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令和４年度 年度末アンケートのまとめ 

 

国からマスク着用のルール変更が発表されました。コロナに振り回されてきた日々が、新しい展開を迎えてきたとい

えるでしょう。それでもこの１年間、保護者の皆様には何かとご不便をかけることがあった中で、園の運営にご理解と

ご協力をいただいてきたこと、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

さて、今年度末の保護者アンケートの結果をまとめましたのでご報告いたします。世の中のデジタル化が進む中、本

園でもラインを活用した集約にご協力いただきました。励ましの言葉やなるほどとうなずくご意見等を今年も多数頂戴

しました。端的にお伝えしますと、ほとんどの項目でこれまでよりも高い評価を頂戴しました。大変大きな励みになり

ます。これに甘んじることなく、貴重なご意見に対して検討を加え、一層の向上をめざして参ります。なお、ご報告も

デジタルで配信しますが、玄関には紙面で掲示いたします。ご了解をお願いします。 
 
 

1 回答結果 

  

2 回答状況と改善方針等（数字は％） 

 
    今年度        

年度 2019 2020 2021 2022         

設問 ５と４の割合 評価 コメント 

1 89.0  90.0  97.3  97.7  ↗〇 LINEによる発信が高評価につながっている。今後も質の高い発信を継続したい。 

2 86.5  87.7  90.5  96.5  ↗↗〇 過去４年間、一貫して向上。保育理念が広まってきたということは園としての喜び。 

3 95.9  100.0  94.6  100.0  ↗◎ 再度 100％を実現できた。「園生活が楽しい」は何よりも大切。保護者評価がうれしい。 

4 94.6  96.3  94.5  97.7  ↗〇 探究心は将来子どもを大きく伸ばすための基礎。高いレベルに向上してきた。 

5 98.6  98.8  98.6  97.7  ↘〇 わずかに下がったが、「５」の割合が去年比で高くなり、高レベルの維持と考える。 

6 98.6  98.8  98.6  98.8  →〇 ４年連続してかなり高い位置を維持。職員の頑張りを評価したい。 

7 97.3  96.4  97.3  100.0  ↗◎ 初の 100％。しかも「５」の割合が最も高い。これも職員の頑張りを評価したい。 

平均 94.4  95.4  95.9  98.3          

No. 項　　目 5 4 3 2 1 人数（人）

1 園での出来事や子どもたちの様子が担任や園便り等から伝わっていたか 68 16 1 1 0 86

2 子どもたちの様子や園便り等から、園の保育理念等が感じられたか 63 20 3 0 0 86

3 子どもたちは園生活を安心して、楽しくのびのび過ごせていたか 73 13 0 0 0 86

4 周囲の様々な環境に、好奇心や探究心をもって関わっていたか 66 18 2 0 0 86

5 園生活の中で、子どもたちが友だちと関わる姿に成長を感じたか 71 13 2 0 0 86

6 職員と親しみ､関わりを深め、愛情や信頼感をもって園生活を楽しんでいたか 72 13 1 0 0 86

7 運動会や音楽会、生活発表会の取り組みで、意欲的にのびのびと楽しむ姿を感じたか 76 10 0 0 0 86

合計 489 103 9 1 0 602
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3 ご意見・ご感想と園のコメント 

主なご感想や改善意見を抜きだし、並べ直し、長いものは一部省略して紹介します。 

（ ）内は回答者のクラスです。※は要望、改善意見等。→ は園からのコメントです。 

 

