
○　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　    ５８名　　　    　　②概ね満足している　　　５名

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

・今まであまり経験できなかったこどができて、本人も自信がついているようなので満足しています。

・今までより活発になり、色々な体験をさせてもらえたり、勉強面でも数字や文字が読めたりかなり成長を感じられます

・先生と家族との話を聞いて、良し悪しを学び園生活を楽しんでいる姿が見られるので先生方には感謝しています

　お友だちと遊んだこと先生方と過ごした園での時間「楽しかった！」の一声ですが、子どもを通して

　伝わってくることがうれしいです。

・体をたくさん動かしたり、バスで遠くへお出かけしたり、色々なことを学んで毎日楽しそうにしています。

・お迎え時、いつも楽しそうにしているし、園での出来事をよく話してくれているので充実しているんだろうなと

・先生方が優しく、相談にものってくれて、何より子どもが生き生きしている。

・毎日違った設定があり、子どもも帰ってくると「〇〇やったよ」「○○が楽しかった」と報告してくれて、聞いていても

　「私もやってみたい」というような内容なので大変満足しています。

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？

　平成３０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」に記入した方のみ公表しました。

　　・自宅から近いから　　　５０名　　　・保育内容　　２５名　　　・園庭が広い　　５名

　　・先生の雰囲気　　１１名　　　・定員が空いてたから　　５名　　　・園長先生の人柄　　６名

　　・職場に近い・通勤途中　　　０名　　　・園見学をして　　　３名　　　・給食　　　１３名

　　・保育時間　　　６名　　　・特に理由はない　　　０名　　　　その他　　　１５名

回答率６４％

ご意見・ご提案



・入園オリエンテーションの頃から行事や園外保育等が多く楽しそうだと感じていましたが、実際に子どもも本当

　ようで、色々話してくれるし、「あと何回寝たら○○♪」と毎回楽しみにしています。

・文字のおけいこや英語レッスンを受けるようになって、この１年間で文字も書けるようになり、物の名前を

　英語で言ったりとすごく成長を感じる。

・園に行くのを楽しんでいるのが分かります。園に行きたがらないなどもなく、園での行事をとても楽しみにしています

　バスでのお出かけ、イベントも盛りだくさんで普段体験できない刺激があり、子どもも喜んでいます。

・園庭でのびのび走り回っている子ども達を見ていると気持ちがいいです。それに先生たちの雰囲気もとても良く

　いつもニコニコ話してくれます。保育内容もとても満足しています。

・「明日は何があるの～？」と積極的に聞いてきます。「今日のデザートはなんだったでしょうか？」とか

　○○さんと楽しく遊んだ～！とか楽しそうに伝えてくれます。

・幼稚園ではできなかった体操や造形などが出来て良かったと思う。悩みにも真剣にのってくださり

　園での声かけもしてくれました。

・日々、色々なカリキュラムがあるので子どもも刺激があり「楽しい！！」と話しております。 

　また、園外保育など、さまざまな体験ができ感謝しています。

・内容がとても充実していて、子ども達にとっても多くの学びの機会がある。

・先生方が子ども一人ひとりとしっかり向き合い接してくれている。

　毎日登園が楽しくて「お迎え遅く来てね」と言われます。（笑）

・毎日行きたいとよく話していて、表情がいきいきとしている。

・子どもがのびのびとしている姿がみられたり、先生方が子ども達一人ひとりにきちんと接している様子が見られたので

　安心して預けられます。

・園外行事で色々な所へお出かけしたことがとても楽しかったようです。乗馬体験や美ら海水族館へはなかなか

　行く事がないので特に思い出深いです。

・お迎えに行った時にお友だちと仲良く遊んでいる姿が見られたり、なかなか帰ろうとしないで「これ出来るよ！

　など、家でも今日こんな事したよ。など園での出来事を自分から話してくることが多くなった。

・遠出の時は気になるが子どもも楽しく園生活を送っているし、色々な体験や経験ができていると感じた。

　少しずつ自分の事は自分でできるようになり、とても成長を目に見えているので良かった。

・前より、行きしぶりが減り、楽しかった話をしてくれるようになった。

・子どもの成長も見て取れるし、言葉使いも丁寧で家にいても園で教えられている事をちゃんと守っているように

