうけて欲しいです。 

・もう少し先生と話す時間がほしい。先生との関りがない。 

・こちらからアクションを起こすと、きちんと対応してくださいました。 

・コロナ禍もありますが、先生方と話す機会もありませんし、相談があったとしても話しにくい所は 

あります。 

・迎えに行った際など、園での出来事などを話して下さる先生とそうでない先生（無言）がいらっしゃ 

るので、相談しやすい雰囲気を作ってほしいと思いました。 

（記入無） 

・不明  

・判断いたしかねます 

 

⑥ 行事の実施内容 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

33 29 8 3 1 

45% 40% 11% 4% 1% 

（満足） 

・コロナ禍の中、ありがとうございました。早く以前のように通常に行える日がきますように…★ 

・コロナ禍でもあるので、予定行事の変更等、ご対応ありがとうございました。保育参観は中止に 

なりましたが、できれば日を分けずにできたらうれしいです。（毎週休むのがキビしい為） 

・このコロナ禍の中で尽力していただきとてもうれしいです！！ 

（やや満足） 

・コロナの影響で参加できなったり中止になったのが子も残念がっていましたので２にしました。 

発表会や園内の季節の行事など実施されたものはどれも充実していたと思います。 

・感染が落ち着いた時期に保育参観を実施していただきたかったです。 

・5才児さんのイベントがコロナのためだいぶ減ってしまい残念。園の先生方は出来る時は安全面に 

配慮して行ってくれていて良かったです。 

・今年はコロナで行事が全てうまくできなかったので満足はしていないですけど… 

・十分な行事です。 

・年長になって一度も参観日がなく、園での様子が見られず残念です。 

・コロナのため、予定通りとはいかないが不満を感じることはない。出来る時には行事を安全面に配慮 

してやって下さっていると思う。 

（コロナで仕方ないと思いますが…） 

・楽器演奏や活動が、太鼓に片寄りすぎではないかな…と思います。 

（やや不満） 

・コロナ禍だったため。×2 

・コロナの為、仕方ないと思います。 

・コロナで仕方ないことなんですけどフェスティバル、運動会が中止になったことが残念です。 



・コロナで仕方ないですが、行事が少なくてさみしいです…。 

・コロナなので仕方ないのですが、ちょっと残念でした。 

（不満） 

・行事のふりかえがなかったため 

・朝の会、日中、給食などどのように過ごしているのか知りたい。コロナ禍とはいえ人数を分散等 

して保育参観してほしかった。 

・現状難しいと思いますが、園での子どもの様子が全く見られなかったことが残念でした。保育参加 

やってほしいなと思います。 

（無記入） 

・コロナ禍で、満足も不満足も申せません。ただ、出来る範囲で対応して下さった園側には感謝して 

おります。 

 

⑦ 保護者が意見等を言いやすい環境づくり

や、保護者からの意見等への対応 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

45 20 4 1 4 

62% 27% 5% 1% 5% 

（満足） 

・園長先生、主幹の先生、担任の先生だけでなく、どの先生もいつもよく話を聞いていただいています。 

・意見等がとても言いやすい環境ですが対応はとても満足はしておりません。 

・シール帳に連絡事項を記入すると、きちんとその日に目を通して対応している姿がうかがえます。 

（やや満足） 

・ホームページの保育日記の更新をお願いしたら迅速に対応して頂きました。発表会後のアンケートは

よかったと思います。 

・時勢もあり、先生とのコミュニケーションを図る機会が少なかったように感じました。1号は降園 

時間が重なるので難しいところもあるかと思いますが、時々でも良いので子供の園での様子など 

ひと言添えていただけると先生ともお話しやすいなと思います。 

・親の行為に甘えすぎるのは良くないです、「お母さん、お父さん、大丈夫ですか？」と声をかけてあげ 

て下さい 

（やや不満） 

・コロナ禍ではありますが、もう 1回（3回/年）くらい成長の様子をお聞きしたいです。 

・先生方は話しかけづらい雰囲気があります。 

（記入無） 

・不明 

 

