
○　日々の保育内容（園での生活や遊びなど）について、お子さんの様子などを見て、

　　どう思われますか。

　　①満足している　    ６９名　　　　②概ね満足している　　　１７名

　　③やや不満である　　　　 １名　　　　 ④不満である　　　　　　　０名

 文字の勉強や運動会や発表会や色々な行事が沢山あり、子供の成長がおおきかった。

 今年はコロナの影響でいろいろと我慢しなければならず、自粛などでお友達とも会えない日々も続きましたが

 そんな中でも積極的に園外保育などを設けて頂いた事に感謝しています。

 この一年で、気持ち、精神的な成長が見られることがうれしいです。

 楽しく通っているからです

 園外保育や文字のおけいこなど 大変大満足です。

 先生方がきちんと子どもと向き合って下さっているから

●自宅から近いから　　  　６０名　　　●保育内容　     　５２名　　　●園庭が広い　　　　　２０名

●先生の雰囲気　　　　　　　　４３名　　　●定員が空いてたから　　１１名　　　 ●園長先生の人柄　　１５名

●職場に近い・通勤途中　 　１名　　 ●園見学をして　 　　　　　９名　　　●給食　　　　　　　　 　５名

●保育時間　　　　　　　　　 １１名　　　●評判を聞いて　　　　　　　１３名　　　●その他　　　 　　　　１名

回答率73.1％

豊見城こども園

○　豊見城こども園を希望した理由はなんですか？

令和２年度保護者アンケートから「ご意見」「ご提案」自由記述を抜粋し、公表しました。

　※アンケート項目に「アンケート回答内容の第三者への掲示及び公表について」

　　　　　　　　　「承諾する」「どちらでもいい」に記入した方のみの公表しております。

ご意見・ご提案
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 楽しそうに園に通っている

 色々な体験や英語、文字のおけいこで、色々、学べ、楽しく遊んだり、とても子供にとって良い環境でした。

 園に行くのを楽しみにしています

 登園するのを楽しみにしています。

 いろいろな事を経験させていただき、子供の成長を感じます。

 一人一人にきちんと向き合って対応してるし、とても学べる事が沢山出来る様になって、

親自身も色んな事を経験出来た事に感謝です。妹も通わせたいと思いました。

 毎朝、今日は友だちと何するとか、先生とあれこれして遊ぶとか、園に行くのを楽しみにしている。

 遊具も増えて、園庭でも色々遊べて楽しそう。 お出かけや行事が多いので、毎日を楽しく過ごせていると思う。

 園で過ごしたことを、楽しそうに話しているので

 園での活動がとても楽しいようで、今日の活動の様子やお友達と何をして遊んだ！など楽しそうに話してくれます。

 子供の自主性や思いを尊重してもらえているように感じます。

  運動会や発表会などもコロナで大変な中開催していただき親も子供も嬉しいです。

 以前通っていた園に較べ、毎日楽しそう。 行事が多くて嬉しい。

 毎日楽しそうに過ごしているなと思います♪

 のびのび遊ぶ時間もあれば、教育的な時間もあったり、でメリハリがついている印象。

 造形教室など、親がはできないことをしてくれるので有難いです。

 月１回の園外保育や、マラソン大会、乗馬体験などの行事が充実してると思う。

 日々、様々なことを経験させてもらえてこども楽しんでおり、大変感謝しております！

 日々の活動も色々あり、出来ることが少しずつ増えていっているのでとても嬉しく思う。

 お友達や先生との関わりや、行事などを通して家庭ではできない経験ができて良かった。

 園にも慣れて楽しんでいる様子から

 毎日楽しそうにその日の出来事話すので、充実した１日を過ごしているように思える。

 毎日学校が楽しみだと言ってます
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 子供が園に行くのが楽しみにしている。 園の雰囲気も良く、連絡事項が分かりやすい。

 園にいる間の子供の様子が見えるから

 文字のお勉強がきれいに書けると喜んでます

 こどもが楽しく元気よく過ごしているから。

 子供が学校にいくのが楽しいと話してた。

 『お迎えは遅めで』と子供がお願いするくらい園で遊ぶのが楽しいようなので。

 毎日の活動の違いに嬉しく思います。

先生方の子どもたちに対する対応や言葉かけ、私にも今日の出来事などお話下さることすごく有難いです。

 先生方みなさま親切で明るく丁寧で子どもも親も満足してます。

 目に見えて、集中する姿勢、体力等が上がってる

 毎日ニコニコで帰ってきて園での事を楽しそうにお話してる様子をみて良かったなぁと思ってます。

 「今月の歌」のようなものがなく、童謡に触れる機会が少ない。 年少で文字に興味をもつ子もいるので、

文字のレッスンを年少から取り入れてもいいと思う。遅いと感じた。製作や遊びは色々なことをしてくれていて、

感謝しています。だが、教育時間の預かりだけでは、自由遊びの時間が少なく、１号と２号の差を感じる。仕方のない

ことだが、同じ教育費を納めているのになと感じる。長期休暇の際に英語レッスンや体操教室があるのも不満に思う。

 子ども達の成長も感じられ、毎日楽しく園に通っているため。

 できなかった事が沢山できるようになった

 子供が楽しんで話したり　おうちでも真似て遊んだりしてる

 お迎えの際に楽しそうに園での出来事を教えてくれる為

 うちの子は朝登園する前に「今日はお休みする」「まーまと寝る」と言ったりしますが、登園してしまえば楽しく

遊んでいるようで、帰宅しながら怒られちゃった事やお友達と遊んだこと、先生とこんな事したよ！など

笑顔でお話してくれます。 先生方もお迎えの時など、子供のことだったり先生方に少し不安に思っている事などでも、

忙しくてもしっかり話を聞いてくれますし、改善する為に一緒に寄り添ってくれるので、安心して子供を預けられます。

 園に行くのを嫌がらず、生活面で色々学んで家でも、やってくれているので！
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 ブログなどを通して日々の子どもの様子が分かる事が良い。

