
                   学校評価委員会 資料 ３－② 幼稚園  

令和３年度末アンケート集計結果 

 

 【全園児の５割にあたる１２９通のアンケートを回収】 

 

１、みくにひじり幼稚園の教育についてどのようにお感じになりましたか？ 

  ・とてもよかった    ・よかった    ・どちらとも言えない   ・よくなかった 

    48.9%        40.3%        8.5%           2.3% 

【主なご意見】 

・季節の行事(遠足や運動会など)知らない、覚えていない子も多いのでこういう行事があるん

だよとか、教えることはしてほしいなと思いました。 

・運動会をはじめ、その他の行事について子ども達の意見をたくさん聞いてそれをベースに物

事が作り上げられたことにとても感心しました。子ども達が生き生きしていました。 

・子ども達がのびのびしていてとても良かったです。 

・個々のペースや気持ちを尊重して過ごせていると思う。自由にのびのびが方針とは思うが、

もう少し先生の導きがあってもいいのではとも思う。 

・担任以外のすべての先生が園児を把握していて一人ひとりすごく丁寧な対応にとても感心し

ています。 

・子ども達が、自分のやりたい事好きな事を自ら選択して取り組めるのは良いが、季節の製作

は全員やってほしいなと思います。発表会も来年はしていただきたいです。一度は舞台に立

ったところを見たいです。 

・子どもの声をたくさん聞いていただきいろんな体験(経験)をさせてもらいました。それによ

って発想力がとても豊かになったと思います。 

・朝のうきうきタイムは子ども達の好きな事をさせてもらえるので、子どもの成長が日々感じ

られてみくにひじりの教育が受けられて良かったと思います。 

・コロナ禍で感染対策が少し甘かったように感じました。いちにち先生の時、他のクラスでマ

スクなしで咳き込む様子を見受けました。コロナまん延時はマスクをなるべくする等の対策

をしてほしかった。 

・自由にやりたいことをさせてもらえて好きなことはより好きに、苦手なことも頑張れるよう

になったと思う。 

・遊びを通して色々な体験ができて良かったですが、コロナ禍とはいえ宣言など何も出ていな

い時期は本来の行事をして欲しかったです。遠足も他は電車に乗ったりしたりしたので。 

・子ども同士のケンカが発生した場合、親への責任転嫁が否めない。のびのび園という事はわ

かって入園させたが、規律やマナーを教えてほしい。 

・子どもが興味を持ったことはとことんさせてあげる失敗したりケガしたりするからと家では

やらせてあげる事もあるのでこのまま続けてもらえたらと思います。 



・子どもの主体性を大切にしているのはわかりました。学校へ行くと団体で同じことをやる生

活になるので主体性だけでなく以前のようにおゆうぎや演奏もやってほしかったです。コロ

ナ関係なく生活発表会がなくなったと聞き、親の楽しみがないなと思いました。 

・うきうきタイムのような時間が多く、けじめを持って過ごす機会が少ないような気がします。 

・のびのび遊び子どもの興味をうまく引き出してもらえた。運動会・生活発表会など団体・ 

個人でも目標に向かって成し遂げる行事は行ってほしい。 

・先生達がとても親身で親子で幼稚園が大好きでそこはとてもよく素晴らしいと思いました。

主体性を大切にもわかるんですが、(理解して入りましたが)主体性とけじめなどについても

う少し考えて欲しいです。生活発表会をなくしたりは、園でしかできないことなのにそうい

う機会や経験を奪わないで欲しい。 

・規則とは違っても子どもに合わせて柔軟に対応してくださって大変ありがたかったです。 

・子どもの自主性を尊重しルールにこだわらず自由に活動させてくださいました。集団生活の

中で困難な時は、先生も手助けはもちろん他の園児が手伝ってくれるよう導いてくださいま

した。おかげさまで１年間楽しく通園できました。 

・子どもの自主性を大切にするという園の方針についてとても共感しております。毎日楽しそ

うに登園して満足げに帰ってくる子どもの様子を見ていて先生方には感謝の気持ちでいっぱ

いです。いつも本当にありがとうございます。 

・とてもいい刺激をうけているようです。入園してそろそろ１年クラスの子の名前を覚えれた

ことに感激しました。 

・子どもの気持ちを尊重してくれ自由にのびのび好きなことに取り組めるよう先生方があたた

かく子どもにより沿っていてくれるところがすごく良いと思いました。 

・子どもの主体性を大事にする、子どもを信頼すること、引き続き継続していってほしい。 

・安心して預けることができまた親としてもいろいろ学ばせていただきました。 

・じっと椅子に座ることや皆で何かを取り組む、数字、ひらがな、など教えて欲しい。 

・みくにひじりが子どもの気持ちを尊重し自由を基本とした保育に取り組んでいただいている

ことにとても感謝しています。年中さんはそれでいいと思います。ですが、年長さんでは、就

学に向けての取り組みを園で行っていただきたいです。入学してからひじりの子達は他の卒

園児に比べ苦労しています。自由なのはいいですが、ひじりさんはじっとしていられない、

落ち着きがないと小学校の先生はおっしゃいます。入学後の子ども達の様子を園の方からも

小学校へ聞いていただけないでしょうか。子ども達のために年長さんでは自由すぎてもいけ

ないという事がわかっていただけると思います。 

・担任以外の先生がよく見てくれていて子どものわずかな変化に気づいて声をかけてくれたの

が嬉しかった。大勢いるのに気にかけて声をかけてくれ子どもの気持ちも軽くなったようで

安心した。 

・体を動かして元気いっぱいで、他のクラスの子も仲良くなれて良かったです。 

・家ではなかなかできない遊びを自由にやらせてもらえてよかったです。 



・毎日楽しく園へ行く様子、行き渋った日も帰りは楽しかったと言ってくれること、先生方毎

日本当に感謝でいっぱいです。できることも日に日に増え、お友達との関わりでまた１年大

きく成長した姿を見ることができ、嬉しいです。 

・特に担任の先生、副担任の先生に恵まれたおかげだと思っています。 

・園児の自主性を優先しているのがいいなと思います。これをしたい、あれをしたいと自分自

身で行動しているのがすごいと感じました。 

・子ども達が中心のほいくなので子どもがいきいきしているのを感じます。 

・子ども達がのびのびと周りの先生方も一緒に楽しんでおられる様子を見てとても嬉しく思い

ました。娘は消極的な所もありましたが、先生方が一人ひとりに目を配ってくださるおかげ

で自信を引き出していただけたと感じています。 

・家でやらせてあげたいけどできないことも幼稚園で思いきりチャレンジさせてもらいとても

楽しく登園できています。 

・自由にのびのびと過ごさせてもらって家以外での娘の様子も教えてくださるので親もおもし

ろいです。 

・子どもの自主性を促すのに大人が介入せずに見守ってくれているのが子どもの成長に繋がっ

ていると思います。良いことに限らず悪いことも含め自身で経験し考える力を身につけれる