⑧ 給食・おやつのメニュー 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

56 11 4 1 2 

76% 15% 5% 1% 3% 

（満足） 

・おいしいと話しています。先生方も苦手な野菜が食べられるように励ましてくださってます。 

・毎日“とてもおいしかった”と言っています。郷土料理やフルーツも取り入れられていて感謝です。 

・子どもが美味しいと言っている。 

・手作りの給食やおやつに感謝しています。デザートのグレープフルーツの登場頻度が高くて、苦手な 

子は大変です。 

・いろいろな食材が出ているのがよいと思う。あとデザートも毎回あってよい。 

・家では食べないメニューやお野菜など美味しかったと言ってます。 



（やや不満） 

・第 1号だと誕生日ケーキなどおやつが食べられない。おやつが食べたいから預かりしてほしいと 

子供に言われて少し困った。×２ 

・おかわりができない事が多いとよく言っています。 

・展示の仕方なのか、食事の量が少ないように感じます。 

（不満） 

・給食：炭水化物が多く感じました。バランスが取れてない。 

・おやつ：手作りおやつが少なく感じました。 

 

⑨ 手洗い場やトイレなどの衛生管理 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

40 15 3 1 15 

54% 21% 4% 1% 21% 

（満足） 

・中に入って見たことがないのですが園全体が清潔感があります。 

・もし汚いなら子どもが言うと思う。 

（やや満足） 

・トイレットペーパーが下に落ちている時がありそれが少し汚くて嫌だとの事です。 

・衛生管理がしっかりされていると評価します。 

（やや不満） 

・トイレはもう少し温もりのある雰囲気（木でつくる）であると良いと思います。 

・見た事がないので分かりませんが、子どもはスリッパがぬれているから自分の靴下がぬれて気持ち悪

くて嫌だと言った事があります。  

（不満） 

・理由はよく分からないが、子供が一階のトイレを使いたがらない。年長になったらどうなるか心配 

です。 

・見たことがありません。 

（記入無） 

・不明、わかりません×5 

・見れていないので判断できません 

・園内の様子が分からないのですが、本人はとても安心して利用している様です。いつもきれいにして 

頂きありがとうございます。 

・クラスに入ったことがないのでわからない 

 

⑩ ケガや病気（教育及び保育中の発熱やケガの

処置、保護者への連絡）等への対応 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

56 13 1 0 4 

76% 18% 1% 0% 5% 

（満足） 

・帰りに話してくれたり、後で TEL下さったり気になったことはお話して下さっていると思う不満 

はない。×２ 

・何かあった時はおむかえ時に必ず伝えてくださってます。遅く登園した時は先生が「何か体調とか 

変わったことないですか」と声かけしていただきました。 

・少しの事でも報告していただけるので評価していますが、子供に目が届いていないのではないかと 

思う時があります。 

（やや満足） 



・大きなケガをした事がないので分かりませんが、友達とぶつかった時に冷えピタを貼って処置して 

いただいてありがたかったです。 

・小さなケガ等も報告があったのでありがたかった。 

（無記入） 

・わかりません 

  

 

⑪ 園だよりやクラスだよりの内容について 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

60 11 1 0 2 

81% 15% 1% 0% 3% 

（満足） 

・次月の予定をだいぶ早くに知らせてくださるので助かっています。 

・園だよりは来月の予定も載っているので仕事との調整がしやすかった。 

（やや満足） 

・充実しています。 

・紙での配布ではなくて、ホームページやメールで良いと思います。 

 