質問 1 幼稚園での出来事や子どもたちの様子が、担任や園便り等から伝わっていましたか？ 

・バスの乗降時に担任の先生が近況を教えて下さりとても嬉しく思いました。（さ） 

・園全体や担任の先生からや園長先生からなど色々な目線での子供達の様子が伺えていつも有難く思っています。（ゆ） 

・何か普段と違う様子があれば担任の先生が報告してくださるのでとても助かりました。写真付きの LINE は子供の様子が分か 

りやすく、楽しみの一つにさせていただいています。（ゆ） 

・何か普段と違う様子があれば担任の先生が報告してくださるのでとても助かりました。（ゆ） 

・娘と幼稚園のことを話してもやはり言葉がよくわからないことも多く、園だよりや LINE で「ああ、これのことかぁ！」と理 

 解できることも多かったので、大変嬉しく、毎回楽しみでした。（す） 

・LINE に関してはもっと園生活がわかるものかとおもっていたので残念。インフルとコロナの情報ばかり。（ゆ） 

※お便りによって、過程を知れて、知らなかった一面を伝えて頂き、更に出来た作品や発表を見ると感動が増し、先生方に感謝 

です。･･･園だよりなどで今月の歌の紹介欄があると嬉しいなぁと。うろ覚えなので･･･検討して頂けたら嬉しいです。（ゆ） 

※イベント時の写真が LINE でその日に見られるのはとても楽しみです。全員の顔がみられるように毎回集合写真を送っていた 

だけるととても嬉しいです。（す） 

    →昨年度から LINE を活用した配信を始めました。コロナ等のお知らせが確かに多くなりましたが、こどもたちの様子など

をお知らせできる便利なツールとして今後も活用していきます。歌詞や集合写真のご要望は参考にいたします。コロナ

等の情報は早くお伝えしなくていいようになってほしいものですが、状況によっては配信が多くなってしまうこともあ

るでしょう。ご理解をお願いします。 

 

質問 2 子ども達の様子や、担任や園便り等から園の保育理念や教育方針が感じられましたか？ 

・園長だよりからは生身の先生方のお考えや理念が伝わってきます。（さ） 

・特に園長先生からのお便りはふと疑問に思ったことをタイムリーに深掘りして分かりやすく説明して下さったり、親目線では

気づかない子供達の様子をお知らせして下さったりと絶妙な連絡ツールで有り難く感じています。（ゆ） 

※ネットで遠隔受信が可能ならカメラの設置について検討してほしいです。（す） 

    →教育・保育理念をただ文章でお伝えしても分かりにくいかと思いますので、今後もこどもたちとのエピソードや職員の

仕事ぶりなどをお伝えして、具体的にご理解いただくように努めてまいります。カメラによる配信は考えていません。

行事などの特別な場合はこれからも配信に努めます。 

 

質問 3 子ども達は園生活を安心して、楽しみ、のびのび過ごせているように感じましたか？ 

・幼稚園が大好きで土日は、幼稚園まだー？と聞くぐらいです。（さ） 

・些細なハプニングはある中でも、娘に聞くと、幼稚園に行きたくないと思ったことないよ！と即答で、親としても幼稚園が楽 

しい事が 1 番嬉しい事です。（ゆ） 

・朝登園を愚図っていても帰りは笑顔で帰ってきてくれるので、楽しく過ごせたんだなと安心しています。（ゆ） 

・お休みの日も幼稚園や先生が夢に出てきたというほど楽しんでおります。（た） 

・年少のときとは違い、友人関係も複雑化されてきているのだと感じた 1 年でした。友達に嫌なことをされても言い返す事が 

出来なかったり助けを上手く出せないもどかしさから、何度か行き渋りを引き起こしていたように思います。（ゆ） 

    →これらのご意見を目にすると、毎日毎日少しずつ成長しているこどもたちのことを実感します。喜んだり困ったりする

一つ一つがこどもたちの育ちの 1 シーンです。保護者と教職員が情報共有をしながら、焦らずに支えていきましょう。 

 

質問 4 周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わっているように感じましたか？ 

・大雪の日、バケツに水を張ったら明日どうなってるかな？と先生と仕掛けてきたから、明日幼稚園行くのが楽しみ！と言って 

いました。自然への興味を深掘りして下さり、子どもたちの目線で関わって下さっていると思いました。（さ） 

・色々なことを吸収して帰ってきて今まで知らなかったとこを知って楽しそうに話してくれます。（た） 

・幼稚園のみならず出かけた先や公園などでも見るもの触るものに興味を示し、さまざまな素朴な質問を投げかけてくれます。 

人、物、動物など自分なりに意味を持たせて理解しようとしていると感じます。（す） 

    →小学校に入学した以降に、こどもたちの育ちに影響する大きな要素の一つが「探究心」です。時間に追われることの少

ない幼児期にこそ、こどもたちの好奇心や探究心を大切に育んでいきたいと思います。「なんで？」を大切にしてやりま

しょう。大きくなっても「なぜか？」と問い続ける人になるための、「根っこ育て」です。 



 