子どもからも行事や日々楽しかった事など毎日話してくれます。

 こどもが、楽しそうに園での出来事を話してくれるので。また先生達のご対応も丁寧で安心できています。

 子どもが週末自宅で過ごすことを嫌がる程、こども園が楽しいと話してくれるから安心しています。

 毎日楽しそうに園での様子を話すから。

　沢山のお褒めの言葉、嬉しいお言葉をありがとうございます。私たちが子ども達と向き合いながら

楽しく保育ができるのは、保護者の皆様のご理解・ご協力があっての事と感謝しております。

皆様の温かいお言葉を活力に、子ども達が豊見城こども園って楽しい！早く園に行きたい！と思える

保育環境を確立していきたいと思います。また、その中で活動や様々な体験を通して、新たな発見、色々な考え方、

自分からやろうとする自立心など、子どもの主体性を育てるお手伝いを心掛けていきます。

これからも豊見城こども園を宜しくお願い致します。

○ 園が行なっている新型コロナウイルス感染症対策についてお聞かせ下さい。

　①満足している　　　63名　　　　　②概ね満足している　　　　２１名

　③やや不満である　　２名　　　　  ④不満である　　　　　　　　　１名

 検温や消毒もちゃんとやっているから。

 アルコール消毒などは徹底していたと思うがこども園内で感染者が出る前はハグをしたり手を合わせたりなど

先生と子供達との接触も多く見られたので、その辺りを少し考えて欲しかったと思います。

 除菌やコロナ対策していただき ありがとうございます！

 出入り制限や先生方の感染症対策を見て。

 入口にアルコールや、換気などちゃんとしていると思いました。

 園でコロナ感染者が出た中で、園児に広まらなかったのは、園の感染対策が徹底されていたからだと思います。

 一般的な感染対策は実施されていると思います。

 色んな面で！先生方、園自身も、対策してると思います。だから今回先生方何人かがコロナ感染してましたが、

子供達には一切感染してなかったって事は日頃の先生方、園の対策のあらわれだと思います。

 アルコール消毒を常備し、１人ひとりに検温してきれている。

また、保護者の出入りが少なくなるような工夫をして、感染のリスクを減らしている
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 迅速に対応してくれていると思います。

 今年度から園内への入室制限で子供たちが毎日過ごす環境を見ることができず少し寂しく思います。

コロナ対策とは分かっていますが、県の感染状況に応じて少しずつ制限を緩めたり厳しくしたりするのは

どうかなと思います。

 保護者が室内に入らないから。 先生方皆さまマスクをしていることから。

 いつも綺麗にしていると感じるため

 感染者がでたときの迅速な対応、ＬＩＮＥを使ったタイムリーな連絡に安心感を覚えました。

タイムリーな連絡に自分達も次の行動や対策を前もって考えることができて、落ち着いて行動できたと思います。

 園では出来ることはやってくれていると思うので、それでも気をつけていても感染してしまうのは

集団生活だしもう仕方ないのでは…と思う。

 検温、消毒等、やるべきことはやっていると思います

 毎日玄関先に立っての体温確認も寒かったり、暑かったりすると大変なのにやってくださり感謝です。

 マスク、消毒の徹底がされている

 消毒・換気・子供達の体調管理（体温測定）もちゃんとしてる

 今やるべき対策としてはできてると思う

 学級閉鎖の日にちが多少長く感じた

 入り口で検温、消毒をちゃんとしてる為。

 徹底してやってくれているのが伝わってくるので。

 満足しています！

 適切に対応していただきました。 非接触体温計を頭で測るのはあまり良くないようです。

 登園時の消毒、検温をちゃんとしてるから

 国としては原則開所。 市としては医療従事者などの場合受け入れ。 園はさらに厳しく制限した印象。

第二波のときに、介護職を理由に受け入れに難色を示されたのは正直ショックだった。

当法人では職員に休暇を与えています云々のメッセージも、休めない私の職場選びの間違いを指摘されたようで

力が抜けた。コロナ自体が初めてのことで誰が悪いというわけでもないですが。
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 思いつく事はやっていると思うので。

 毎朝の検温、こまめな消毒

 子供達の遊び道具なども除菌されているかなど、内部での対策をもっと外部へ教えて頂きたい。

後、園が使用している体温計が当てにならない（温度が明らかに低すぎる、形だけの対応になっている）

 休園になってしまったりもありましたが、園からの連絡もありますし、対応も早くて不安になる事もなく、

とても満足しております。

 対策が曖昧、具体的なプロトコール、フローチャートが見えてこない。

 情報提供や園内の消毒や日々の体調管理確認など忙しい日々の中で対応いただき、感謝しています。

 子ども達との距離感を気にしながら可能な限りソーシャルディスタンスを保たれている様子が伺えるからです。

新型コロナウイルス感染症拡大防止につきましては、家庭保育をはじめ、たくさんのご理解・ご協力をいただき、

本当にありがとうございました。沖縄県でも感染が広まる中、保育という濃厚接触の環境で「１００％予防」は

難しくはありますが、手指や玩具の消毒、換気の徹底、プラズマクラスター空気清浄機の導入など、

今後もできる限りの必要な感染対策を行ってまいります。

○ 行事の内容について、どう思われましたか？

　　①満足している　　　６０名　　　　　②概ね満足している　　　　２５名

　　③やや不満である　　　１名　　　 　④不満である　　　　　　　１名

 何かあれば、すぐに連絡があるから。

 全ての行事を実際に見に行く事ができなくて残念だったなと強く感じた１年でした。

 臨機応変に対応していたと思います。

 コロナ禍なので仕方ないですよね。 次年度はまたいろいろできたらいいですね！

 コロナ禍なので、ＹｏｕＴｕｂｅをアップしてくれたり良かったです。

 コロナが流行っているので、運動会もないかと思いましたが、生活発表会など、工夫して出来て良かったです。

少ない観客で見学しやすかったです。

 開催じたいが難しい状況の中で、運動会を開催してくれたのは嬉しいし、ありがたいです
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 開催の難しい状況の中で、運動会を開催していただきありがたかったです。

 コロナ禍の中、よく考えていただいたと思います。

 今年はコロナ対策自粛などもありましたが行事は何一つ中止せずにおこなって頂けたと思います。

色んな工夫があり、もうちょっとやりたかったと言う子供の素直な気持ちもありながらいい行事が出来たと思いました。

 できる範囲でやっていただけてます

 しっかりとした対策のもと、安心して子供達の成長を見ることができました。

 保育参観が立て続けに中止になってしまったのはとても残念です。

新型コロナの感染者が増えていたので仕方ないとは分かっていますが、

今しかない幼い子供との時間や行事を思いきり楽しめない寂しさをどこにぶつけて良いかわかりません。

 規模縮小や入場制限など、コロナ対策していることにとても気づかいを感じる。

マラソン大会など観覧が出来なくなってしまったのはとても残念に思いますが、体操は動画の配信があり、

家族で楽しく観られました。

 毎回それなりの最善の対策を考えてくれているため

 何もかもが中止という判断ではなく、どうやったら開催できるか、を常に検討してくれている感じが伝わってきて

とても嬉しかった。運動会や発表会もこれまでのやり方とは違った視点で参加できてよかった。

クラス数が多くなると見る側の負担も多くなるので、兄弟児がいない立場の意見としては、

今回の分散開催はある意味負担が少なく感じた。

 大変な状況でも先生たちの努力があり開催して頂けて感謝です。

運動会、発表会のＤＶＤ販売がなかったのが残念です。

 行事がとことんなくなってしまって、仕方ない事だがすごく残念だった。今年はもう少しどうにかならないのかなと思う。

英語レッスンの参観や保育参観も中止になったが、せめて配信などで見たかった。お別れ遠足も中止になったが、

行事代は徴収になるのかも気になる。

 人数を制限したり、分散したり工夫して開催していると思います

 出来ない事もあっても出来るよう考えて下さり感謝です！

 行事等縮小されて実施したが内容的に満足でした。

 緊急事態宣言中だったので、しょうが無いのですが、

保護者の参加の人数指定とかがあって、おじいちゃん、おばあちゃんが見れなかった

 コロナ中でもこどもが喜ぶ行事を行ってくれて感謝です
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 コロナが無ければ、もっと良かったと感じた。