（園に通い始めてからのエピソード） 

☆良かった・嬉しかった出来事 

・言葉が増えた。おむつも家では練習してくれないが園だとがんばっているようだった。 

・家でも毎日先生から習ったことやこんなおもしろいことがあったよと話してくれるようになりま

した。 

・お友達ができました。特によく遊ぶ子の話をしてくれます。 

・お友達が増え、周りからの影響もあってこれまで以上に沢山の物や事に興味をもった。 

・絵本をかりれたり、お兄さん気分のようです。 

・学校での出来事を多く話す事が増えました。 

・はじめは園になじめない様子をみていましたが、今は「好きな先生は誰？」ときくと、全員の先生

方の名前を挙げる程楽しんでいる様子です。 

・帰宅してからも、母を“せんせー”と呼ぶ声に、先生との時間や関りが、娘の中で当たり前の日常

となり、信頼と安心を寄せているのだと感じて笑ってしまいます。1日中“せんせー”と連呼して

いるのでしょうね…。娘の希望に応えて、かわいく髪の毛を結んでいただいたり、折り紙やお絵か

きの持ち帰り等、帰ってからの会話が広がります。先生に“しっぱいしてもいいんだよ。”って言

っていただいた言葉は本人に勇気を与えてくれている様です。 

・ていねいな言葉使いをする。色々な事をおぼえてくる。 

・楽しそうに通園しているので安心しています。 

・ご飯時のマナーやお片付け等、家ではなかなか言う事を聞かなかったが、集団生活を通して、家で

もできる様になった事。 

・行事に向けて練習している様子は若葉組だった頃にくらべてとても成長を感じ、嬉しく思います。 

・ブロック作りが好きになり、家でもとても上手に作ります。 

・ものすごく成長が見られます。自立した子になっていると感じます。先生方が根気強く、何かを成

し遂げる力をつけてくれてると感じ、有難く思います。 

・園でのお友達との話、先生にほめてもらえた話など、毎日たくさんしてくれます。給食がおいしく

ておかわりしたよ！なんで話もよくしてくれます。 

・毎日とても楽しそうに通っているので親としても嬉しいかぎりです。 



・こども園に入るまでは、食べ物の好き嫌いが多く、悩んでいましたが、入園をきっかけに「野菜を

食べたらもっと大きくなれる？」「食べられるようになりたい」と言い自ら「野菜を食べたらホー

コクするね」と頑張ってチャレンジするようになりました。 

・大好きなお友達がたくさんできたこと。行き渋る日があっても、友達に会いたい気持ちが登園のモ

チベーションになっている。 

・クラスのお当番で先生やお友達の役に立つ喜びを感じているようで、家でもすすんでお手伝いをし

てくれるようになった。 

・「あ～たのしかった！！」と言って帰ってくること。園でどんなことをしたか、どんな話をしたか、

どう感じたか、色々な話をしてくれること。 

・苦手だったお野菜が食べられるようになりました。家とは大きさが違うようで、「小さいと食べら

れるよ！」と教えてくれました。 

・お友達ができたこと。 

・大好きなお友達も増え、お手紙を書きたいからと字の練習をする様になりました！ 

・給食のおかげで、食べられる物も増えました。フルーツにも挑戦するようになってくれて嬉しいで

す。 

・初めは毎日泣いていて、他園からの転園だったのでお友達とはなれてしまい心配していましたが、

あっという間に仲良しの子もでき、毎日こども園楽しいとお話してくれるのでとてもうれしく思

います。 

・先生がよく一緒に手作り（折り紙等）をしてくれます。子どもも喜んでいた。 

・お友達もできて、毎日楽しく登園しています。 

・おもらししてしまう時期があったのですが、根気強く対応していただいたおかげで失敗がなくなり

ました。 