・週末のお休みになると学校に行きたがるのでとても楽しんでいるようです。



・外あそびをたくさん取り入れて下さり、子どもも積極的に運動に取り組むようになったのが良かったです。

・文字のおけいこ、英語レッスン、体操、園外保育など、とても充実した保育内容だと感じています。

　子ども達の可能性を引き出すチャンスを与えてもらっていると思います。

・体操や英語レッスン、文字のおけいこ等、体と頭の成長にバランスよく教育して頂けて、

　この１年間で子どもの成長をすごく感じた。

・鉄棒や竹馬など、色々な事に挑戦しているみたいで、「これ出来たよ～！」と嬉しそうに話します。

・バスがあり普段の保育の中でも遠出できてて楽しそう。先を見据えた保育・教育をして頂きありがたい。

　（小学校入学へ向けての学習や給食時間など）

　たくさんのお褒めのお言葉ありがとうございます。保育教諭もやりがいを感じ、これからの

　保育の活力になります。

　　年齢を重ねるごとに活動が増え、体験学習・見学学習をたくさん取り入れています。また、

　子ども達の「これなに?」「やってみたい！」等に耳を傾け、課題に沿ってみんなで取り組んだり、

　図鑑を見ながらお散歩し、子ども同士で発見や驚きを共感するといった子ども達の声を大事にしています

　具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方、考え方を生かし、自立心を育てる

　お手伝いに心掛けています。

　また、各クラスでコーナー保育を充実させ、一人で集中する場所・子ども同士で協力仕合う場所

　くつろげる場所で、子ども達が今何を求めているのか等、環境作りも大切にしています。

　　子ども達が日々楽しい！と思える環境をこれからも確立する為、子どもと担任との信頼

　関係を築き、第２のお父さん・お母さんを目指していきます。

　保育教諭が子ども達と向き合い楽しく保育できるのは、保護者の皆様のご協力あっての事だと

　心から感じております。これからも豊見城こども園を宜しくお願い致します。

○　行事について、親子の行事に参加をされて、どう思われましたか？

　　①満足している　　　５２名　　　　　②概ね満足している　　　　９名

　　③やや不満である　　　２名　　　 　④不満である　　　　　　　０名

・先生方のご指導のおかげで子ども成長が見られ、満足しています。

・安全等を気をつけているところ。

・日々の子ども達の園での様子を見れる機会がたくさんあることは親としてとても嬉しいです。

　見て安心して子どもの成長を感じています。仕事をしている為時間が作れず参加できない事もあったりしますが

先生方が一生懸命考えて子ども達に向き合って行っていて、子どもがそれに答えるように楽しく嬉しそうにしている



　ブログでその様子が見れたりすることにとてもありがたく思っています。

・日々練習を頑張ってきた成果を感じられ、家庭内とは違った子どもの生活が見られるので満足している。

・子どもとの関わりが出来ていいと思いました。

・毎回、親子で楽しんで参加させて頂いています。プログラムなど、段取りがスムーズなので、働いている方でも

　参加しやすいと思います。

・幼稚園の運動会は小学校と合同で出番も少なかったのですが、今年度は園児一人ひとりにスポットライトが当たり

　また、クラスごとの団結力などが感じられ感動しました。他の行事においても園での様子や雰囲気を感じることが

　出来るので貴重な時間です。

・英語レッスンやSK体操をどのようにしているか知ることができて良かったです。

・給食参観や親子英会話は特に普段の様子が見られて良かったです。運動会、生活発表会、マラソン大会なども

　子ども達の頑張りが見られて良かったです。

・色々な行事に参加出来てすごく楽しかっした、おじいちゃん、おばあちゃんも孫の成長を一緒に感じることが出来

・行事の回数が多くもなく、適度で仕事をしているのとてもバランスが良いと思います。発表会などの衣装も先生達が一生懸命作

　いたりと、熱心だなと感じます。

・親子行事は子どもと参加して楽しく一緒にできるのでいい。少し個々のスペースが狭いかな？

・給食参観では、どのような食事なのかとか、子どもの食事の姿勢が見れたりしてとても良かったです。

・今まで同じような行事ばかりだったけど、違っていて面白かった。

・先生方が一生懸命に取り組んでいるので、保護者の立場からも協力したいと思った。

・親子で体験した紅型バック作りなど、手作りの良さを改めて感じました。カレー子ども達が材料を切ったことで

　美味しさUPしたようでした。お招き会などもとても感動しました。

・親子で参加できるのでコミュニケーションをとりながらたくさんの思い出作りができ良かったと思います。