 運動会も発表会も内心諦めていましたが、ちゃんと対策を考えながら、行ってくれた為

いい思い出ができました。ありがとうございました。

 子供達の意見を中心に色々進めていってくれたのはすごくよかったと思います。

 仕方の無いことだと認知してますので、寂しい気持ちもありましたが妥当だと思われます。

 中止となることなく、できる限りの行事をしていただけたので満足です。

 今の状況で、出来る事をしてくれて、子供も喜んでる。

 こんな時代なのでしょうがないですが子ども達にとっては楽しみにしてた行事も出来なくなったり残念でした。

 制限がある中で、できる限りの内容になっていたと思います

 コロナ禍の中　行事を開催していただき　本当に嬉しかったです。

 全部が全部行える訳ではなかったが、出来る範囲でやって貰いとても、良かった♪

 コロナで行事は無いと思ってたら、工夫して実現してくれたから

 コロナ中であっても工夫しながら行事を楽しませてる

 子供は楽しくしてくれていたので問題はないが、発表会での待ち状態がまだまだ密だったので、

教諭にて誘導等にもっと気を配って欲しい。

 コロナで、例年通りとはいきませんでしたが、それでも子供達の成長した姿や楽しそうな姿を見ることができて

開催してくださった先生方には感謝してます！

 定数を決めてやっているので、いいと思います。

 今までの様に大きな行事が出来ず残念でしたが、そんな中でも対策をとって、行事を行ってくれた事に感謝です。

 今のご時世、密を避けるのは当然の判断だと思っています。

一日も早く安心してこども達と一緒のイベントや行事に参加できるよう願っています。

 運動会など可能な限り開催してくださり感謝しています。

 コロナ禍でしたが、対策を取りながら、運動会や発表会など開催してもらえて良かったです。

8



 行事は全て楽しみにしていたので、コロナ禍で、なくなると思っていた行事を開催して下さったのが

　　ありがたかったです。なくなってしまった行事（英語の参観や給食の様子など）は遊道体操のように

　　YouTube配信を期待しておりました。運動会の際、保護者のみとなっていて、兄弟児が観覧できないのは

　　かわいそうだと感じた。 発表会の際は、人数５名と増やしてくれたが、両家祖父母が健在で、

　　一人のみ観覧できず、残念でした（５名も参加しない家族もいると思うので、最初で何名参加するかアンケートを

　　とった上で人数調整をしてほしかった）。卒業遠足について、登園して皆で遊ぶのと、バスで遠足に行くことの

　　何がかわるのか正直よくわからない。子供も楽しみにしていて、泣いていた。せめて延期にしてほしかった。

　　マラソン大会についても、園の行事では色々楽しんで欲しいので、行事のあり方を工夫してほしい。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、市や県のガイドライン上、

たくさんの行事の中止や規模縮小などの制限を迫られる状況ではありましたが、

限られた行事や時間の中でもお子さんの成長を感じていただけたこと、ありがたく思います。

行事を通して子ども達にかけていただく「上手だったよ！」「頑張ったね！」などの褒め言葉は、

自信・意欲にもつながり、ゆたかな心を育みます。

また、保護者と保育者との共通の話題からより良い関係も築けていけるのではと考えます。

R2年度の３・４歳児お別れ遠足は、緊急事態宣言中により中止となったため、代金につきましては

子ども達の為の質の高い玩具や、園内のより良い環境整備の予算として繰り越して使用させていただきます。

今後もコロナ禍の中でもできる工夫や行事の在り方を考えながら、よりよい教育・保育となるよう

職員一同頑張っていきます。どうぞよろしくお願い致します。

○ライン＠でのYouTube配信について、どう思われましたか？

　　①満足している　　　７０名　　　　　②概ね満足している　　　　１７名

　　③やや不満である　　０名　　　　　　④不満である　　　　　　　　０名

 子供が楽しんで見ます。

 自粛中はＹｏｕＴｕｂｅだけではなく塗り絵なども送って頂きとても喜んでいました！

ただＹｏｕＴｕｂｅはなかなか観る暇がなく、全て観る事が出来なかったです。

 ちょっと長いのもあったけど良かったです。

 遊道体操みられてよかったです。

 少しでも子供達の行事の様子が見れて良かった。

 休み期間中も、先生達の動画を観て喜んでました。

いつまで、休みかなぁとか自分だけが休んでるのかなぁと不安になることありましたが、

動画をみて、子供も元気になった気がしました。良かったと思います。
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 自粛期間中に配信した先生方のムービーは、園児達を退屈させないように、

また園児との繋がりを持とうとする園の考え方が伝わりました

 子供達のことを第一に考えていただいていると感じました。

 とても努力して頑張ってくれてる姿が感動した場面もあり良かったです。

 我が子の友達とのやり取りも見れてとても、良い！

 写真、動画等を見て園での子供の様子が分かり満足している。

 後で、家族で見た時に、一緒に踊ったり、動画を見ながら、実験とか楽しめた

 こどもとみれるので楽しめます

 保育参観などが中止等で、凄く良かったと感じた。

 子供と一緒に楽しく見させていただきました。

 普段のありのままの様子が見れるので、すごくいいと思います。

 情報がいち早く届いていて安心できました

 すごく楽しく見させて頂きました！ありがとうございます！

 いつもの先生方が一生懸命出演してくださって何度見ても楽しめました。愛情たっぷり感じました。

ありがとうございました。

 子供と一緒に楽しくみてました♪

 先生方が色々子ども達の事を考えながら頑張ってる様子がみれて、

また子どもと一緒にそれを観ることが出来たのですごく良かったと思います。

子どもも先生の姿をみてニコニコで笑う姿をみて、早くコロナがなくなってこども園に行きたいって言ってました。

 自粛期間中、子ども達が楽しみに観ていました。 先生達の気遣い、努力に感謝です。

 自粛期間中も園と繋がれている感じが　とても嬉しかったです

 普段はなかなか見ることができないので、園での様子が見ることができ、良かったです。

 参観ができない分、動画配信をしていただいた事で保育の様子がわかりよかったです。

 保護者が見ているという緊張感もなく、普段の様子を見られたような気がして、嬉しかったです。
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 参観できなかった分、様子が見れてよかった。