・コロナ禍で行事を行うのも大変だったと思いますが、発表会でがんばっている姿が見られて嬉しか

ったです。 

・子供にきくとこども園へ行くこと自体が楽しいと話してくれた。先生方の子供達への接し方なども

安心できる。 

・朝なかなか早く動いてくれないが、牛乳係さんに間に合うようにいこうよ！とか声かけて行けるよ

う後押しできる、子供が楽しめることを担当させてくれて早く行こうと少しでも思ってくれてた

すかる。 

・お友達に会えるだけで毎日嬉しそうにしてますが、体を動かす事、サッカー、ドッチボール、おに

ごっこをみんなでする事が 1番楽しいと話してました。 

・若葉組さんからお世話になっていますが、毎日登園をたのしみにさせてくれる学校に感謝していま

す！！ 

・お友達同士での優しい声掛けが多い様で、失敗した時はドンマイと言ってくれたよ、泣いてしまっ

た時はだいじょうぶ？と何人も心配してくれたよ。と聞いた時は私も心が温まりました。 

・子どもが急に出て行った時は先生方が探してくれた時は本当に助かりました。とても感謝しており

ます。 

・困ったこと等の相談やグチを聞いていただき不満を解消する事ができました。プライバシーも守っ

ていただき安心して通園できた事、とても通いやすく自由にできた事がとても評価したいです。 

・1年間、在園が少なかったですがとても行きたくないもなく普通に通園でき近くで大変だったと気

を思い出すと楽になりました。 

・はずかしがりやで内向的な性格だったが、今では人前に出ることもだいぶ慣れいろんな事に対する

チャレンジしようとする姿がよく見られるようになりました。 

・登園時グズる子供のお世話をどの先生もなだめてくれたりしてとても良くしていただきました。あ

りがとうございました。 



・同世代の子と接して楽しく遊んだり、時には叱られたと落ち込んだり小学校に上がるまでに経験す

る事が出来て良かったです。 

・ニガテ意識のあることにも挑戦できるようになった。 

・今日○○先生がこんな事してておもしろかったんだよー！！や、○○先生とこういう事して楽しか

ったとの話を聞いて、お友達だけでなく先生方とも楽しく遊んだお話を聞けた時はいつも遅くま

で延長保育してる私としては、とても嬉しく安心しておりました。 

・女の子のお友達が増えたこと。 

・園での出来事を毎日話してくれました。 

・入園してすぐに園歌を覚えたようで、おうちで大きい声で歌ったり、歌詞を書いたりして教えてく 

れました。登園を嫌がることが 1日もなく、毎日楽しそうでした。 

・給食が美味しくて色々な食材を食べられるようになったのもとても良かったです。 

・毎日のカリキュラムをこれをやったー、あれをやったーなど話をしてくれるようになった事。 

・3才児クラスでは問題児なところもありましたが、少しずつ成長しているようでお友達ともうまく 

付き合えるようになってきていることが親としては嬉しいです。 

・常に体を動かす事を毎日させてもらいとても「楽しかった～」とニコニコで帰ってくるので、うれ 

しいです。 

・野菜に興味を持ち、家でもネギ、ニラを育てる意識が出ている事。 

・お友達、先生がやさしく、すぐに慣れることができました。 

・毎日喜んで登園してくれるので安心して預けることができ楽しんでいる様子もすごく伝わり銘苅 

こども園に通うことができて良かったです。ありがとうございます。 

・3年間、こちらの園で本当に良かったです。 

・やさしくてしっかりした先生ばかりで安心して預けることが出来ました。子供もおかげで楽しく 

元気に過ごしてすくすく成長しています。本当にありがとうございました。 

・気の合う友達が沢山出来て、毎日楽しそうに通っている姿を見ると、年長で転入して良かったと思