のはありがたいことだと思います。 

・コロナであまり登園できない日もありましたがその中でもたくさんの子ども達にいろいろな

経験をさせてくれました。 

・毎日幼稚園に行きたいというくらい楽しんでいき先生方やお友達と関わることで少しずつ我

慢することや譲る事が出来るようになったと感じました。 

・子どものやりたいの気持ちを１番に考えた保育の中で、ルールや良い事悪い事を学び、達成

感や協調性を自然と身につけることができて本当にのびのびと園生活を送ることが出来てい

たと感じております。 

・コロナ禍でもできるだけ行事等行えるようにしてくださったり、中止になっても工夫して子

どもにいろいろなことをさせていただいた。 

・コロナ禍で自粛の多い１年でしたが、幼稚園ではお友達とたくさん遊んでいろいろ学べてい

るようでよかったです。 

・子どもへのまなざし遊びを中心とした保育の方針や先生方の細やかな配慮ややさしさには本

当に感謝しております。しかし、認定こども園として就労する父母を受け入れている中での

行事・参観日の多さについてはもう少しご配慮をいただきたいと思います。学期ごとの終業

(懇談会)がなくなったのは大変助かりました。 

・なかなか対応が面倒だろうなと思われるような息子のあれこれにも気長に付き合って対応し

てくださったり、一人ひとりに合わせた保育をしていただいているなと感じます。 

・主体性を大切にされている点は良いと思います。 

・自分の好きな事に集中して遊べる環境がとても良いと思いました。 



・子どもの性格にとても合っていると思います。幼稚園生活に慣れてきた時に親にとってネガ

ティブだと思っていた子どもの一面をポジティブに受け入れてくれて担任先生への信頼度が

より上がりました。 

・子ども目線で考えてくれてのびのび育ってくれていると思います。担任の先生はすごくしっ

かりとしていていつもニコニコで元気いっぱいで忙しい中でもお迎えの際に子どもの様子や

写真等みせてくれ１日の様子が良くわかりました。また、子どもの成長した所や今後の子ど

もの課題点など教えていただき家庭での子どもへの声のかけ方や促し方などやりやすくなり

ました。安心して子どもを預けられる先生でした。 

・毎日子どもが喜んで幼稚園に行っていました。そのように環境をつくってくださり感謝の気

持ちでいっぱいです。 

・個人に合わせて教育してくださるのがありがたかったです。 

・一貫して子ども達に寄り添ってくださり一人ひとりをしっかり見て「その子の必要な事」を

提供しつつ自立を促していただけると感じます。生きていくのに一番必要な土台作り人とし

て今も昔も大事なものを子ども達に体感を通して伝えてくださっているととても思います。 

・木工遊びはなかなか経験できないことでもあるのと、これも「指示」するのではなく子ども達

の好きにさせてもらえるのはとても学びがあったと思います。また、日頃の話し合いが子供

中心で行われていることでお互いの思いやりなどの気持ちを考えられるきっかけになったと

思いました。 

・遠足やお弁当を食べる等、子ども達の発案の行事が多くて驚きました。先生を説得したり事

務室に調べものに行ったり、どうやったら実行できるか？問題点はどこか？等子ども達同士

で意見交換したり行動したり・・うちの子は率先して動くタイプではないですが、イメージ

したものが園児主体で現実になっていく過程を体験させてもらえて多くの刺激をもらえて様

です。 

・メリハリがなさすぎる。年少、年中、年長とやっていることがあまり変わらない。年長になる

につれてやれること頑張れることが増えていると思うので例えば運動会の太鼓やダンスをも

っと練習する時間を与えて(何をするか決めるのを早めたり)欲しかったです。集中できない

子がたくさんいた気がしました。 

 

２、クラスだより、育ちの芽、動画配信などを通して園でのお子さんの様子や成長はよくわか

りますか？ 

 

・とてもよく理解できる ・理解できる  ・どちらとも言えない ・情報や説明が不十分 

    37.2%        52.7%       7.8%            2.3% 

【主なご意見】 

・動画配信はどうしても全員を見ることが難しく、自分の子がクラスのどの位置にいて、どの

ような動きをしているのか分かりにくかった。 



・園全体の話や様子でも子どもが何を楽しんでいるのか、どんなことでトラブルになるのかそ

れを通じてどのように学んでいくのか知れて良い。 

・おみせやさんごっこをとても楽しそうにしている姿が見れて成長を感じました。 

・クラスだよりや育ちの芽では、理解はできましたが、動画配信は写っていないことが多いの

でわかりません。 

・わが子だけではなく、友達と遊ぶ様子、クラスの雰囲気が見れて毎回とても楽しかったです。

動画は子どもが見ながら細かく説明してくれました。便り、育ちの芽、動画はどれも毎回楽

しみでした。 

・日々の遊びの様子や発表会のような動画配信も見てみたいです。 

・定期的に動画配信があるので、幼稚園の様子もわかりやすく良かったと思います。 

・毎回楽しみに見ていました。ですが、配信についてはよく映っていることまったく映ってな

い子がいて少し残念な部分もありました。 

・楽しそうに取り組む姿がたくさん見れて良かったです。動画ももう少し欲しかったです。あ

とお迎えの時などに各クラスの先生が、今日の出来事を保護者にもっともっと話して欲しい

と思います。 

・先生達も色々と忙しいのはすごくわかるんですが、先生と話すこともあまりできないので、

もう少し動画配信やクラスだよりを増やして欲しいと思います。普段の姿をコロナ禍でなか

なか見る機会がなかったのでどんな感じなのかわかってあげる事が難しかったです。 

・もう少し配信を増やして欲しい。子ども達も自分で見て思い返しいろいろ話してくれるよう

になった。 

・育ちの芽は様子がよくわかり、いつも楽しみにしています。クラスだよりの誕生日の分はど

んな質問と答えだったかを載せてくれたらお友達の事色々知れて子とそれについて話せたり

するのでいいのになと思っています。クラスで話し合って決めたと３年間聞いてきたけどそ

ういう事こそ動画で見たいです。 

・日々の生活を子どもからはあまり聞けずわからなくても動画や写真を配信してくださるので

園での活動がわかり安心できました。降園時の先生の話もとても参考になりました。育ちの

芽は他の園児の姿もわかり楽しく読ませていただきました。 

・クラスだよりは写真ばかりで折角アプリの機能があるのに動画がほとんど配信されなかった

ことは非常に残念でした。コロナ禍で園での様子が以前よりわかりにくい分編集等なくてい

いので日々の様子など配信してほしかったです。 

・いつも楽しみに写真、動画を見ています。あまり写っていないことが残念ですが雰囲気が感

じれます。 

・コロナで親の参加が少なかったので、もう少しクラスの中での様子を見たかったなあと思い

ました。 

・参観日等特別な日ではない日常の様子がわかり良かったと思います。 

  