 こどももとても楽しんで観ていました！

 先生達の配信は子どももとても楽しみに見ていて、ありがたかった。

遊動体操もどんなことをやっているのか見れてとても良かった。

 いろんな手段を活用して素晴らしいと思います

 こどもが喜んでみてる

 中々園での中身を見る機会がなかったので凄く助かりましたし、子供の楽しそうに活動している所が見れたので

有難いです。これは引き続き続けて欲しいです。

 うちの子は先生方の配信を見て、お気に入りのものを自粛期間中何回も「見せて見せて！」「○○先生だ！」と

言っていてとても喜んでいました！学校に行けない間、お友達と会えないけれど、先生方の元気な姿を見るのが

嬉しいようでした。遊道体操の様子なども見れるのはとても良いです！

 子供が喜んでくれている。家でも、先生達との触れ合いが配信で体験出来る。

 知っている先生を観て楽しんでいました。

 子供達が観て真似して踊ったりして、自宅待機中は、毎日繰り返し見させていただきました。とても良かったです。

 こどもも配信を楽しみにしていました。

 子どもの普段の園での様子が分かるからです。

 自粛生活で退屈していたときに、先生方が色々なことを披露してくれて、子供の息抜きにはなったと思う。

　　マラソン大会や園での様子なども配信してくれたらもっとよかった。

　YouTube配信について、様々なご意見やご感想をくださり、ありがとうございます。

コロナ禍の中でも、子ども達やご家庭へ何か想いを届けられないかと始めた動画配信でしたが、

喜んでいただけて、とても嬉しく思います。今年度もコロナの影響により、行事の変更などがあるかと思いますが、

子ども達の園での様子をできる限りお知らせできるように努めて参ります。

○　給食について、献立、食材、量、アレルギー食対応などから

　　どう思われますか？

　　①満足している　　　７８名　　　　　②概ね満足している　　　　７名

　　③やや不満である　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　１　名
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 色々な食材を使っているから。

 毎日美味しいと子供も喜んでいてメニューも豊富だと思います。

 美味しいと話していました。

 よく食べてくれる

 子供がご飯美味しかった。おかわりしたよ。とか言って食事に喜んでいました。量も良いぐらいと思います、

 メニューに様々な食材が組み込まれているので、いろいろな味を経験させていただけたと思います。

本当にありがたいです。

 子供の栄養バランスも考えて頂いていると思います。

 子供はいつも美味しいと言っています。美味しい給食の提供ありがとうございます。

 献立メニューの内容が被りすぎ ポーク、マヨネーズ使用が多い 食器をご飯とおかずでわけてほしい 野菜が少ない

予算の都合なのかもしれないが、食育という観点では、ワンプレートにまとめすぎだし、月毎に献立の内容がほぼかわらず、

　　不満である。

 栄養が考えられていてありがたいです。

 家では食べてくれない物も園では食べてくれているようなので、調整や味付けを工夫してくれているんだなと感じます！

 栄養バランスや色々な食材がだされているので良い

 栄養価も考えつつ、子供達の好みも踏まえて作って下さってるので有難いです。

 栄養バランスの考えられた食事で、いつも美味しいと言っています。

 好き嫌いも多く大変だったが、給食で色々な食べ物を食べられるようになった。

家でも食べてみようと意欲が出てきたり、食べる量自体も増えて良かった。

 さまざまなメニューがあり、満足しています

 給食は美味しく頂いてるみたいで栄養バランスも良く満足している。

 家では食べてくれない食材も、お友達と一緒だったら、食べれて、そのまま家でも食べてくれる

 バランスの良い給食、感謝です。
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 時々ご飯何々でてきたよーと子供から聞くと好きなのがでてきてよかったねーと話をしてくれます。

好き嫌いせず食べてるみたいで本当にありがたいです。

 家で食べない野菜も、園では残さず食べているようなのですごく美味しいんだと思います。

 小学校に比べて品数も多く、充実した豪華なメニューだと思いました。羨ましいです。

 嫌いな食材も食べれるようになりました

 子ども達から美味しいと聞いています。家のご飯より美味しいと言われました（笑）

 残さず食べるようになった

 いつも迎え時にお腹が空いたと言われますが、お代わりなどは可能なんでしょうか？

食べ盛りに入ったみたいで良いことだと思います。

 好き嫌いだったり、食べるのに疲れちゃったりで残してしまう事も良くあったみたいですが、

先生方も食事中の様子なども教えてくれますし、うちの子から学校のご飯嫌だといったような事を聞いた事がありません。

 メニューが豊富で、毎日美味しそう。

 揚げ物が多いと思う。

 食肉加工品の使用が気になってはいます。こどもには塩分や脂質が多いのではないのかと。

それ以外はお弁当の回数も少なく、行事食にも対応いただき、助かっています。

 子どもが満足している様子を感じるからです。

 栄養バランスやいろいろな食材が使われていて家庭でも参考になります。日々大変かと思いますが、

彩りや毎回ワンプレートなのが、大皿だと子どもが食べにくそうなメニュー多々あり、そこは気になります。

豊見城こども園では給食をランチルームでいただきます。

3歳児はお昼寝の用意があるため、初めはみんなで同じ時間に食事をとりますが、

4～5歳児は子どもそれぞれのお腹の空き具合に合わせ、自ら好きな時に食べに行く形式にしています。

メニューによって「今日は食べてから、遊びの続きをしよう！」　「今日は早く食べられそうだから、遊んでから

食べに行こう！」など、お友だちと一緒に食べられる楽しみを自ら選択できるようにしています。

また、給食の内容は、ゆたか福祉会がコスモ・フーズ（株）に委託し、７年目になります。

栄養士により考えられたバランスの摂れた献立には、季節に応じた食材や沖縄の伝統料理も組み込まれています。

「今日のごはん何かなぁ？」と子ども同士の話し声も聞こえてきますよ。また、展示食はあくまでも目安基準ですので、

実際の量は各年齢や個々に合わせた量になっており、おかわりも可能となっています。
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○　職員の子どもの接し方についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　７１名　　　　 　②概ね満足している　　　　　　１２名

　　③やや不満である　　　　４名　　　　 　④不満である　　　　　　　　　　　０名

 あめとむちがしっかりしてるから。

 クラスの先生皆好きと言っているので、良く接してくれてるのだなと思います。

 先生方を慕っているように感じます。

 先生大好きと話していました。

 先生方素晴らしいと思います！

 初めは嫌がってたけど、通い始めて慣れてきて先生の所行くと、自分から発する様になった。

お迎え時間の時に、少しだけど子供の様子を話してくれるので安心します。

 良く気にかけてくらているように思います。挨拶も声かけしてくれて、良い先生が多いなぁと思います。

 園児のその日あった事などを伝えてくれて、一人一人をよく見てくれているように感じます

 お迎えの際に、園であった事などを細かく伝えてくれて、一人一人をよく見てくれているように感じました。

 家庭で子供から聞く先生達とのやりとりがとても面白いです。楽しい園生活を送れていると感じています。

１人１人にきちんと向き合って接していると感じました。、

 帰宅後、子供と園での１日の話を聞いたら分かります。とても楽しんで過ごしたんだなと。

 子供達の名前を覚えるのがとても早かったと思う。

 先生の話をよく、教えてくれる

 親身になって接してくれている様子が子供の話から伺えます。

 子供はせんせいたちが大好きな様子です。

なかなか先生ともゆっくり話す機会がなく一年過ぎてしまい少し残念に思います。

 お迎えの際に、その日一日の様子を話してくださるので、よく見ていてくれてるんだな、ととても安心感があります。

 いつも明るく、子供達と楽しそうに接している姿を見て安心しています。

 厳しく言うことは厳しく、優しいところは優しく、という雰囲気を感じます。
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 いつも笑顔で声を掛けてもらったり、親身になって対応していただけていると感じます。