います。小学校への入学もスムーズに出来そうです。 

・広い園舎と出入りしやすい園庭でのびのび遊んでいて体を動かすのが好きになり、体力もつきまし

た。 

・出来ない事（フラフープ、和太鼓等）が練習して出来るようになった時は、とても嬉しそうにお話

してくれます。 

・毎日おたよりを見ながら明日の活動をチェックしていたり、1人でたいこの練習をひざうちでやっ

たりと、一生懸命毎日過ごしているのだなと温かい気もちになります。 

・沢山お友達が出来て、毎日が本当に楽しい様です。先生方のことも大好きで「怒ると怖いよ～」「優

しく色んな事を教えてくれるよ！」等、全部ひっくるめて大好きな様子です。“怒る意味”と“先

生方のフォロー”がしっかりしているのだと思います。 

・園で取り組んでいることを自宅でも練習してうまくなろうと努力する姿は良かったです。 

・こども園に通い始めてから、たくさんお友だちもできて、「今日は○○をした。楽しかった」と 

いつも話してくれます。また折り紙などで作ったものを持ち帰ってきて「これは○○先生に教えて

もらったんだ」と言って大切にしています。 

・和太鼓やスポーツタイム、空手等のいろいろな活動を通して、毎日登園を楽しみにする様子がみら

れます。 

・空手、和太鼓、英語など様々な体験が出来る。発表の場も設けてくれる。 

・空手に興味を持ち、習い事を始めました。 

・和太鼓が大好きで家でよく練習してます。 

・5歳児クラスから入園しましたが、和太鼓がとても楽しい様で、家でもずっと口ずさみながら過ご

しています。本人の興味分野を広げることができとても嬉しかったです。 



・太鼓などのお稽古を通して、一生懸命やる事、集中する事が出来る様になり、本人の自信となって 

いる事は、小学校へ進級する事に対しての自信にも繋がると思っています。 

・空手や和太鼓、英語などいろいろなことを学ばせてもらい日に日に成長しているなと感じ、とても

嬉しく感謝しております。 

・発表会で思っていたよりずっと上手に歌ったりふりつけをしたり家でも何度もやってくれて楽し 

かった。 

・発表会で前に出る機会を与えていただいて、練習・本番をよくがんばったことが成長・自信につな

がったようです。（本番が終わったあと、「あしたからはふつうのめかるだぁ～よかったぁ～」と言

っていました(笑) 

・発表会や和太鼓で沖縄の音楽に触れることができ、楽しめたこと。 

・行事について園で学んだことを家でも教えてくれました。 

・コロナで制限がある中で、色々と行事をしてくれている。 

・発表会はとてもすばらしく感動しました。ご指導ありがとうございました。 

・先生方手作りのお祭りがとても楽しかったようです。毛糸のやきそばを家でお買い物ごっこで何回

も使っていました。 

・給食のメニューが充実しており、色々な食材を食べる経験が出来たり、おやつを楽しみに学校へ 

行く姿も見られた。 

・帰宅の時、1日の様子をしっかり教えてくれる職員がいる。聞くことが出来た時は安心する。 

・出来るようになったことを連絡帳＆口頭で知らせてくれた。 

・発表会の衣装作り等、先生達の日々の頑張り以上のことに感謝しています。 

・小学校と同じ敷地なので放課後異年齢と遊べてよかったです。 

・こんなことがあってみんな笑っていたよーと笑顔あふれるクラスの様子を伝えてくれて嬉しかっ 

たです。 

・友達がたくさんできました。近い友達もできました。このつながりはとても嬉しいです。 

・コロナの時、登園した際に、皆さん嫌がらずに対応してくれて、とても感謝しています。 

・子どもは銘苅こども園が大好きです。先生の話や友達と一緒に何をしたとか、たくさんお話して 

くれます。 

 

 