・担任の先生によって動画やクラスだよりの配信回数に差があると感じました。(昨年と比べる

と)昨年の先生が写真にコメントや説明をつけて動画編集をしてくださっていたのでわかり

やすかったです。今年は写真のみだったり物足りなく感じてしまいました。 

・働く親としては先生とゆっくりお話しできる機会も少ないので子どもの様子の写真や動画配

信を見てありがたいし嬉しいです。 

・子どもと一緒に見て話を聞いています。写真を見るとその時のことを思い出すのかいろいろ

と話してくれます。 

・クラスだよりの配信がクラスによってばらつきがあるので少ないと残念に思う。どのクラス

も同じペースで配信してほしい。 

・特に育ちの芽は異年齢の様子もわかりとても読みごたえがあります。動画だと園全体に配信

されることに抵抗があるご家庭も読み物で伝えていただけることで安心もあるのではないで

しょうか。毎月楽しみにしています。 

・動画配信が特に子どもの成長がわかりやすいので大変だとは思いますが、回数が増えたら有

難いです。 

・親がいないからこその姿もあるかと思います。想像と併せて写真や動画を楽しんでいます。 

・動画配信を見て普段どのような園生活をしているのかよくわかりました。 

・普段見られない様子が動画で見ることができるのはとても良かったです。 

・ホームだと担任の先生とお話する機会が少ないですが、お迎えの時に頻繁に来てくださって

娘やクラスの様子を教えてくれました。娘が夢中になっている事やお友達関係などよくわか

りました。ありがとうございました。 

・いつも娘と一緒に見ています。「○〇ちゃん上手に作ってたよ」「これ楽しかってん」などお友

達や自分が写っているのを嬉しそうに見ていてその時の気持ちも話してくれます。クラスの

取り組みなどとても分かりやすいので毎回楽しみにしています。 

・担任の先生が、マメに配信してくださるので様子がよくわかる。が他のクラスの話を聞くと

配信のペースが多い少ないがあるようなので何をしているかわからないと聞いたことがあり

ます。最低限の決まった配信のペースがあると他のクラスとのムラも減るのかも・・・。 

・雰囲気はわかる。子どもがふにゃふにゃ伝えてくれる今日の活動を「あーこういう事だった

のか」と答え合わせができておもしろい。 

・育ちの芽はいつもほっこりします。クラスだよりの写真や動画配信など常日頃の子どもの様

子がよくわかりこれからもぜひ続けていって欲しいと思います。 

・幼稚園での出来事をまだ、なかなか上手に伝えられないので、配信などでどんな事をしてい

るか詳しく知ることが出来て良かったです。 

・クラスだよりはイベント等の日常の写真はとても楽しみにしていました。ありのままの子ど

も達の姿を見れました。育ちの芽は、年少さんから年長さんまでの広い範囲での子どもの様

子がわかり先生方の考え方も理解でき勉強になりました。動画配信とてもリアルに子ども達

の姿を見れるので何度も見ていました。 



・アプリの写真の配信がこまめにあり、リアルタイムで子どもとその日にあった出来事を話す

ことができてとても良かったです。 

・育ちの芽を毎回読むのを楽しみにしています。その他給食だより等も子どもと一緒に読んで

楽しんでいます。幼稚園での出来事をまだうまく伝えれないので配信を見て園での様子が知

れて嬉しいです。 

・とてもこまめにクラス便りを送ってくださりとても嬉しく毎回楽しく見させていただきまし

た。普段の様子も少し分かり良かったです。 

・写真だけでなく動画もある事でより深く娘の幼稚園での様子を知ることができ嬉しいです。 

・定期的にクラスだよりを配信して頂き、園での様子がよくわかりました。担任の先生だけで

はなく、補助の先生もよく子どもを見てくださり、子どもの成長など知ることができました。 

・なかなか見れない園生活。動画配信はとても嬉しかったです。 

・全体の様子はわかりますが、自分の娘の様子はあまりわかりません。やはり参観が１番かと

思いました。 

・お迎えの時もいつも様子をお話してくださって、園でのことが分かって嬉しかったです。 

・クラスごとに取り組みが違って子ども達の興味がある事や取組がクラスだよりでよく分かり

ました。ホームでの配信が月１回なので、簡単な感じでもう少し多いといいなあと思いまし

た。感染症のお知らせをコロナ以外もしてほしいです。 

・毎回楽しみにしています。こんなことができるようになっているなと思うことがあります。 

・小さかったりして自分の子がわからない時があったのは残念でしたが、普段の様子が見られ

るのはとても良かったです。 

・もっと動画配信してほしい。 

・動画配信はやはりダイレクトに子ども達の様子が伝わってきます。表情やその場の雰囲気等

とても楽しいです。また、園の全体の様子や方針、先生方がこうしたいと考えていることを

伝えてくださっている育ちの芽は、子どもだけではなく親自身がとても響く内容を綴ってい

ただけていますので、毎回楽しみにしています。 

・先生方がとても丁寧に日々の事を綴っていただいているのがとてもありがたかったです。お

忙しいのにさらに動画やお便りを作るのは大変だったと思います。いつも楽しく拝見させて

いただきました。ただ、やはり実際見るのとお迎えの際先生から少しお話を聞ける方が貴重

な時間でした。 

・様々な視点からのお便りをもらえて子ども達の生活のいろいろな面を知ることが出来ました。

動画を見たり、通信の写真や文章の読みあげなどで子どもと一緒に楽しみました。 

・大きな行事が少なかった分、もっと画像や動画を配信してほしかった。そんなに詳しい文章

とかなくても全然いい。結局年長の園での様子を目で見ることがあまりなく残念だった。 

 

 

 