 他のクラスの先生も名前を覚えてくれているので、安心する。

 先生方を信頼していますし、大好きなようです

 子供達は優しく、厳しい先生が大好きです！

 子供への接し方や、身上把握がされて満足している。

 子供の口から、「○○先生が～」とか、いろんな先生の名前がよく出てくる

 いつも笑顔でありがとうございます

 自分で自覚させる等、就学に向け声かけなど行われていたと感じる。

 なにもいうことはないです。素晴らしい先生方です。

 担任以外の先生との話もよくしてくれるので、全体的にいい雰囲気なんだと感じます。

 担任以外の職員も名前を覚えて呼んでくれて、とても嬉しいです

 こどもも先生大好きで、いつもあたたかく接していただいているようでした。

 毎日話してくれる、園での出来事の中に先生の話題が入ってます。

 前の園では注意されることばかりだったのに、ここにきてたくさんほめていただいたので感謝しています。

 毎日子ども園であった事やお友だち先生の話などニコニコで楽しそうにお話してるので

 子供に伝える力を育てる為に！という方針は理解出来ますが、

それがうまく伝えられない時の対応をもう少し配慮してもらいたいと思いました。

 子ども達が大好きな雰囲気が感じられるから。子どもも先生が大好きと言っています。

 また、言葉かけなど教育的だなぁと感じられるから。

 子供達皆先生大好きです！

 どの先生も、園児全員の名前を覚えてて、声かけてくれたり、園児のみならず、親へのきめ細かい気配りが素敵です

 いつも笑顔で接してくれるので嬉しいです
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 どの先生方もしっかり名前を覚えて頂き感謝しています。

子供からは中々全先生の名前がすぐには出てこないですが、良くして貰ってます。

 うちの子は先生方が大好きで仲良しのお友達と同じくらい自宅で色んな先生の名前が出てきます。

怖い先生はいるようですが、嫌いなの？とかあの先生イヤなの？と私が聞いても嫌いなどと聞いたことはありませんし、

お迎えの時などでも、先生方の対応で、イヤだなと感じた事はありません。

 子供１人１人のことをしっかりみてくれている。

 挨拶をしてくれたり、名前を呼んで声かけてくれて、気持ちがいい

 クラス以外の先生も声をかけてくれ、雰囲気が良いと思います。

 こどもがたくさんの先生とのエピソードをお名前入りで楽しそうに報告してくれるので。

 他のクラスの先生方も子ども達みんなの名前を覚えてくださっていることに感激しました。

 先生方、いつもニコニコしていて、クラスの子じゃなくても名前を覚えてくださり、叱るときは叱ってくれて、

とても好感がもてます。子供も毎日楽しいようで、色々な話をしてくれます。

たくさんのお褒めの言葉や、貴重なご意見を頂きまして、感謝いたします。

豊見城こども園に通う可愛い子ども達一人ひとりは家族だと思っております。

一日の大半を過ごすこの園で、保育教諭は第２のお父さんお母さんとして、

子ども達に我が子のように愛情を持って接していきたいと思います。

これからも、保護者の皆様の子育てサポーターとして職員一同頑張りたいと思いますので、

何かありましたら気軽にお声かけくださいね。

○　職員の保護者対応についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　６３名　　　　 　②概ね満足している　　　　　　２０名

　　③やや不満である　　　　４名　　　　  ④不満である　　　　　　　　　　　０名

 報告もしてくれて、子供のこと良くみてるから。

 もう少しオーバーなくらい挨拶や声掛けをして頂きたいかなと思った事が何度かありました。

連絡が行き届いていない事もあったのでその辺りを気を付けて頂けたらと思います。

 ちょっと静かな先生もいたけど、 優しい先生ばかりで良かったです。

 子供の相談聞いていただき感謝してます。
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 いつも笑顔で挨拶してくれて気持ちがいいです。

 挨拶もしてくれて、何かあれば、知らせてくれ、丁寧な対応をしていると思います。

 あいさつもしっかりしていて、話しやすい雰囲気を作ってくれています。

 子供の困り事を共に解決しようと親身になっていただけたと思います。本当に感謝しております。

 こまめに情報など教えてもらっているとありがたい気持ちです。

 園に関する意見や提案に関しては、お伝えして、聞いてもらうものの、あまり改善されることはない気がしますが、

　　それ以外のことに関しては満足しています。 お迎えの時に、いいことも悪いことも含め、今日やっていたことを

　　教えてくれるので、子供の様子がわかってすごく嬉しいです（子供からきくだけだと、悪いことはいわないし、

　　話がとびとびだったりするので）

　　年中からは無くなるので残念ですが、日々の連絡ノートのコメントが毎日楽しみでした。

 相談事などにもすぐに対応していただき感謝しています。

 皆さん気持ちの良い挨拶をしていただいていると思います。

 準備するものなど先生によって返答が曖昧なことがあるので統一して把握してほしい。

 笑顔が多く、クラス担任でなくても声かけてくれたり様子を伝えてくれたりするのが嬉しいです。

 子が体調を崩した時や気持ちが不安定になった時、親身になって声を掛けて頂いたり話を聞いて貰えて

支えていただきました。

 相談しやすいです

 情報伝達が不足している。

 送迎時の際、情報提供など懇切丁寧に話してくださり満足している。

 子供の状態で何時もと違うところがあると、ちゃんと教えてくれる

 満足してます。

 今日あった面白いできごとやケガなどの報告をちゃんとしてくれてます。

 どんな時も一生懸命対応してくれるので、相談しやすかったです。

 声をかけると丁寧に教えてくださいました。
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 何事も違うところがあれば、必ず教えてくれる。