　また、日頃の園での様子が見れることが良かったです。

・各行事とても満足しています。特に運動会や発表会で新しい事にチャレンジしている姿は感動しました。

・子ども達のいきいきとした表情など楽しんでいる様子が伺えた。参加でき、楽しませてもらいました。

・日頃の保育内容がわかるのでとても楽しい。そして、先生方の熱意が伝わってきます。

・親子での行事もたくさんあり、子どもとの貴重な時間を過ごす事ができました。運動会や発表会だけではなく、

　給食参観、SK体操見学、英語レッスン見学があり、園での子どもの姿が見れてすごく良かったです。

　また、発表会の衣装も丁寧ですごかったです。



・運動会でのエイサーや発表会のセリフなど家でよく練習していました。その中でクラスのお友だちも増えていったように

　思います。みんなで１つの事をやり遂げる達成感を経験することができました。

・他の保護者とも話ができたり、先生たちとも身近に感じます。（子どもも楽しんでいます。）

・初めてのこども園なので、何もかもが新鮮で、親子行事もたくさんあって一緒に楽しめてすごく良かったです。

・一人ひとりに合った成長を発表する事は本当に難しいと思います。だけど、子ども達の意見ややる気を尊重しながら

　一人ひとりの個性も大事にし、集団でのまとまり方も良かったと思います。

・充実していた。運動会、発表会等の行事で子ども達が堂々とした態度で演じていた。

・先生たちが親にも気遣ってくれて各行事に参加できて楽しませてもらえました。子どもから学校の話をしてくれる

　のは、先生たちの対応が良いからだと思います。

・発表会を２部構成にするなど、配慮してくれている。

・内容はもちろん、先生方の下準備も完璧で楽しめました。

・子ども達はもちろん、職員の方々も一生懸命行事に参加していて、毎回素晴らしいものになっていると感じました

　個人的に、園長先生の挨拶はいつも感心するものがあり、子ども達のことをちゃんと見て考えて下さっているんだなと

　思います。

・担任の先生も園での様子を細かく伝えてくれるのでありがたい。

・子ども達が一生懸命がんばっていたことはもちろん、先生たちも本当に一生懸命教えてくれる姿が伝わりました

・いつも子ども達の事を考えてくれているのが伝わり、子ども達が楽しんでいる事も伝わります。

・普段の園での生活が見れたり、お友だちと触れ合えたりするので楽しいです。

・運動会では、保育園の頃とは全く違い、成長をすごく感じ、感動しました。

・運動会のバルーンは特に感動しました。英語レッスンは普段の様子が見れてとても良かったです。

　午後、保育がないのは仕事をしていると大変だったと思います。今年は育休中だったので対応できましたが。

・内容等についてや、子どもの参加の様子は概ね良く感じているが、平日の行事が多く、日程確保できない日が

　あったのは残念だった。

・親子の行事は大事で、必要な事だと思います。親子の行事が平日に入っていましたが、午後の保育が無いのは

　大変困りました。改善をお願いします。

・発表会やマラソン大会などに参加して本番に向けて練習したり、緊張しつつもやりきる姿に成長を感じました。

　平日に行う行事がほとんどで父親が仕事を休めず一度も参加できなかったのが少し残念に感じました。

・行事にはとても満足しています。先日のアルバム作りも楽しかったです。午後の保育もあると働いている親としては助かります

・行事内容には満足していますが、平日というのが….



・生活発表会やアルバム作り等が平日が多かったので、土曜日に企画してくれたら助かります。

　　たくさんの行事へのご参加・ご協力ありがとうございます。

　子ども達は行事を通して少しずつ成長していきます。また保護者から「すごいね」　「じょうずだったよ

　言葉かけで自信がつき、次への意欲にもつながります。

　保護者や保育教諭からの励まし、褒め言葉はとても大切で、子ども達の心をゆたかに育んでいきます。

　これからも職員一同磨きをかけ、子ども達も保護者の皆さまも一緒になって楽しい！と思える行事に

　していきたいと考えています。たくさんの行事を通し、保護者と保育教諭との共通の話題からより良い

　築けるのかなと考えます。また、行事あとの午後は、園内研修や勉強会を実施し、保育教諭の資質向上

専門性の強化に向けて取り組んでおります。職員一人ひとりが資質向上することで子ども達にとって

より良い教育・保育となるよう職員一同頑張っていますのでご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

○　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　　　５５名　　　　　②概ね満足している　　　　５名