3、子どもの育ち、学びにとって室内環境（おもちゃや教材、絵本を含む）はいかがでしたか？ 

  ・とてもよかった    ・よかった      ・ふつう       ・よくなかった 

    48.8%        40.3%        10.9%            0% 

【主なご意見】 

・屋内で良く遊んでいるようなので楽しんでいると思う。 

・次から次へと興味がうつるわが子には、パラダイスでした。毎日楽しい場所をありがとうご

ざいます。 

・毎日楽しかったと言っていたし、新しいおもちゃや段ボールで家を作ったりすると家でもア

イデアを出して作っていた。 

・最初は色々と遊んでいたけど、途中から同じ遊びをしていたので、ローテーションさせるよ

うに等工夫してほしかったです。 

・図書の日をとても楽しみにしていて素晴らしい図書室だと思います。 

・たくさんの絵本をありがとうございます。借りてきた絵本が破れている場合返す際にテープ

で止めた方が良いかわからなかった。 

・学年などによっておもちゃが変わってとても良かったと思っています。 

・画用紙に絵を描いたり折り紙で遊んだりたくさんの作品を持って帰ってきてくれました。家

ではあまりやりたがらなくても園で先生とお友達と一緒に作るのは楽しいみたいです。 

・日ごとに設定されるものが違ったりしていたようで子ども達には楽しい環境だったと思いま

す。日々いろいろな作成物を持って帰ってきて得意気にしていたのでわが子は満足していた

のかなと思います。 

・クラス内のおもちゃ、絵本等は見ることができずよくわかりませんが、段ボールの家がとて

も気に入っていたみたいでよく話してくれました。 

・室内をよく見る機会があまりありませんでした。 

・いろんなことから選べてよかった。「文字」コーナーみたいな勉強系も１つくらいあってもい

いかと思う。最近やっと「文字」に興味が出てきたので。 

・いろんなカードゲームを楽しんでいました。 

・子どもの動線を考えてレイアウトしたりすると良いと思います。おもちゃ等の入れ替えや新

調を行うと新しい刺激になり遊びの偏りを防ぐこともできそうです。 

・コマで遊んだことや読んでもらった絵本の話など教えてくれます。本人が楽しい室内遊びを

していることがわかりました。 

・絵本が大好きな息子は最近少し字も読めるようになったので読める本と読んでもらう本の２

つ借りてきます。自分で選ぶことの楽しみを知り、これからもいろんな本と出会ってほしい

です。 

・聞き慣れないおもちゃを使いこなしているようですね。家庭では与えられない機会をいただ

けて嬉しいです。 

・子ども達が興味を持って遊びながら知育出来るようになっていると感じました。 



・コロナ禍とは全く感じられないぐらい毎日充実した園生活を過ごせていると思いました。 

・あか組開放 day でクラスの様子がよくわかりました。各コーナー子ども達が考えながら作り

込んでいる姿が目に浮かびました。実際に教室へ娘から説明が聞けてので嬉しかったです。

各コーナーの子ども達の発想力に感動しました。 

・幼稚園にはなんでもあると工作好きの娘が目を輝かせて言います。収納の仕方も子どもが自

分で出しやすく直しやすいようにされているなーといつも参考にさせていただいています。 

・時事問題やどういう意味がある祝日なのかリアルタイムで絵本等を使って子ども達に教えて

くださったりお家で調べてきてねと先生が声をかけてくださるので、親も驚くような質問や

世の中での出来事に興味を持ってくれるようになりました。長期的な作品作りをみんなで楽

しんでいたようでとても良かった。 

・日々家ではできないいろいろな工作をさせてもらって娘も喜んでいます。絵本も楽しいよう

です。 

・子どもが選べるだけの量があるので良かったと思います。 

・はさみを使ったり、指先を使ったりして色々と工作するのが楽しかったようです。 

・パズルやままごと、図書室での絵本選びがとても楽しみだったようです。家でよくはなして

くれました。年始の書初めや粘土、ハロウィンのキャンディやバッグ作りも思い出として残

っているようです。毎日の先生のピアノの演奏も好きみたいで、家で弾いてほしいと言われ

たりもします。 

・図書室に行ってみたことがあります。とても良かったです。 

・どんぐりをコロコロ箱の中で動かして絵を描いているのが楽しそうでした。 

・子どもの興味をしっかり把握していて次に続く遊びや声掛けをしてくださっているのがよく

わかります。 

・子どもは製作が大好きなので毎日のように絵を描いたり何かを作ってきたりと楽しんでいま

した。 

・絵本がたくさんあるので借りて帰ってくるととても楽しそうにしています。 

・木のおもちゃ、見立て遊びをしたり高く集中して積み上げたりとても良いなと思いました。 

・子ども達が片付けや遊んだりしやすいようにされていていちにち幼稚園の時に自分で出来る

様子を見て家でも自分で片付けや準備ができるようにマネさせてもらいました。私が手伝っ

ていたことを今では全部自分で出来るようになって嬉しいです。 

・子ども達がふと思った瞬間にすぐに取り掛かれるような工夫を随所にして頂けていると思い

ます。「○〇でなければできない」という概念が育つ前に「どうしたら〇〇できるかな？」と

ワクワクしながら考えられる環境だと思いました。 

・カードゲームやボードゲーム等が特に気に入っているようでした。 

・コーナー設定は各クラスの遊び方に合わせて工夫されていて子ども達も十分遊ぶことが出来

たと思います。絵本の読み聞かせが好きで幼稚園で読んでもらった本の話をよくしてくれま

した。 



・幼稚園に合ったカードゲームを先に家で買って予習して研究してから幼稚園で取り組んでい

ました。負けないようにするにはどうすればいいか？負けてもみんなで楽しく遊ぶには？み

んなで遊ぶルールを統一すること最初に言葉で確認した方がよい事もある場合など幼稚園と

家の経験を繰り返し深めることで多くの事を学べたと思います。 

・子どもが毎日飽きずに遊んでいたおもちゃ(カラカラ積み木)があったので良かった。年長の

最後の最後で木工に先生が誘ってくれてすごく楽しそうに遊んでいたみたいで嬉しかったで

すが、そもそも場所が遠いからか子ども自身が誘われなかったら木工がどんな感じかわから

ないままだったので、その辺新しく始めたコーナーは皆が通る場所でするか、一度体験させ

る機会を作って欲しかったと思いました。 

 

4、子どもの育ち、学びにとって屋外環境（運動遊び、園庭、遊具、飼育小屋、木工、指編み等）

はいかがでしたか？ 

 

  ・とてもよかった    ・よかった       ・ふつう      ・よくなかった 

   54.3%        38.8%          6.9%            0% 

【主なご意見】 

・指編みを大変気に入って鞄を作ると言っていたが、年が明けると何も言わなくなったので少

し気になっている。(本人は多分忘れている) 