 お迎えにきたら気づきやすい仕組みをつくってください。

他のクラスの先生が、顔を覚えてないのはわかるが気づいてくれないのは困る。

 積極的に園での様子を伝えて欲しい。

 質問にはしっかり答えていただけるし、日々の様子も伝えてくれるから。

 たくさん話を聞いてくれて、たくさん救われた。

 いつも笑顔で接してくれるので嬉しいです

 豊見城こども園の男性先生は挨拶ができないのかな？毎日みてますが無愛想で目があっても挨拶がない。

それは子供にも見られてますよ？担任の先生はじめ他の先生方はしっかり笑顔で挨拶して頂けるので気持ち良いです。

後、先生によってその日の様子やお知らせの情報共有がない時があるので疲れてるとは思いますが徹底を

宜しくお願い致します。

 私が不安だと感じている事も、忙しい中しっかりと話を聞いてくれますし対応してくださります。

話し方も丁寧ですし、安心して子供を預けられるなと思っています。

 気軽に、声をかけやすいです。

 特に不満はないです。いつもフレンドリーに接していただき、お話しやすいです。

 送迎時によく子どものエピソードを話して下さるのと、こちらが気になることを相談するとすぐに対応して下さるので

ありがたいです。

保護者の皆様の貴重なご意見、誠にありがとうございます。

情報伝達や挨拶などについて、行き届いていない部分は職員一同改めて気を付けていきます。

働くお父さんお母さんのサポーターとして、大切なお子様をお預かりし、子育てのお手伝いができるように

心掛けていきます。子ども達が楽しく園生活を過ごし、保護者の皆様が安心してお子様を預けられるように、

園での様子やその日の出来事など、小さな事でもお伝えするように心掛けていきます。

皆様の労いのお言葉がたくさんある事にもとても嬉しく感じております。

温かいお言葉は本当に保育教諭の糧になります。より良い保育のために、今後も頑張って参ります。

○　こども園の環境（雰囲気）についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　６５名　　　　　　②概ね満足している　　　　　　２１名

　　③やや不満である　　　　１名　　　   　　④不満である　　　　　　　　　　　０名
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 結構な割合で絵本を借りられずに帰宅してた事がありました。

園庭は新たにブランコやハンモックも出来ていて楽しそうに遊ぶ姿が良く見られました。

 設備や環境は良かったです。 園バスやお昼寝ベッドなど。

 大満足です！

 子供達が伸び伸びと遊べる環境だと思います。

 絵本の貸し出しなど、とても良いと思います。

 良い雰囲気だと思います。

 緑もあり、広場もあり、先生方、園長、の人柄がいいから、園も笑顔に見えました。環境に１００点満点

 日々の様子がわからない分、月に一度の入り口の活動の掲示が楽しみでした。継続していただけたら嬉しいです。

 ベランダのささくれで何度かケガをしたので対策してほしい。

 園庭も広くて体を使って遊べる遊具が多く、満足しています。

施設内の季節に合った飾り付け玄関先のディスプレイ、観葉植物もとてもきれいで落ち着いた雰囲気がいいな、と

思います。 定期的な活動（運動遊びや英語など）や、不定期開催の活動（科学遊びや園外保育など）の時の

子供達の様子を送迎時に確認できたら、帰宅してから子どもとの話題がもっと広がるかなーと感じています。

特別な掲示物の作成でなくても、写真のみの掲示でも、話題の材料になるかなと思います。

 園庭の水捌けも改善され、遊具も増えてますます楽しい場になったと思います。

 テラスでトゲが刺さることが何度かあり何か対応してもらえるといいなと思う。

 鉄棒下の釘が取れてるのを良く見かけるので、ちょっと足に刺さったり、転んだら心配です。

 提示物等、連絡事項について分かりやすく満足している。

 鉄棒の下のクッションが外れやすく、クギがあぶない

 手作りハンモック等あって素敵

 季節感、行事等の雰囲気作りなど工夫されていると感じる。

 すごくキレイにされています。

 園内はいつもキレイにされている感じでとても気持ちよかったです。

園庭も、ブランコやハンモックなど色々追加してくれて、子供達が毎日楽しそうでした。
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 園庭にある遊具が増えて、どれも楽しそうで素敵なもので子どもが喜んでいます

 園庭にある手作りの遊具は工夫されていて、子供も楽しんでいます。

 　ゆたか認定の園庭が好きなので、たまにはむこうの園庭で遊べたらいいのになと思います。

　　掲示板にある毎月の活動の様子は、ブログとは違いクラスごとなので、たくさんの写真があり、

　　クラスの雰囲気がわかりやすく、園での生活が目に見えるようで、とても好きです。

　　ブログが誰でも閲覧できる形になっているので、パスワード等つけて不特定多数の目に触れないように

　 してもいいと思います。また、入園のしおりに誤字、脱字が多いのが気になりました。

 わかりやすく丁寧でした。

 『鉄棒の下のクッションが外れやすく、クギがあぶない。』とアンケートに回答したら、すぐ改善してくれた。

 子どもが楽しそうにしてる

 園庭に手作りハンモック等あって素敵

 満足しているので特にありません。

 雰囲気はとても良いと思います！

絵本も借りてくると夜寝る前に読んで！と持ってきたり、展示物も子供も楽しみにしてたり喜んでいます。写真も楽しみです！

 季節や行事ごとのディスプレイが可愛いく、掃除も整理もできていて素晴らしいと思う。

 園便りも親子で毎月楽しみにしてます。

 特に不満はないです。

 毎週絵本の貸し出しを、子どもが楽しみにしています。家族で子どもが選んでくる絵本を一緒に見るのを

楽しみにしているので、絵本貸し出しは素敵な取り組みだと思います。４・５歳はノートがないので、

クラスでの１日の様子や連絡事項など、クラスLINEか掲示板などに少しでもいいので、書いてもらえると

子どもの話を照らし合わせて、会話ができたり、連絡事項忘れ物などにも困ることがないのかなと思っております。

子ども達がよりのびのびと遊びを充実させられるようにと、泥んこ畑を手作りしたり、遊具を増やしました。

子ども達にも、保護者の皆様にもご好評をいただいて、大変うれしく思います。

また、ご指摘いただいた「すのこ」の件に関しては、豊見城市の保育こども園課に相談をしており、

より安全に過ごせるように対策をしていただく予定です。

保護者の皆様が「安心して我が子を託すことができる環境づくり」を心掛け、これからも園長を中心に、

より良い保育環境整備に職員一同、力を合わせて最大の努力をして参ります。

今後もお気づきの点がございましたら、どうぞお知らせくださいませ。

また、豊見城こども園のHPでは、日々の子ども達の活動の様子をブログに載せています。更新通知メールの

登録をしていただくと、ブログをアップした際に自動的にメールが届きますのでぜひご登録下さい。
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○　保育士不足が深刻な社会問題となっています。保育士の負担軽減や