（園に通い始めてからのエピソード） 

☆残念だった出来事 

・今年度はコロナによる休園、夏休みなどあまりまとまって通園できなくてお友達作りが大変そう 

だった。まだ来年以降もあるので沢山遊んでお友達を作ってほしい。 

・登園自粛期間に登園できず、お友達と会えなくて残念そうでした！早くコロナに振り回されなくな 

りますように～。 

・初めての園への通いの年からコロナがあり、行事が中止など残念でした。 

・行事が通常通り行える日が来るといいですね。 

・コロナで園での様子やお友達との関わり方が把握しづらいことが残念です。 

・1号認定児は登園自粛になる事が多く、こども園と距離ができているような気がしていました。 

朝のあいさつや活動の時間、帰りの会など時間限定でもいいのでネットで中継のようにしてもら 

えるだけでも子どもは喜ぶと思います。登園再開してからの行き渋りがやはり子供達の心にも 

負担になっているんだと感じられます。 

・コロナ自粛で例年の半分しか登園できなかったことや行事が中止になったこと。 

・コロナ禍になり、楽しみの行事や登園のお友達も少なく、それが残念です。そんな中、たくさん 



工夫されて、苦労も多かったと思います。先生方、本当にありがとうございます！！ 

・コロナで休園、自粛や夏休みに入ってしまい、長期休みが多くお友達作りや園外保育など行けな

い。 

・お休みすると大変な面があったと思う。特に友達作りが大変でなかなか仲良い子ができないなぁと

話していた。でも楽しくあそべてはいました。 

・イベントが中止になった事が残念だったそうです。 

・コロナで行事が減ったり登園できなくて残念そうでした！卒園式は無事できますように…。 

・ずっと自宅保育だったので、コロナで色々な行事が無くなってしまった事がすごく残念でした。 

・コロナ感染でイベントが中止になってしまったこと…。残念。仕方ないですよねー。 

・コロナの影響で行事が出来ない事があったのは残念。 

・園に対してではなく、コロナの対応への国からの指示や仕組みが残念…。 

・コロナで自粛や休園が多く、なかなか登園出来ず残念でした。 

・イベントも続々と中止になり、親と子のイベントの思い出はあまりありませんが、子どもは毎日変

わらない園生活の中でも、楽しみを見付けて過ごせたと思います。 

・コロナで中止になってしまった行事が多かった事です。ですが、出来る限り色々としていただきあ

りがとうございました。 

・発表会がないよーといったら「その日ママの誕生日だったのに～」と残念がってくれました。大き

な舞台でみれなくてもとてもうれしかったです。 

・今年はコロナのために家庭保育の期間が長く、1年の半分くらいしか登園できなかったような印象

です。通常どおり登園できていれば、お友だちや先生との交流や、保育内容から、もっと成長でき

ただろうと…と残念でした。 

・コロナで保育参観がなかったこと。 

・現状仕方ないと思いますが、行事が次々と中止になってしまい子どもの成長を見る機会が少なかっ 

た事が残念でした。 

・お絵かきをあまりしなくなった。 

・「先生の叱り方が怖い」「叱られないかいつもビクビクしているの…」と委縮している時期があった 

こと。 

・子どもから聞いた話で大げさに言っているかもしれませんが、、、「○○先生は一度も私の事をほめ 

た事がない。私には笑ってくれない。」と悲しそうに言っていました。教育やしつけでは厳しさも 

大事ですが、まだ小さいので、ほめて伸ばす、という指導もお願いしたいです。 

・参観日がなかったので、日頃どのような園生活を送っているのかわかりませんでした。1日数名と 

かだけでも出来たら良かったと思います。あるいは写真や動画などで保護者しか見られない SNS 

などで公開してもらえたら…と思いました。いつもどんなおもちゃで遊んでいるのかなーと気に 

なっていました。（自分から話してくれないので…） 

・気温が低い日に半袖で戸外に出ている子の多さにおどろいた。職員は上着を着ているのに子どもた 

ちは半袖ですごしていた。このご時世、体調管理にはとても気をつかっているので気温が低い日に 

は上着を着せる or声かけをすることをしてほしかった。 

・全くありません。感謝しかないです。 

・特にありません。（何もありません。）×5 

・進級初日、家庭調査表に着替えの際に配慮して頂くようお願いしていましたが、その点、担任の 

先生に伝わっていないようだった。初日の降園時にお話しし、再度お願いしました。 

・初めての登園の日、先生から何の様子も伝えられれず息子が帰ってきたこと。慌てて先生に伺いま 

した。預ける方はとても不安です。日中の様子を伝えてほしいです。 

・男子ですが、下着を園から借りたとき女の子用しかなかったのに喜んではいていたようでした…。 

・モラルのないマナーも理解していない保護者に対していまだに解決できない事が非常に残念です。 



園周辺の交通安全が守られていなく、なぜ先生方が交通安全に関して行動しないのか、何度注意し 

ても改善されないのかが残念です。 

・残念という事ではないですが、一部の先生の事をものすごく怖がっておりそんな風に感じないケド 

なー？？と思いながら話題が出た時は、おもしろがって聞いてました。 

・交通ルールとかきまりとか、守らない方が悪いんですが、きびしい意見をいう保護者の方がいると 

だんだんきびしくなっていくのがちょっと残念でした。 

・お迎えの時間、他の園児や親がいる前で大きな声で、個人情報にあたることを言われた。他に言葉 

があったはず。 

・子どもが行きたがらずに園からどんどん離れていった時、先生によって対応が違っていた。園とし 

ての対応を教えてもらえれば、こちらもその対応をします。 

・園長先生はもっと子どもと関りをもち、第 3者的な立場ではなく、当事者意識を持て対応して 

ほしい。 

 

 

 