・元気すぎるわが子には、すべて全力で走れる場所は最高でした。動物が苦手なのですが、少し

は慣れてきた様子で、身近の動物がいてありがたかったです。 

・高い所は怖がっていたけど遊具でも遊べるようになったし、ウサギをとてもかわいいと言っ

ていた。 

・学年が上がったので遊びの興味も変化していて良かったです。 

・目が行き届いているか心配です。 

・先生の声で子どもが楽しんでいる様子を伺えて良かった。 

・ロッククライミングのとこだけ子どもが落ちないのかなと危なくないかと思っていました。 

・朝のうきうきタイムで、園庭で年中の女の子２人とおままごとをしました。いろいろと注文

してたくさん作ってくれました。広々とした園庭で学年を問わず一緒に遊べるのは刺激にな

り良い経験だと思います。 

・遊具についてはわが子は楽しんでいたようですが、唯一飼育小屋でのうさぎたちの様子につ

いては子どもが心配していました。そもそもうさぎの飼育方法について先生方はどの程度知

識があられるのか動物愛護の観点からみても気になりました。子どもから聞いている通りの

様子だとするならば早急に飼育について見直しを行っていただきたく思います。 

・何をして遊んだかあまり話してくれないのですが遊具が楽しかった。ツリーハウスで遊んだ

と教えてくれたことがあり外遊びもしているんだなと園の様子を感じました。他の保育園で

は遊具が使えない(コロナのため)所もあると聞いたので使えることに感謝しています。 



・子どもからたくさんの「楽しかった」を聞きました。 

・指編みを少しでしたが楽しんでいて意外なことにも興味があるんだと驚かされておもしろか

った。 

・木工などふだんできないコーナーがすごくいいと思いました。子どももとても楽しみにして

いました。 

・水や泥で思いきり遊べているようです。 

・運動の日に鉄棒や跳び箱、マット運動など基本動作の習得が出来るようにしてほしい。 

・ただいまコマ回しに夢中の息子なのですが、年中さんのコマはやりつくしてしまいホームさ

んの時に年長さんから年長用のコマの回し方を教えてもらったようで家でも兄のを借りて練

習しています。園庭で年長さんの姿を見て教わり一気に成長した姿が見れました。 

・お友達と毛糸で編むことが初めてで体を動かすだけでなく指先をつかうという集中力がつく

ことを取り組んでいただき良かったです。 

・都会ならではの園庭の外、公園へお散歩に出てくださるなど工夫をありがたく思っています。 

・たくさんの遊び道具があり、飽きることなく遊べると思います。 

・遊びたい気持ちの時にすぐに外に出られて今まで経験したことがない遊びにチャレンジでき

てとてもありがたい環境です。 

・園庭も広く遊ぶのもたくさんあり、どれも楽しんでいます。 

・おままごとをよくしているようです。 

・とにかく遊ぶのが好きなので自由に水遊びや砂遊びができたのが良かったです。毎日泥だら

けで楽しそうでした。 

・毎日どろんこになって帰ってくるので外遊びをめいいっぱいしているんだろうなと楽しそう

に過ごす娘を想像していました。自転車に乗れたと報告したり、おだんご作ったと聞かされ

たり、毎日楽しんでいるようです。夏の水遊びやリレーおすもうが思い出に残っているよう

です。 

・ツリーハウスで遊ぶのやうさぎを見に行くのが好きなようでした。 

・園に飼育小屋がある事で、小動物が身近な存在になりとても興味を持つようになりました。

園庭だけでなく散歩や公園に行けることも刺激になっているようでとても楽しそうに話して

くれました。 

・ピロティでは、えのぐコーナーや BBQ が出来たり、コマの板があって練習できたりとすごく

子どもが興味を持てるような工夫がされているなと感じました。子どももうきうきタイム好

き！自分がすきな遊びできるしと話してくれる事もありました。 

・うさぎ小屋のお掃除のお手伝いなどをしていたようなので良いと思います。 

・運動の日を毎週楽しみにしていて「明日は〇〇するんやってー」と教えてくれていました。 

・広い園庭でたくさん遊具があるので毎日めいいっぱい走り回れるのでとても良い環境だと思

います。大型のアスレチック的な遊具の下に三輪車が乗り捨てられていたり、サッカーでボ

ールを蹴っている所に一輪車で遊んだりするのは危ないと思いました。 



・色々幼稚園で体験させてくれるので初めはできなかったり苦手な事も最後には楽しくしてた

りできるようになってありがたいです。 

・家ではできない遊びがたくさんできたようで新しく興味がでてきたようです。 

・木工や指編みは家ではなかなかできないものだし、子ども自身もとても楽しんでやっていた

ようです。指編みで作品を作り上げてきた時にはすごいなあと思いました。 

・指編みの作品を作って帰ってきてくれて親子共に感動しました。あと、一輪車を頑張ってい

たので置いてくださっていることにありがたく思いました。 

・たくさんの遊具を使っていっぱい遊べるボールやコマでみんなが一緒に遊べる外に行きたい

と思ったらすぐに行ける、自分が出来なくてもお友達がやっている姿を見れる。垣根なく「コ

レやりたい！」とたくさん身体を動かして遊べる環境だと思います。 

・木工・指編みなど新しい遊びを体験したことを嬉しそうに話してくれたことが印象的でした。

木工も指編みも大人も驚くクオリティで私がやりたいと思ったほどです。 

・指編みで、作った布団、マフラー、座布団等持ち帰ってからも楽しく遊んでいます。 

・年少さんの男の子と一緒に遊んで仲良くなった話を聞いたときは、お姉さんになったなあと

他の学年のお友達と自由に遊べる環境がいいなと思いました。 

 

５、給食はいかがでしたか？（メニュー） 

 