　　 働き方改革についてご意見をお聞かせ下さい。

 大変だと思いますががんばってください。 もっと働きやすい環境になるようになってほしいです。

 土曜日は交代制で休みの日を作る

 保育士がもう少し増えると良いのかな？と思います。

 保育の現場はもっと評価されるべきだと思います。国に働きかける必要を感じます。

 かけもち就労認めた上でその園自体が待機児童をなくす努力を惜しまない事。

 市、県、国も一緒になって取り組んでいかなければ解決には至らないと考えます。

会社的な思考（現制度の変更）も入れていかなければ、保育士の所得をあげるのは難しいと思います。

公務から民間へというのであれば、限られた補助金以外の部分を園が増やせる（園、職員の質が他園より高いなど）

制度が必要と思います。そうすれば、各園が切磋琢磨して質もあがり、親も差のある保育料に理解をしめしてくれるのでは

ないでしょうか。国が多額の借金を抱えてる状況で今までのような社会主義的な予算の分配は無理です。

程度な差がなければ保育士の所得向上はないかと

 保育士の負担軽減や働き方改革があると思うのですが、両親とも土曜日に仕事があるので、

できれば毎週土曜日も保育をお願いしたいです。

 土曜日の合同保育の取り組みもいいと思います。

 時短や休みを取りやすい環境、手当面での優遇等が充実してくれればよいと思います

 保育士さんだけではなく、今はコロナのこともあり全ての労働者の方が大変です。

 先生方には感謝しかないので、お休み取れるようにして頂きたいです。

 年長という事もあり、土曜保育は利用しなかったのですが、こどもとの時間も過ごせ、成長も身近に感じれたので、

私的には良かった。

 給料の支給額改善。

 カリキュラムをもう少しゆったりして保育士の負担を減らしてはいかがでしょうか。

 保育士不足の中、一生懸命子ども達と向き合っている先生方の姿には感謝しかないです。

家庭に向けての協力願い、家庭と保育園との連携の中でこの状況を乗り越えながら、

保育士が増えてく為の対策が追いついてくれる事を切に願います。

 わかりません。 すいません。
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 やりがいの搾取になっていないか、経営陣、上司が客観的に見つめ直す時期にきていると思う。

 働き方改革は必要なのですが、もう少し土曜日保育の日があると土曜日も仕事の方は助かると思います。

 先生方には感謝しかないのでお休みなどきちんと取れるシステムは良いと思う

 もっと給与を上げてほしい。子どもへの対応のみならず、親御さんのケアも保育士が担ってるから、

保育士がゆっくり休んで、仕事に取り組めるよう、預ける側も協力したい。

 園での対立を無くし職員一人一人が働きやすい環境（企業努力、部下の意見も尊重する事）や、

辞めさせずに負担を減らすのであれば単純に給与ＵＰを少しでもし、職員がこの会社（ゆたか認定こども園）で良かったと

思われる環境作りをお願い致します。職員のモチベーションを維持する事は難しいですが、出来る事がまだまだあるはず。

保育士と言う仕事柄休みが明らかに少ない為、離職率が高いと思うので、もう少しシフト制でも良いので

休みを増やしてあげて欲しい。

 先生方もお休みも少ない中、仕事量も多いと思います。そんな中、先生方がしっかり体調を整え保育してくださって、

子供達と向き合ってくれていてとても感謝してます。 なので、保護者側も協力できるところは協力していけたらなと

思います。保護者もお仕事があり、難しい部分もあると思いますが、少しでも先生方の負担が減るようにしていけたら

いいですね！

 社会的な給与（処遇）保証が必要ではないのかな？と。長く続けて頂くための、保育園時間短縮も理解は出きるのですが

ただ、土日勤、祝日出勤のある職場からするとの職場預け先があると助かります。

 土曜保育は可能な限り利用を控えるなど協力したいと思います。

保育士の負担軽減や働き方改革についての貴重なご意見、ありがとうございました。

みなさまの土曜日の家庭保育へのご協力のおかげで、職員の園内研修を行うことができたり、

職員の休みを取得することができたりしていること、心から感謝しております。

中には、保護者として協力できることはないかと考えて下さる温かいお言葉もあり、

本当に有り難く感じております。園としても、職員ひとりひとりが、安心して長く働き続けられるような

職場環境を作っていけるように今後も模索し続けていきたいと思います。

○　その他何かご意見等がございましたらお聞かせ下さい。

 一年間ありがとうございました。 前よりは子供も大きく成長しました。

 しの先生はいつも明るく元気に挨拶してくれて、下の兄弟にも声掛けなどしてくれたおかげで、下の子も

恥ずかしがりながらも、家では先生の話もしていました。本人だけではなく気さくに声をかけてくれて好感を持てました。

 楽しく過ごせるように配慮していただきありがとうございました！
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 毎日楽しく通わせていただきありがとうございます。 先生方には感謝しております。

卒園まであと少しですがよろしくお願いします。ありがとうございました♡

 一年間でしたが、子どもにとって充実した、こども園での期間でした。

成長を日々感じることが出来たのも、先生方のおかげだと思っています。 ありがとうございました。

 いつも、子供達を可愛がって頂きありがとうございます。お陰で子供も伸び伸びと毎日楽しく通う事が出来てます！

保護者の私からは、もう少し先生と会話が出来たら嬉しいです(^^)

１年間、ありがとうございます。

 コロナで色々と活動や教育に難しい１年でしたが、その中できる事をやっていただき、

園児達にとってはいい１年になったのではないかと思います。 ありがとうございました！

 いつも子供を預かって頂き、安心して仕事に行けます。

毎日毎日たくさんの子供達の保育大変だと思いますがこれからも、宜しくお願いします！

 いつも子供達のことを考えていただき、いろいろな事を経験させていただき、ありがとうございます。

 今回色んな事を子供、親自身学ぶ事が沢山出来た事に感謝してます。、本当にありがとうございました。

 豊見城こども園の先生方は担任はもちろんですが、別のクラスの先生方も挨拶、笑顔がとても素晴らしいと思います。

いつもありがとうございます。

 いつも、温かく見守っていただきありがとうございます。

 今年度は新型コロナに振り回された１年となりました。こども園は集団生活のため常に感染の危険と隣り合わせの中、

感染の不安や恐怖と戦いながら子供達のために毎日保育を継続していただき感謝の気持ちでいっぱいです。

感染者が出たことを責める人は居ません。

 いつも楽しそうに登園するのは先生方のおかげだと思います。

たくさん遊んでいただいて、よく見ていただいて、ありがとうございます。本当に感謝しかありません。

 いつもありがとうございます！

 いつもお世話になりありがとうございます。 ちょっとしたことでも子どもの様子を聞けると嬉しく思います。

保育内容も充実しているので日々話を聞くことも楽しみです。 園庭のお花も癒されています。

これからも宜しくお願いします。

 いつも子どもたちと笑顔で対応してくれてありがとうございます。

先生方も一緒になって楽しそうな時間を過ごしている子どもたちをみて安心してます。 これからもよろしくおねがいします。

 いつも真摯に子どもたちの事を考え、明るく楽しい雰囲気で対応してくださりありがとうございます！

子も親も、先生方に支えられて生活を送ることが出来ており、本当に感謝してもしきれません。
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 いつも楽しい活動ありがとうございます！先生方が色々考えて楽しませてくれてるんだろうなぁと思います。