（園に通い始めてからのエピソード） 

☆その他・意見・要望など 

・園のHPに各連絡事項をのせているので情報を得やすいです。行事の写真を祖父母にも見てもら 

いやすいので、先生方の負担も大変だと思いますが、今後も楽しみにしています。 

・コロナの影響で行事が中止になってしまったのは残念でしたが、実行しようとしてくれたことに 

感謝です。色々なことを経験して心も身体もますます大きくなってほしいと思います。日々の成長 

を促す関わり、ありがとうございます！ 

・コロナ禍でいろいろな行事が中止になるのはいたしかたない事だと思いますが、次年度も同じよう 

な状況が続くと、宙祭組の子供達はほとんど行事がないままこども園生活をおえてしまうことに 

なるのが心配です。Zoomやミートなどを使って、こども達だけでも行事を行い、親は観覧できる 

ようにしたり、いろいろ工夫をして行った方が良いと思います。小学校との連携というのもかんが 

えて、連絡事項など、「まちコミメール」などを活用しても良いと思います！保護者会などを通し 

て、意見を求めたらいいと思います！ 

・コロナで登園自粛での対応について、自宅保育のフォローをしてほしい。オンラインで園とつない 

だりして、交流をもつことをしてもよかったと思います。 

・緊急連絡のあり方、コロナ関連のご連絡はＨＰではない方が良いと思います。是非、携帯メールで 

のお知らせ、状況を早めにメール配信するなどして頂きたいです。ＨＰは不特定多数の方も閲覧で 

きてしまいます。コロナ関連以外でも不審者情報や台風時など、Ｅメール、ケータイ（キャリア） 

メールでの連絡体制構築をお願いします。 

・行事の写真を購入できたらいいなと思う。（コロナで参観等できないので） 

・本の貸出は 1年間、周年お願いしたいです。4月～翌 3月まで。1回 3冊まで。 

・保育や行事の様子が分からない。ホームページの保育日記をチェックしたりしてるが、アップされ 

るのも遅いので子供からの話でしか伝わらない。 

・日々の預かり保育や長期保育でも快くご対応くださりとても助かっています。 

・玄関のクラス毎のメッセージボードや行事・不審者のお知らせも助かっています。もし可能なら 

今後メールやアプリなどで諸連絡がもらえるシステムがあるといいなと思います。 

・お弁当が園外だけだと助かるな～…と思います。 

・活動中や活動前に猫背予防のストレッチなど取り入れてもらえるとうれしいです！！ 

・まだ手のかかる年齢ですが学校生活が楽しめるよう先生方のご協力よろしくお願いします。 



・安全面、体調面に配慮しながら、毎日預かってくださってありがとうございます。 

・いつも丁寧なご指導ありがとうございます。 

・いつもありがとうございます。 

・息子は家でよく話す方ですが、それでも園でのことをうまく話せないことや話の内容が正確でない 

こともあります。園での様子をもっと伝えて頂いたり、コロナ禍ではありますが、できれば保育参 

観を検討して頂きたいです。 

・幼稚園に通わせるのは３つめですが、制作、お絵かき、造形等があまりに少ない気がします。「筆 

圧もしっかりしていないのにいきなりワーク？」と思ってしまいました。個人的な感想ですが。 

子どもの話を聞くに、いつもプラレールをしているようなので、おもちゃだけでなく他の遊びも取 

り入れてほしいです。 

・お弁当は月 1回ですと嬉しいです。 

・給食費等の口座引落、色々理由はあると思いますが是非、ご検討いただきたいです。 

・コロナのご対応で大変な時期が続いており、先生方も毎日お忙しいかと思います。季節の行事が少 

しでも多くできるようにお祈りしています。 

・クラス名の漢字があて字でとてもわかりづらいです。 

・夕方、園の遊具で小学生がよく遊んでいました。安全面や園児が遊べないことが気になります。 

・コロナ禍で行事等も中止が続き、園内の様子もよくわからず、先生方とのコミュニケーションも 

不足していると感じます。このような状況のため、不満の多い意見となり申し訳ありません。 

・うちは 1号認定なので、コロナによる重点措置などで登園できない日がとても多かったです。 

それはもちろん園の責任ではなく仕方のないことです。しかし、家庭では経験できないことが園に 