  ・とてもよかった    ・よかった       ・ふつう      ・よくなかった 

      66.7%         30.2%          3.1%         0% 

【主なご意見】 

・季節や行事に合わせた献立で良い。家では食事中はしゃべらない等幼稚園で気を付けている

様子をよく聞く。 

・アレルギー対応して頂き感謝しております。息子は給食が大好きです。 

・「今日の給食はね」といつも嬉しそうに教えてくれました。メニュー表を見ながら、子どもと

楽しく会話もできました。給食だよりもとても勉強になりました。 

・すごくバランス良く出していただいていて良かったと思います。週５で給食がるのもいいと

思いました。 

・毎日おいしい給食をありがとうございました。 

・給食費が高いのに牛肉を使っていない。 

・クラスの子達と食べるからなのか給食が大好きだからなのか、わからないですが、家では食

べてくれない野菜なども給食ではしっかりと食べているようなので良かったです。 

・子どもの好き嫌いが少なくなってきました。 

・世界一の給食だと思っています。学びたくて働きたいぐらいです。 

・毎食おかわりをします。苦手な副菜はおかわりがしたい為頑張って食べています。家では絶

対食べなくても園でたくさん食材を摂れるのはありがたいです。 



・毎日バランスの取れたメニューを設定していただきまた見本も展示されていて野菜の刻み方

など参考になりました。イベントメニューも豊富で子どもも喜んでいました。今年度の年長

バイキングがなくなったことだけが残念でした。 

・家ではあまり食べず残すことも多いですが給食はほぼ完食しているそうです。アレルギー食

ですが、対応して頂けることもとても助かっています。 

・満足しておりました。 

・いつもおいしくたくさん食べて喜んでいました。おかわりができないとがっかりしていまし

た。 

・家よりおいしい、ピーマンも幼稚園のは苦くないと言っていました。レシピが知りたいです。 

・季節の行事メニュー、クラスのリクエストメニューが嬉しいです。全国ご当地メニューが毎

月あると子どももテンションが上がって喜びそう。 

・気が乗らない朝は、給食やおやつを楽しみに出発します。 

・今回食育委員をさせていただいたのですが、どのメニューもおいしく毎回楽しみにしていま

した。いつもおいしく温かい給食を子ども達に作って下さりありがとうございます。 

・苦手な食べ物も少しずつですが先生のおかげでふだんのごはんでも食べてくれるようになり

ました。 

・頑張って食べているようです。 

・園での調理給食いいと思います。先生も給食時に少しでも食べられるよう声掛けしてくれて

いるようで良かったです。 

・給食もおやつもおいしいと言っています。 

・家では食べないメニューでも園では食べているようなのでありがたいです。美味しいと言っ

ています。ご飯はお茶椀だともっと嬉しいですが、とてもありがたい環境です。 

・毎日おいしかったと笑顔で話してくれます。とても工夫されていて子どもも食べやすいよう

で感謝です。魚を使用する頻度をもう少しつくっていただくと嬉しいです。 

・いつも給食おいしかったとよく言っています。家ではする好き嫌いも給食なら食べてくれて

いるのでとても助かっています。 

・かなりの偏食で給食で先生にはととてもお世話になりました。 

・嫌いな野菜、家ではほとんど口にせず残すのに給食だと少し食べれるようです。 

・お魚食べたの報告がとても嬉しかったのを覚えています。家でも食べてくれるようになりま

した。デザートは最後のルールも家でも自発的にやるようになり成長を感じております。 

・偏食なのですが、幼稚園のご飯はおいしいと言って食べています。 

・苦手だった物も食べれるようになり、本人も自信につながっています。毎日おいしかったと

話してくれます。魚料理の頻度をもう少し増やしていただくと嬉しいです。 

・毎日ほぼおかわりをするほどおいしく楽しく食べています。 

・娘は好き嫌いが多いのですが担任の先生がいろいろと考えてくださり大変感謝しています。 

・大好きで家のご飯より給食が基準になっています。野菜も多く助かっています。 



・入園前まで小食で好き嫌いも多かったけれど給食を食べ始めて家でもおかわりをしたり苦手

なものも少しずつ食べられるようになりました。 

・特にリクエストメニュー、行事メニューが楽しみにしていました。 

・とてもおいしい様子でおかわりもよくしているみたいです。家では食べない食材も給食では

食べているようでとてもありがたいです。 

・家では食べないのに給食はおいしかったと少し食べれたと喜んで教えてくれます。 

・いつもおいしくバランスのとれた内容で非常に有難かったです。家ではあまり食べないもの

も給食ではおかわりをしているようです。 

・栄養もちゃんと考えられててとても安心できます。 

・１つ１つの素材を調理してみんなで運びながら、旬の物を食べさせてもらえると思いました。

家では食べないけど給食で食べる＝やはり楽しい！という事だと思います。 

・給食委員を通して調理員の皆さんの食事に対する工夫、先生方のご配慮を改めて知ることが

出来ました。制限のある中でしたが、娘はおいしく楽しい給食時間を過ごせました。 

・家では全く果物を食べないので給食で食べる機会を作っていただけて助かりました。 

・家では食べないメニューも給食では全部食べて帰ってきていたので良かったです。 

 

６、子どもの育ちについて、お気づきの点がありましたらご記入ください。 

 

・相手の反応を予想して行動を取ることが増えた。家でも友達のことを考えて手紙を書いたり、

気持ちを伝えることが「恥ずかしい」というようになった。(相手が知らない子だったり、怖

い子だったり)子どもが言いやすいよう先生にサポートに入ってもらって少しずつ表現でき

るようになると嬉しい。 

・コロナで発表会や参観等楽しみが減りすぎて、年長さんでもなくなってしまうと残念すぎる

のであってほしいです。 

・家では経験させてあげにくい遊びを園でして取得してくるので、先生達の工夫や環境設定が

すごいなと思いました。大変な情勢の中、子ども達に寄り添っていただきありがとうござい

ました。 

・あわただしい毎日の中で、ついつい見逃してしまう子どもの成長や良いところを担任の先生

をはじめ色んな先生が教えてくださって感謝しています。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

・コロナ禍で大変な中、いろいろなことを実施してくださりありがとうございました。子ども

自身にとっても親にとっても良い思い出となっています。 

・入園したころとはまったく違って明るくなり、友達の中に入っていけるようになった。 

・生活発表会がなくて残念でした。保護者の前での発表はなくとも目的を持って作りあげてい

く喜びを味わわせてあげれればなと希望します。 

・この 1年でたくさん成長し学べました。 



・子どもの育ちではないですが、同じ年中でもあか組だけ特別な感じがあり、作品展などあっ

たと聞いたのですが、クラス別でするのは良いと思いますが同じ様に平等にしてもらいたい

と思いました。 

・時間を守るなど少しずつ社会性が身についてきたように思います。 

・年長では、遊びの延長からばかりではなく小学生になるための準備も少しはしてほしいと思

っています。興味のある事は積極的ですが、まだまだ興味が湧かないと近づきもしないので、

テーマを与えて椅子に座って話し合うなどでもいいので、短い時間でも椅子に座る時間を設

けて欲しいです。。後半くらいからでも OK(3学期とか) 