ブログで園の様子を見れるのも良いです。いつも楽しみに見てます。

 充実した園での生活で、いろんなことを体験させて頂いて大変感謝しています。

こどもたちは先生方が大好きなので、こどもたちに対してたくさんの愛情を注いでくださっているのがわかります。

いつもいつもありがとうございます。

 毎日子供達の相手はとても大変なのにありがとうございますm(__)m

今日はこんな事ありました。と先生からのお話が楽しみです♪

 園では子供が大変お世話になりました。

 先生の素敵な笑顔でこども達も笑顔になって嬉しいです

 温かい先生方に見守られ、元気に楽しく過ごせた事に感謝です。

今年度は、コロナという未知なるウィルスに対しての対応、色々大変だったと思いますが、

みんな元気に過ごせてとても良かったです。ありがとうございます。

 ２年５ヶ月間本当にありがとうございました。先生方に支えてもらった娘はもう一年生。

ここまで娘が成長できたのもいい先生方に恵まれたからだと思います。たくさんの思い出、本当にありがとうございました。

 この１年で子供の成長をすごく実感しています。子供達のやる気を引き出すのが上手な先生がたくさん集まってる

学校なんだと感じました。豊見城こども園を選んで本当によかったと思っています。

 先生方が皆人柄がよく、明るく丁寧で親子とも安心して保育園生活を送ることができました。 ありがとうございました。

 子ども達に元気パワーやチャレンジする勇気を教えて頂き感謝します。ヘタレな息子が日々チャレンジする事で

出来なかった事ができるようになって少しずつ自信をつけて前向きに進む姿に親も学ばされてます。

 この一年で本当に成長させてくれて感謝でいっぱいです。 ありがとうございました！

 上の子から何年もお世話になりました。親子で楽しく通わせて頂き、子供らも頼もしく成長しました。

大変感謝しております。

 クラス担任以外の先生も名前を覚えていてくれていて声かけしてくれるなど、

全体で子ども達を見守っている雰囲気がとても良かったです。子どもも先生方、子ども園のことが大好きでした。

お出かけ保育も多く、文字のお稽古から英語、遊道体操など充実した園生活を送れたと思います。ありがとうございました。

 卒園式、とても良かったです。 子供たち、先生が涙しているのを見て、もらい泣きしました。

それだけ、お互いに想いがあるのだなと感じました。 コロナ禍で大変な中、子供たちと一生懸命向き合っていただき

ありがとうございます。感謝です。
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 一年間ありがとうございました。保育士さんは、子どもを預かるだけじゃなく、お父さんお母さんたちのこともよく見てて、

話を聞いてくれたりして、とても助かりました。何度も救われました。ありがとう。

 動くのが好きなのでまさ先生の運動遊びがあるといつも喜んでます

 補足ですみません。 豊見城こども園側の保護者の駐車場で毎日毎日、駐車スペースではない場所

（階段下手前と小学校内のスペース）に停めてる輩（ダメ親）がいるので禁止させてほしい。

コーンを置くとか張り紙するなど規制して下さい。子供達が階段から降りてきた際に見えずらいので危ないです。

いつか事故が起こります。

 先生方には日々感謝しかないです！相談などもしやすいですし、一緒に寄り添い子供が成長できる環境を

作ってくれていてありがたいです。うちの子は入園時から、担任の先生はもちろん、担任の先生でなくても

好きだと言っている先生がたくさんいて、怖いけど好きな先生も何人かいますが、嫌いな先生はいないと言います。

担任の先生方はしっかり子供達向き合い、一緒に子供を成長させてくれていますし、担任ではない先生方もうちの子と

楽しく遊んでくれたり怒ってくれたりお迎え時にうちの子について沢山お話してくれたりします。怖いけど好きな先生は

子供達に対して厳しいのかもしれませんが、嫌いではないのはうちの子を想い、しっかり指導してくれていて、

それが子供に伝わっているからこそ「怖いから、嫌い」ではなく「怖いけど、でも好き」なんだと思っています。

素敵な先生方に保育してもらえて嬉しく思います。来年度も宜しくお願いします！

 コロナもあり短い一年でしたが、イベントやお散歩、バスに乗っての園外保育など、いろいろあって毎日学校に行くのが

楽しみと言っていました。家庭では経験できない遊びや運動も先生方やお友達とやって成長しているのも感じましたし、

何より先生方ひとりひとりが子供達をよくみてくれているなと思いました。帰りの挨拶でタッチしたりギュッと抱きしめてくれる

先生とこどもの姿をみると、こっちまで穏やかな気持ちになりました。豊見城こども園で良かったと思います。

一年間本当にありがとうございました。

 私達夫婦に変わり、しっかりとお世話をしてくださりありがとうございます。お陰さまでこどもも元気に成長できています。

これからもどうぞ宜しくお願いいたします。

 ほし組の先生方を初め、みなさんがいつもニコニコされていて、雰囲気も良く、

どの子ども達に平等に接してくださっているので安心して預けています。今後とも育児のことなど色々と教えて欲しいです。

 子どものためにと愛情持って接して下さる様子が伝わります。ありがとうございます。

 環境や保育内容などいろいろと考えてくださり、子どもが楽しく園生活を送ることができました。

いつもありがとうございます。

３月になり、先生がかわってしまうことが嫌だといっています。それほど、信頼関係を築いてくださっていること、

いいことは誉めてくださり、悪いことはきちんと叱ってくれていること、とても感謝しています。

　　園での生活を通して、子供の新たな一面がみれたり、遊びの幅が広がっていくのを感じます。

　　毎日、本当にありがとうございます。
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こども園、そして働く保育教諭に対する、たくさんの励ましやねぎらいの言葉をいただきまして、

ありがとうございました。温かいお気持ちの数々、とても嬉しく思います。

アンケートを見た保育教諭は皆とても喜んでいました。保護者の皆様のお言葉は、保育教諭の胸にずっと残り、

これからの大きな励みとなり、力となります。本当にありがとうございます。

保育教諭が子どもたちと一生懸命向き合うことができるのも、皆様のご理解やご協力のおかげがあったからこそ

だと思っております。これからも子ども達の成長を見守り第２のお家として、楽しく過ごせる環境を提供できるように

職員一同力を合わせて参ります。

駐車場の件につきましては、豊見城小学校の先生にもご協力いただいておりますが、駐車場を利用される保護者の

みなさまにもお子さんの安全を守るためのご理解とご協力をお願いいたします。

園の職員は、保護者の皆さんが安心してお子様をお預けできるよう、第２のお父さん、お母さんとなり、

子育てのパートナーとなれるように努めて参ります。

お忙しい中、令和２年度保護者アンケートにご協力頂き、ありがとうございました。

これからも保護者のみなさまと連携しながら、『豊見城こども園の保育』を大切にしていけたら幸いです。

貴重なご意見を本当にありがとうございました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
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 献立メニューの内容が被りすぎ ポーク、マヨネーズ使用が多い 食器をご飯とおかずでわけてほしい 野菜が少ない

 家では食べてくれない物も園では食べてくれているようなので、調整や味付けを工夫してくれているんだなと感じます！
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思われる環境作りをお願い致します。職員のモチベーションを維持する事は難しいですが、出来る事がまだまだあるはず。

 社会的な給与（処遇）保証が必要ではないのかな？と。長く続けて頂くための、保育園時間短縮も理解は出きるのですが
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