質問 5 園生活の中で、子どもたちがともだちと関わる姿に成長を感じましたか？ 

・改めて一年前の生活発表会を見直してみましたが、成長を感じて来年また同じメンバーでどんな作品思い出をつくっていくか 

楽しみですね。（ゆ） 

・縦割り保育のお陰で他学年のお友達にも興味を持ち、楽しみが広がっているように感じます。（ゆ） 

・友達が遊んでいるところにどうやったら仲間に入って一緒に遊べるかを毎日一生懸命に試行錯誤している様子が見られた。 

  年少のときは行動に移せなかったので驚いています（ゆ） 

・２学期半ば頃から同じクラスのお友だちのお名前が家庭で聞けるようになり、お友だちの認識が出来てきたんだなぁと感じま 

 した。（た） 

・大好きなお友達の名前を聞くことが増えました。仲良く遊んだお話や、時にケンカをしてみたりしている様子をエピソードと 

して聞くと、人との関わり合いを少しずつ学んでいるんだなと感じます。（す） 

・苦手なお友達がいるようですが、まだ嫌なことを嫌だと言えないようです。音楽会では歌っていなかったのに生活発表会では 

セリフが言えるようになっていて成長を感じました。（す） 

・成長と共に子供達がそれぞれ自分の意見、考えをしっかり言えるようになり些細なトラブルも増えましたがどのような言い方 

をすれば良かったか､どうするのが正しかったか等、先生が向き合って話をしてくださり人に対する言い方を自分で考えられ 

る事が増えました。（さ） 

・年少なので言葉足らずな所があり、押した押されたなどもあるけれど先生に聞くとその時にきちんと先生が対応してくれてい 

たり、自分が想像していた状況とは違ったり…。集団生活を通してそんなこともだんだんと少なくなってきて成長していると 

感じます。（す） 

   →質問３へのコメントと同じです。こども同士の関係の中で育っていく以上、トラブルもつきものです。お子様の話が全て

ではないことが多いですので、ご不安なことなどがありましたら、遠慮なく担任にお尋ねください。 

 

質問 6 職員と親しみ、関わりを深め、愛情や信頼感をもって園生活を楽しんでいましたか？ 

・この項目を一番実感しました。とても信頼していたので今があると思います。（さ） 

・些細なハプニングに対しても、担任の先生は勿論、親身に聞いて対策を提案して貰えたのが親として大変支えになり、ありが 

 とうございます。（ゆ） 

・行事などで幼稚園に行くと、担任の先生たちだけではなく、サポートして下さる先生や園長にかけよっている我が子を見て、 

いつも温かく接して下さってるんだなと感じます。（ゆ） 

・お休みの日も「先生にこれを見せる」と言ったり、美容院でも「先生にかっこよくなった」って言われるかなと大好きな先生

のことを日々話しています。（た） 

・こんなに沢山の先生方がいるのに、嫌いという先生が一人もおらず、大好きな先生ばかりでありがたかったです。（す） 

・先生方が皆、どの子どものことも自分ごととして捉えて下さっているのが伝わってきます。「私の担当じゃないから知らな

い」といった言動のある先生が一人もいないのは素晴らしいことだと思います。（す） 

・ちぬのうら幼稚園に決めた理由の１つに、先生方や職員の方々が仕事をしている雰囲気が良かったからというものがありま

す。皆さん子供が好きで子供に全力で向き合ってくれる幼稚園なんじゃないかなと感じました。当たってたと思っています。

先生に怒られた〜と話すことはあっても、先生が怖いと言ったことはありません。娘なりに怒られた原因がわかっているよう

ですし、先生の愛情を感じているんだと思っています。（す） 

 →大変うれしいお言葉を多数いただきました。本当に励みになります。職員も「がんばってよかった！」と思っていることで

しょうし、園長としても「こんなに沢山の先生方がいるのに・・・」とか「先生方が皆、どの子どものことも自分ごとと

して・・・」や「『私の担当じゃないから』といった言動のある先生が一人もいない・・・」などのご感想は、園長冥利に

尽きます。 

 

・担任の先生をはじめ、遠足等で色んな先生方に関わっていただきとても楽しかったようです。ただ普段の園生活では 4 歳 5 歳

の３０人近くの子供達を 1 人の先生が見るのは、どんなベテランの先生でも厳しいのではないかと思っていました。前年度は 

年中組にも副担任の先生がいらしてたので、本年度も２人の先生で年中組を見ていただけると思っていました。（ゆ） 

  →原則として１クラス一人担任ですが、その他の常勤・非常勤も含め、限られた数の職員が、園児数や学年ごとの保育内容・ 

   教室の位置など、様々な観点から最大限のチーム力を発揮できるように、熟慮を重ねて決めています。年度によって変わる 

ことをご理解いただきたいと思います。 

 

 