 あと、生活発表会をしれっと行事ごとなくさないで欲しかったです。見たこともないままは

淋しすぎです。毎年恒例みたいな劇や演奏会をしてほしいのではなく、1年の集大成として各

クラスそれぞれがやりたい事(ダンス・歌・なんでも OK)を学年ごとでも構わないので「観覧

者の前に立つ」という事を体験させてあげて欲しいです。親は配信でもＯＫです。子ども達

だけでも十分できたはず。誕生日会もなぜ学年ごととかでしてあげなかったのでしょう？ 

 うきうきタイム等では、いろんな子達が混じっているのに。ホールで距離を取ればできます

よね？椅子を準備すれば近すぎることもないでしょうし。 

 毎日、嫌がることなく通えているのは、お友達や先生達のおかげと思っています。本当にあ

りがとうございます。残り 1 年は、クラス活動をもっと充実させて個々の遊びばかりではな

い毎日を過ごしてほしいと思います。 

・言葉使いが良くない子が気になる。親の責任であるが、先生方も指導してほしい。 

・自分のクラス以外へ行ったり好きなことを自分のタイミングでやっているようなのでのびの

びしていると思います。もう少し本人の意志でやらない製作をやるようにしてほしいです。

イベントがほとんどなく生で様子を見られないので、親としては作品しか楽しみがなくこん

なことができるんだーと確認したいです。 

・今までよりも相手の気持ちを考えてりして行動できるようになったのかなと思いました。小

さい事でも気づいてあげる事が出来るのは大人の私たちでは見落としていた所でもあったり

するので子ども達が成長している分いろんな発見ができてうれしく思っています。 

・たくさん遊べてのびのびできていいと思うんですが、やる時はみんな作る等してほしいです。

お勉強は家で出来るけどできないとこの経験はやってほしいです。母の日や父の日も我が家

はなく寂しい気分にも、でも年度末の手紙は書いて出してくださいと。親には作品は残らな

くて家では親がさせて先生にはあるんだ・・と。 

・息子は他の子より発達がゆっくりです。担任・副担任の先生は皆と一緒の活動は強制しませ

ん。息子に合わせた方法を取り組み、少しずつ社会のルールをわかり始めています。お友達

への興味が増えて嬉しく思います。 

・やっとお友達関係をしっかり築けてきて嬉しく思います。小学校はみんな別で残念ですが経

験を小学校で活かせたらと思います。いろいろ見守り気づいてくださってありがとうござい

ました。毎日「行きたい！」「楽しかった！」と言ってました。 



・毎日自由に遊ぶだけで新しいことがないので幼稚園に行きたくないと言っていたので残念で

した。 

・与えられたことをするだけでなく、自分のしたいことが何か考えする、できるという事が今

後も役に立つしとてもいい経験になったのではないかと思います。 

・１年間で様々な成長を遂げたわが子を見て園へは感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう

ございます。ただ、今年度の子どもカーニバルでの「ふれあい動物園」については本当に心苦

しい気持ちになりました。「動物と子ども達に触れ合わせてあげたい」という園の思いはわか

りますがあの場でのあの動物たちの扱われ方はあまりに酷いものだと感じとても楽しむ気持

ちにはなれませんでした。特にキツネやリスざるなどに関しては見ていて涙が出そうになり

ました。ストレスでずっと狭いオリの中でグルグルと回り続けるキツネに残暑というか強い

日差しの中極端に短い首輪で繋がれ自由に動けるスペースもなくぐったりしている小動物や

羊たち。わが子もそれらを見ながら「なんか動物さんたちしんどそうだね・・かわいそうだ

ね・・」としょんぼりしながら見つめていました。動物の気持ちを犠牲にしてまで子ども達と

触れ合わせることが本当に子ども達のやさしい心を育むことができるのか甚だ疑問に感じま

した。あの様子の動物たちを前にして喜々として子ども達とはしゃげる大人の多い事にもと

ても悲しい気持ちになりました。(中には私と同じく動物を不憫がっておられる保護者の方も

いらっしゃいましたが・・)楽しみにしていたカーニバルであんなにも子どもも親も切ない気

持ちになるくらいなら端から毎年ふわふわ遊具にしてほしいと心から思いました。長々と書

きましたが、どうか園として近年の動物愛護の成熟に向けた動きについても踏まえた上で今

一度今後の運営についてご一考いただきたいと切に願います。 

・安全を確保してイベントを行えるよう日々頑張ってくださりありがとうございます。イベン

ト行事の中止が多く、仕方のない事だとわかっていても上の子のときと比べてしまい残念な

気持ちになってしまいます。１日も早く以前のように楽しい行事が戻ってくればと願ってい

ます。 

・幼稚園での遊びや出来事などの話をしてくれる際お友達の名前がよく出てくるようになりま

した。 

・食育に力を入れて欲しい。食べる事、作ることを通して子ども達に主体性を養ってもらいた

い。主体性を大事にする手段として食べるって楽しいっていう感覚を実体験を通して身につ

けてもらえることが大切かなと思います。今はコロナで難しいかもしれませんが、、。 

・年中で初めて「幼稚園に行きたくない」と言って泣いて訴える日があり驚きました。副園長先

生のおかげで心をたてなおし毎日登園できるようになりました。ありがとうございました。 

・あお組が学級閉鎖で劇が見れなくて残念でした。何か他の案を考えてもうすぐ終わるあお組

の思いで作りがあればと思います。 

・以前よりも製作に興味を持ちいろいろ作るようになりました。 

・製作が苦手だった子が自分から製作に取り組むようになりました。先生の声掛けと周りのお

友達の影響はやっぱりすごいですね。 



・毎日ありがとうございます。先生方もコロナ禍で縛りがある中子ども達の成長を考え日々保

育してくださり、子ども達の笑顔で園が溢れているのも先生方の努力のおかげだと思ってお

ります。残り１年となり寂しいですが、子ども達には目一杯みくにひじり幼稚園での思い出

を先生やお友達と一緒に作ってほしいと思います。 

・3学期はコロナ陽性者の連絡が多くてとても心配になりました。マスク着用は必須でなくても

良いと思いますが、大阪の感染者が多い時は着用可能な子は、着用の検討をしてほしいです。

特に室内遊びやホームでは子ども達の距離が近いのでとても心配になります。娘は登園時に

マスクをしていますが、幼稚園の中だと着けているお友達が少ないと言って外しているよう

です。子どもの感染が増加しているので、子どもを守る対策をお願いしたいです。 

・何事にも慎重でいつも同じことしかやりたがらない娘でしたが、幼稚園にはたくさんの遊び

があってそれを自分で選べて、時に先生が導いてくださって本当にいろいろな経験をさせて

いただいています。毎日全力で遊んでかえってくる娘を見て何も心配事がありません。とて

も安心しています。 

・子どもの意見をとても取り入れていただけるのでやりたいと思ったことに意欲的に取り組め

ているので子ども自身の成長にとても良いと思います。親としては目で分かる成長も感じた

いなという欲もあるので、発表会や季節の行事の製作はやりたい子どもだけでなく全員行え

ると３年間これだけ出来るようになったと実感できてうれしいです。 

・７月に３人目が生まれてなかなか娘に時間をさいてあげられないですが、家の外にも安心し

て抱っこしてもらえる先生方がいてくださりとても心の安定に助かっています。ありがとう

ございます。 

・この１年でとても成長しました。まだすべての先生には、「おはようございます」とは言えま 

せんが、特定の先生にだけは言ってくれています。嫌なことは嫌と言えるようになり、お友

達の気持ちに寄り添うこともできてきているように思います。身体面での発達だけでなく精

神面での発達は先生達のお陰だと思っています。いつも子どもの様子をつぶさに教えていた

だけるので親として本当に有難いですし、とてもよく見ていてくれてるんだなと思います。

これからも先生達には今の感じのままでいて欲しいと思います。 

・この１年でとてもしゃべるようになりました。たくさんお友達や先生との関わりがあったか

らだと思います。 

・トイレが一人で出来るようになった。 