はたくさんあると思います。冬休みや春休みに、1号認定の子も休園分のふり替えという形で出席 

できるといいなと思いました。 

・お友達とのコミュニケーションでとても楽しく過ごしているようです。入園以来、成長を感じる 

ことがたくさんあり、先生方ありがとうございます！5歳児は（男子は特に）カッコつけて乱暴な 

言葉も出てくると思うので、チクチク言葉とおもいやりを、お兄ちゃんクラスになったらよろしく 

お願いします。 

・もっと挨拶を教えて欲しい。 

・他人のお子さんたちの命を預かって、守りながら指導もして下さって、こども園や先生方はもっと 

高く評価をされて然るべきと思っています。 

・コップを巾ちゃく袋でもたせていますが（ハブラシも）よくホコリが入っているので、お布団の 

ように週末持ち帰りになれば助かります！！ 

・毎日元気いっぱい楽しんでいます。本当にありがとうございます！ 

・お友達に嫌なことを言われたりするから学校に行きたくない、大事にしていたスニーカーを汚され 

たりと、いやがらせに関してはしっかりと対応していただきたかったです。お友達に嫌なことはし 

てはいけないと意地悪はしてはいけないと教えているのにどうしてこのような事になるのか考え 

て頂きたいです。クラスが仲良く楽しくできるようにしてほしいです。 

・コロナ禍で感染対策等大変中、本当にありがとうございました！！一時期はクラスターも発生し、 

よりシビアな環境の中、先生方、学校側がとても大変だったかと思います。今後も今のような活気 

のある園を保っていって下さい！！！ 

・一年間、お世話になりました。本人も嫌がることなく楽しく登園して満足だと思います。イベント 

が中止になり子供達の楽しみ事が減ってしまい残念でしたが、園での生活では充実してたと思い 

ます。 

・マスク生活の中、先生方が子供の顔と名前、私が誰の親か覚えてくれてて、先生達すごいなーと 

感心してました。ありがとうございました！！ 

・いろいろと大変な中、イベントの実施に尽くして頂いて感謝しかありません。たくさん思い出が 



できたと思います。ありがとうございました！ 

・卒園まで後少しですが、楽しく過ごせるようよろしくお願いします。 

・いつもありがとうございます！！！×2 

・園長先生がいつも笑顔であいさつしてくれ毎日気持ち良く登園することができました！ありがと 

うございました！ 

・まん防中でも、柔軟に対応していただいて大変助かりました。 

・毎日おむかえの時、遊びつくした満足でご機嫌な子どもの顔を見ると、楽しい園生活が容易に想像 

出来ます！！先生方、本当にありがとうございます。 

・あと残り少ない園生活ですが、コロナに負けず、元気に過ごしたいと思います。 

・5歳児クラスの 1年間だけ通うことに初めは不安や心配がありましたが、先生方のあたたかい対応 

のおかげで本人も安心して笑顔の中で過ごすことができたようです。ありがとうございまし 

た！！ 

・昨年に引き続き、厳しい現状の中で、しっかりとしたご判断の上での運営に感謝しております。 

この様なご時世の中で難しいかとは思いますが、自尊心の育みと自発的に行動、発言をする、一人 

一人を尊重し合う、など、人間の根本的な部分への取り組みが大切な時期だと思っております。 

マスクをすることで、そこの部分が欠落してしまうという事態も起きているようです。全てはバラ 

ンスだと思いますが、次年度以降もWithコロナを考えた時に、教育として、どのように取り組ん 

でいくかは、より保護者と園とで考えていく課題かと思います。 

・銘苅こども園に入園して、とても良かったと思っています。だた、もっと良くなる部分はまだまだ 

あるはず。人間相手の仕事なので「てきとうに対応する」は親、子供に対して不安を与えます。 

何卒ご理解ください。 

 

 

 いつも保護者の皆様にはたくさんのご協力をいただき大変感謝しております。保護者の皆様より、

お寄せいただきました貴重なご意見、ご要望を真摯に受け止め、職員で検討し今後の園運営に生か

せるよう善処してまいります。今後とも、銘苅こども園への変わらぬご支援をお願い致します。 

 