質問 7 運動会や音楽会等の練習や取組の中で意欲的にのびのびと楽しむ姿を感じましたか？ 

・いずれの行事も強制的にやらされているのではなく「あそび」の中で一つの作品を作りあげているのがよくわかりました。

年長になって、「お休みの子の分まで練習がんばるよ！」と、自分から意欲を出していた事に成長を感じました。（さ） 

・自宅でも練習したりと、楽しんで取り組んでいました。（ゆ） 

・４月は親子共に不安だらけでしたが今は安心して楽しんで幼稚園生活を送っております。運動会や生活発表会が２日間ある

のは少し子ども達の疲れが見えたので来年からは 1 回で出来たらなと思います。（す） 

※運動会は 1 日の方がいいかなと思いました。勝ち負けを決める演目もあったり、本人のモチベーションが２日目にあるのか 

ないのか、というところでの感想です。（さ） 

    →３年前、コロナの３密回避のため、ほぼ全ての幼稚園、小・中学校で「クラス単位のスポーツデー」のようなものにな

りました。中止になった園も少なくない中で、本園では、２日間の開催という方法をとることでこれまで通りの運動会

を実施しました。年齢ごとの育ちを、こどもたちが感じ取り、保護者の皆様にも観ていただくことを大切にしたからで

す。コロナが落ち着いてきた今、１日の開催に戻す方向で計画します。ただ、下にも書いていますが、遊戯室での発表

会は２日にせざるを得ないと考えています。（コロナ前と同様） 

 

質問 8 生活発表会で、職員は「子どもたちが友達と協力して演じることを楽しみ、のびのびと表現しようとする」ように取り組め

たでしょうか？ 

・自主的に、ライオンキングスピンオフ版を制作したと聞き驚きました。これは、先生が友達と何かを作ることは楽しいことと

して教えて下さったからだと感じています。（さ） 

・○○ちゃんがなんの役で〜○○くんがなんの役で〜と、毎日晩ごはんの時に楽しそうに教えてくれました！ すごく楽しみに 

してる、絶対風邪引かせられない！と思いました        （さ） 

・自分の役を楽しみながら演じることができておおりとても成長を感じました。普段から愛情を持って接してくだっている先生

方のおかげです。有難うございます！（た） 

・本番はお休みの子が多かったにも関わらず、それを感じさせない頑張りと子供達がフォローし合う姿を見て、先生が子供達を

信頼して本番まで取り組んでくださったおかげだと感じました。（ゆ） 

・スパルタ指導じゃないのに毎回完成度の高い発表に驚かされます。「怒られるのが怖いからちゃんとする」ではなく、子ども

たちが「できなかったことが練習(努力)してできるようになるのは嬉しい、楽しいんだ」という気持ちの原体験になるような

経験をさせてもらっていると感じます。（す） 

・いろいろな場面でさりげなくサポートしてくださっていることに気付きました。それもまた発表会の見どころでした笑（す） 

 

質問 9 生活発表会の練習を通して、お子様の「育ち」をどれくらい 感じましたか。 

・発表会の時の園長先生の言葉（こどもたちのアイデアで自主的に映画館ごっこに発展するすばらしさ）で、なるほど〜！

と。   家で映画館ごっこの話を聞いている時はへ〜〜！くらいにしか聞いてなかったもので(^^)（さ） 

・不安に思う事、苦手を克服しようとしたり、友達や先生が助けてくれるという事も学べたのかなと思います。（さ） 

・生活発表会、年長になり初めてイキイキと参加できたように感じます。そうなったのも年少、年中で息子に合わせ寄り添い

ながら成長を見守ってくださったからだと思ってます。息子も含め皆の成長に感動しました。（さ） 

・お休みしちゃって、行くことができず残念でしたが、本人が、絶対に行きたいー！と泣く姿に、頑張ったんだなぁと感じま

した。（た） 

・日に日に、お友達のセリフまで覚えてくるようになったり、「〇〇ちゃんが言えるようになったんだよ！」とお友達の成長を

喜ぶ姿に成長を感じました。（す） 

・誕生日会では皆の前で何も話せなくなってしまったので、発表会の舞台でも同じことになるのでは…と不安でしたが、杞憂

でした。大きな声で堂々と台詞を言ったり、歌っている姿を見てびっくりすると同時に一年間の成長を感じました。（す） 

 