・丸のみだった絵が人物が描けるようになりその絵に物語までつけれるようになった。 

・水色のこだわりがなくなり他の色も好むようになった。 

・お友達との共同生活を通して社会性が少しずつ身についてきているのが嬉しいです。 

・カーニバルでの動物園は娘にとって１番の思い出として残っているようです。触れ合えたこ

とが普段できない体験なので。楽器の体験も刺激を受けたようで、家でもリコーダーやハー

モニカを吹くきっかけになりました。子ども達の知っている曲を楽器を大人が演奏して聴く

‥などの体験が出来たら素敵かもしれませんね。 



・入園した時は行くのをしぶったりいろいろありましたが、今はとても楽しく登園して楽しん

で帰れるようになりました。道でお友達と会った時もおはようと自分から言えることもたま

にですが出てきました。大成長です。 

・入園前までは少し内気な性格で自分の感情を表現するのが苦手でしたが、自分がしたい事や

してほしい事等少しずつ言葉で伝えられるようになった気がします。また、ホームを通して

クラスのお友達だけではなく、他のクラスのお友達とも遊べるようになったりと１年間です

ごく子どもの成長を感じることができました。 

・気づいた点とかはありませんが、日々いろいろなことを学んできて教えてくれ園での生活が

とても楽しそうです。先生方にはとても感謝しています。ありがとうございます。 

・母親と１対１で遊ぶことが多い娘ですが、年少になりお友達と遊べるようになりました。家

で遊ぶ時も今までは私が遊びを用意していたり、お人形遊びでも私が主体で遊ぶ感じでした。

最近では自分から「この遊びしたい」と言いますし、お人形遊びの中で「これ使ったら？」

「こうしたらいいと思う」と自分から意見を言い自分で内容を考えて母親と遊ぶようになり

ました。降園後に機嫌が悪い時や楽しそうな時色々ありますが、娘の過ごす毎日が豊かにな

っているなと感じます。 

・お姉ちゃんたちの発表会のビデオを見ていて自分もできると楽しみにしていたので、ない事

はわかっていませんが残念そうです。 

・自分で出来ることが増え遊びが発展していく様子から成長を感じることが出来て嬉しく思っ

ています。園児も人数が多いのでいろんな子達と遊べるようになったらいいなと思います。 

・自分の事で精一杯だった子が少しずつ周りの事を考えるようになったように思います。思い

やりのある子になってくれたと思います。 

・年長になりお友達とぶつかる事も多かったりしましたが、だんだんとお友達の気持ちを推し

測ることができるようになってきたところがあるのかなあと思います。家でも「そんなん言

ったらお母さん悲しむやろ！」と弟に言ったりしています。 

・毎日幼稚園が楽しい大好きという子ども達。いつも子どもと同じ目線に立って接してくださ

る先生方のおかげと思います。 

・コロナで本来のイベントが減ってしまっているので、子どもが人前で何か見せてりすること

ができないのか心配になっています。生活発表会がなくなったのが残念でした。 

・生活発表会がなく残念でした。クラスの様子をわかりやすく配信してくださっていたので毎

日の様子が分かりやすかったです。 

・子どもの考えを尊重してくれるのはとても良かったが、もう少し学びがほしい。大人の意見

(助言)もして学び・遊びの幅を広げて一緒に考えて欲しい。 

・室内遊びでは今までやらなかったような工作にも取り組むようになっているのを見て興味が

湧くような準備をしてくれているんだなあと実感できました。 

・生活発表会がなくて本当に残念でした。前に出るのが苦手な様子の子なので人前で発表して

自信につなげる機会が欲しかったです。 



・毎日自分の好きな事に夢中で取り組んでいた 1 年でした。いろんな遊びを通じて様々な友達

と仲良くなっていたのに驚きました。園での様子も便りや動画、先生からのお話などからと

ても分かりやすく想像しやすかったです。コロナ禍で大変な１年でしたが、先生達のおかげ

で楽しく通うことが出来ました。 

・幼稚園でいろいろな経験ができ自分の得意なものも発見することが出来ました。 

・引っ込み思案な息子の性格に合わせて先生は一つずつ丁寧に上手く息子の思っていることを

聞き出してくださり、お友達との関わり方や距離感を少しずつ理解できるように成長したと

思います。また、自分から意見を言ったり、ケジメをつける所も少しずつできるようになり

周りを見ながら行動できるようになったと思います。 

・コロナでほぼイベントに参加できなかったので何とも言えません。 

・子どもの得意な事、好きな事がぐんぐん成長するのに気づいた。それにやはりほめるという

事が成長を加速させるのかなと思った。 

・主体性を大切にして子ども中心に考えてくださっているのは伝わる。４歳から６歳という成

長過程において重要な時期でもあるので主体性だけでなく協調性やいろいろな物事に触れる

機会を与えることも力を入れて欲しいなと思いました。 

・姉の時から６年間お世話になり本当にありがとうございました。幼稚園での嬉しい思い出は

その時の嬉しい温度で教えてくださり、悲しい（試練）の出来事があった時は担任の先生を

はじめたくさんの先生方に温かいお声がけの言葉やフォローをしていただき子どもだけでは

なく親の方も一緒に成長させてもらい本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

・まだ発達の凸凹はありますが、担任の先生をはじめ園の先生方がたくさん関わって下さり、

そのフォローのこともあって以前はできなかったことがどんどんできるようになってきまし

た。自分の中で OK と思ってことも気づいてなかった事も先生やお友達に「〇〇すごいなー」

と言って認めてもらう体験を何回もしたことでどんどんお友達の輪の中に入ったり自分から

関わっていったりできるようになりました。やはり他者とたくさん関わることで成長してい

くのだと実感しました。 

・年少の頃は壁際に立ってじっとしていた娘ですが今では自分の意見も言えるようになったの

は仲良くしてくれたお友達といつも見守ってくれた先生方のおかげです。コロナ禍で出来な

かった行事があり残念でしたが、楽しい園生活を親子で過ごすことが出来ました。 

・年少の頃は一人遊びが多かった娘ですが、卒園するときには仲良しのお友達や公園で一緒に

遊ぶお友達もできました。マイペースで頑固な性格なので自分のペースでお友達や集団生活

に触れさせてもらえたおかげで自分なりの関わり方や距離感を掴めたと思います。せかさず

強制させず温かく成長を見守っていただけたことにとても感謝しています。 

 

 

 

 



・保育のやり方が変わってから毎年いろいろと思うところがありましたが、全体的に思ったこ

とは以前の保育で良かったなと思ってた部分が次々となくなっていって、自由な時間ばかり

が増えていって正直何をしていたか先生に聞かないと何もわからず、絵本を借りるのもそう

ですが、返す日がちゃんと設定されていなかったので子ども自身はまだ返さなくてもいい思

っていた。小学校に行ったら困るんじゃないか、１回怒られてからじゃないとそれがわから

ないという風になるんじゃないかと不安になりました。幼稚園では大丈夫だけど、小学校に

行ったら違うということも園で教えて欲しかったです。絵を描く、製作をする、歌を歌う、み

んなで協力して何かをする、などなど園でやれることはいろいろあって興味あるないはある

と思います。それぞれ苦手な事や得意なことがあるのはわかっていますが、なかなか興味が

ないものに取り掛かろうとするのは少しでもとっかかりを見つけるのにもう少し声掛けをし

て頂けたらと思いました。子ども一人で自分が興味持てそうなものの入り口を見つけるのは

まだむずかしいと思うし、家ではできないような事を園で経験できたらと思って幼稚園に入

れたので、毎日毎日自由時間ばかりじゃなくもう少しいろいろな体験をしてほしかったです。

運動会でやっと子どもの得意分野のやる気を見せてくれてそれまでの様子や成長を教えてく

れて私も嬉しかったです。３年間先生達には大変お世話になりました。ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