質問 10 その他、ご意見等があればご記入ください。 

※毎回どの行事もとても楽しみであり、先生方には本当にありがたく思っています。しかし今回、撮影禁止ということは非常

に残念でした。・・・賛否あるのは重々承知ですが、来年度は是非昨年同様、座るか立つか、撮影するかどうかの選択制に戻

していただきたいです。座席も、全員パイプ椅子で後ろ２列の保護者はろくに見えずでした。せめて前半分の保護者は床に

座るか幼児椅子でないと････我が子が遠すぎるホールでの音楽会、姿がほぼ見えない生活発表会、楽しみにしているだけ

に、親の行事ではないとはいえ本当に残念な気持ちです。（ゆ） 



 

    →昨年の生活発表会は、コロナ感染の拡大下において中止やむ無しかという状況の中、開催日を延期し、また各ご家庭か

ら２名参加と案内していたのを１名に変更してなんとか実施しました。そのためビデオ撮影席も選択できるようにしま

した。今年は、出演以外のこどもたちも保育中で、小さい椅子を用意できませんでした。状況に応じて対応を変えてい

ることをご理解いただければ幸いです。しかしながら、実際に見にくいことも確かですし、撮影したいお気持ちもよく

分かりますので、来年はそこも含めて検討いたします。ただ、遊戯室での発表会は２日にせざるを得ないと考えていま

す。（コロナ前と同様） 

     音楽会も同じです。３年前、クラスごとのミニ音楽会で済ますことは簡単でしたが、年齢ごとの成長を見ていただきた

いという願いのもと「うはらホール」での開催にこぎつけ、賛同のお声をたくさんいただいた結果、今年も継続してい

ます。 

 

※音楽会も生活発表会も保護者も撮影したい。ビデオに関しても色んなアングルで、複数のカメラでとって２日とも撮影して

編集してＤＶＤに収めてはどうでしょうか。また舞台を高くするなどしないと、中ほどからうしろは全然みれません。（ゆ） 

    →ビデオ業者には３台のカメラで撮影編集してもらっています。２日とも撮影となると単価が上がってしまいますが、お

休みの子どもがいた場合には、結局２日目も部分撮影に来てくれるなど配慮をしてくれています。写真業者には、観客

の邪魔になりにくいよう（壁により沿いながら、カメラを掲げなくてもいいように胸元で撮るなどの）配慮をしてもら

っています。今後も、両業者には質の向上を求めてまいります。 

遊戯室の構造上の問題（頭上に大きな梁）もあって余計に見えにくいのですが、出演児の保護者様にはすぐ前の床に座っ

ていただくなど、検討いたします。 

 

・公園で初対面の方に幼稚園どこかと尋ねられ、本園と答えると、「テレビ見せてる園ですよね」と言われました。その様な噂

というか情報がまわっているんだと知りました。ビデオでない方法でバスを待つことはできないでしょうか。（さ） 

→うさぎバスの待ち時間（約２５分）のことかと思います。職員はこの時間に施設の清掃をして手薄であり、また、今は

室内で自由遊びをしながら待ってもらっています。ねこバスやうさぎバスのお子様は、朝のバス到着後、室内で自由遊

びをしてもらっていますので、公平性の観点からも特別な保育は考えていないことをご理解ください。 

「テレビ？ええっ？とてもいい幼稚園ですよ！」と言っていただけるようにさらに向上に努めます。 

 

・新型コロナに振り回された３年間の幼稚園生活でしたがとても楽しく園生活を送らせていただきました。工夫して可能な限

り行事を遂行していただき本当にありがとうございました。････大寒波の時、市バスも止まりさすがに 1 号は休園かと思っ

ていましたが開けてくださりありがとうございました。お友達と幼稚園で雪遊びという素敵な思い出ができました！（さ） 

・バス通園の為先生への連絡がある際はメモ紙でお届けする形でしたが、紛失しやすいのではと不安に感じていました。････

希望者だけでも連絡帳が使えたらありがたかったです。（さ） 

→連絡帳に文章で返信する時間をとることは、すみません、困難です。基本的には、落ちないようにお帳面に挟んでくだ

さい。お急ぎの場合など、メモをバス添乗者にお渡しいただくようなときは、万一の紛失も考えて個人情報の書き方に

工夫をいただくのがいいと思います。もちろん紛失はあってはならないことです。気をつけます。 

 

・座布団をすごく汚れて持って帰ってくるので月一回くらい持って帰ってきて欲しいです。（さ） 

→そのような場合はお声かけをさせていただくようにします。 

 

・コロナ禍での入園でどんな幼稚園生活になるのかと思いましたが、制限のある時でも先生方が工夫して頂いて、子供たちが

のびのび過ごすことができたと思います。また先生方がみなさん名前を覚えて下さっているのにとても感謝しています。 

担任でない先生に、声をかけてもらって嬉しかったと良く話しています。とても良い幼稚園生活だったと思います。（さ） 

・帰りのバスを 1 号に合わせるのではなく、長期休みの時以外は送って頂きたいです。不便な場所に通園させております故、

直迎えは大変でした。（ゆ） 

→１号の降園運行をした上に、さらに運行を加える形になりますので難しいです。申し訳ありません。 

 

・自慢の幼稚園です。園長先生を中心に先生方がみんなで団結して子どもたちに向き合ってくれていることをいろんな場面で

感じます。これからもよろしくお願いします。（た） 



・園行事や保育内容など、コロナ禍も経年と共に都度その時の状況に応じて、できるだけ『取り組む』方向性で実施して頂い

たことには、非常に感謝しております。子どもたちは、日々の保育だけでなく、行事を通しても、たくさんの成長の機会を

得られていたと思います。（た） 

 

※小道具作りに遅くまで残って、というお話を聞いて心配です。保護者に協力してもらえないか話を投げてもらっても良かっ

たのに、と思いました。（す） 

※発表会などの準備が大変で、お手伝いがほしいとき、お手伝いできる親に手伝いをお願いしても良いのではないかなと思い

ます。担任１人と手の空いた先生方では負担が大きい事もあるでしょうから、臨機応変にできたら良いのになと思います。

親同士の関わりも少ないので、お手伝いを理由に他のお母さんとお話できる機会にはなるのかなと思います。（す） 

→ありがとうございます。反省会でそのようなお声をいただいていることを先生たちに投げかけてみました。衣装や小道具

は、計画的に保護者にお願いしていくことが難しく、また先生たちのこだわりも強く（笑）、ご協力は別のところでいただ

けないかということになりました。ちょうど、おひさま会でもそのような話（保護者が幼稚園に来たときに「お掃除ボラン

ティア」などだったら、気持ちよくお手伝いいただけるのではないだろうか）が出ていました。「できる人が、できるとき

に、できることを」そんなおひさま会にしていきたいというお声が今年の委員さんたちから上がっています。園としても大

賛成です。皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

・お遊戯室上部の窓のヒビが気になりました。 

→補修いたします。申し訳ありませんでした。 

 

・一年間すべてがコロナ禍での行事でしたが、二日間に分けての分散やソーシャルディスタンス確保、生配信など幼稚園側の

配慮がとてもみられて素晴らしい対応でした。個人的には年少なので全て初めてのことばかりでしたが、園だよりも丁寧で

わかりやすく書かれており、行事ごとの資料もとても助かりました。また他の幼稚園よりも参観の回数が多いことも嬉しい

です。運動会や音楽会など大きな行事だけでなく、普段の様子をみられるのが親としては嬉しいです。あとは写真販売が、

もう少し早めに見られると助かります。（す） 

・満３歳で入園させていただきましたが、入園してから色んな面で一気に成長した気がします。楽しそうに『幼稚園が大好

き、先生が大好き、お友達が大好き！』と毎日通う姿は、親としてとても嬉しいですし、先生方が子供に向き合い一緒に見

守ってくださる事に感謝しかありません。（ち） 

・お迎えに行った時、正門が全開もしくは半開きのときがあり、一緒に帰るときに道路へ走って飛び出すことがありヒヤヒヤ

します。必ず閉めていただきたくよろしくお願い致します。（す） 

    →次の方が見えていたのでそのまま開けていたら門を通らなかった、ということでしょうか。「開けたままで大丈夫です

か」とご確認いただくなど、保護者の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

・子どもたちとも保護者ともしっかり向き合ってくれ、いつも親身になって相談を聞いてくださったり対応してくれる先生方 

 には感謝の気持ちでいっぱいです。子ども達は幼稚園が楽しくないと言ったことは一度も無く、毎日幼稚園を楽しみに過ご

せていています。ちぬのうらに来て良かったと何度も思います。駐車場は、奥側の砂利が飛んで車に当たりそうなので奥ま

でコンクリートにしていただくことも検討していただければ幸いです。（す） 

    →どうしてもこどもの施設整備が優先になってしまいます。おもに職員が駐めているところなのですが、ご利用の方には

ゆっくりと発進していただきますようお願いいたします。 

 

★貴重なご意見をありがとうございました。できるだけ丁寧な報告を心がけましたが、全てをご紹介できずに申し訳ありません。 

園運営の参考にいたします。また、これからの励みになるうれしいご感想は他にもたくさん頂戴しました。感謝、感謝です。 