　　③やや不満である　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　０　　名

・給食の内容が充実していることや、子どもが毎回完食できているので満足しています。

・普通食の献立とアレルギー食の献立の見た目などほとんど変わらないように工夫されていて感動しました。

・栄養バランスはもちろん、アレルギーの対応など考えてくれているので安心しています。食事をするスピードや

　苦手な食事があっても食べているみたいなので、とても成長を感じます。食べる量も子どもに合わせてくれている

　ので少しづつ食べる力がついていると思います。家でも食べる力がついている姿が見られます。

・毎日残さず食べ、足りない場合はおかわりもさせてもらっているようで、美味しくいただいていると感じています

・苦手なものも、励ましてもらいながら少しづつ食べているようで、「納豆少し食べられたよー」など

　自信にもなっているようです。

・あまり見たことはないですが、「おいしい」と言っていたので

・いつも大盛りモリモリ食べているようで大満足です。

・バランス、量、美味しさは完璧ですね。給食参観で食べておいしかったです。

・果物嫌いだったのに毎日の給食で食べられるようになりました。市の給食は毎日出てはないので

　これもゆたか福祉会のおかげだと思います。ありがとうございます。

・給食のお野菜を食べていたので良かったです。

・温かい食事、栄養バランス 高です。



・量も適量だと思います。子どもも「今日○○○だった～」と話してくれます。

・幼稚園の時の給食は、小学校と同じ給食で、かなり質素な感じでした。なので、初めて園の給食を見た時は

　量もすごいと思いましたが、内容が豪華に感じてしまうほど大満足でした。ゆたか福祉会の給食は 高です。

・この１年で食べる量が増えて、何でも食べられるようになってすごく感謝です。以前とくらべ味もすごくおいしいそうです

・栄養のバランスが考えられていて満足です。普段家で食べれないようなメニューもあり、子どもも初めは好き嫌

　多かったのが改善され何でもよく食べるようになりました。

・給食はすごく満足しています。毎日おいしそうです。

・子どもも今日の給食美味しかった！！といつも話してくれます。

・個々に量を調整して頂いているようで、本人も「全部食べれたよ！」とか「おいしかったから全部食べれたよ！」

・昼食やおやつを毎日ゆたか保育園から手作りで、温かい状態で提供してくれているのでとてもありがたいです。

　子どもも「今日は○○食べたよ～」「美味しかった」など嬉しそうにお話してくれます。ありがとうございます

・うちの子は食べるのが遅いので、少なめに入れて時間内に食べきれるようにしてくれたり良かったです。

・味付けもおいしいと話しております。

・好きな物が出ると、迎えた時に「今日は好きなものが出たからおかわりしたよ」とか、嫌いな物が出た時は

　「今日は嫌いな物が出たけど頑張って食べた」とよく話してくれます。

・バランスもしっかり考えられていて大変良いと思います。

・子どもから給食が美味しい、給食が楽しみという言葉がよく聞かれる。おやつも毎日の楽しみの１つのようで

　おやつ前に迎えてしまうと泣くほど残念がっています。（笑）

・メニューが豊富で美味しそう。

・毎日残さず食べているみたいなので良かったです。

・毎日「今日の給食は何だったよー！」「野菜あったけど食べれたー！」と話してくれます。

　無理のない量などでいいと思います。

・給食はとても美味しかったようです。献立は我が家でも参考にしています。

　毎日の果物はぜひ今後も続けてほしいです。

・おかわりもできるみたいなのでいいと思います。

・本人が好きなパンが出てこないけど、フルーツが沢山出てくると言っているので保護者からは嬉しい。

　と伝えてくれます。苦手な野菜も少しずつ頑張ってくれてます。

・量は少し多めと言っていますが美味しいと言ってます。



　フルーツは家でも出したいが毎日となると難しいので給食だけでも出して頂けるとありがたい。

・以前に比べると質・量ともにかなり良くなっている

・たまに、「今日の給食○○だった」と話してくれて自分で食べられる量を食べているようです。

・「美味しかった」とよく報告してくれますとても充実していて大変満足です。

・バラエティー豊富な献立で、食材も多く使っているのでとても素晴らしい内容だと思います。

　子どもに聞いてもおいしく食べていると言ってました。

・生野菜やフルーツが苦手でしたが、この１年でとても食べれるようになりました。特に、サラダは子どもから

　給食の味付けにしてほしいと言われたこともあります。

・揚げ物が多いと思います。家では焼き魚とか出す機会が少ないので…。園でみんなと一緒に食べているんだよ～

　こんなメニューもあるんだ、こんなものも食べれるんだーと参考になります。給食は好みもあると思いますがおいしいー

　と言ってます。時々「今日の給食みてー」と子どもが言ってくるので美味しかったんだなぁーと感じています。

　おやつの内容にもよると思いますが、 近出たカレーまんはおかわりが欲しかったようで家でも食べたいと

　言っていました。おやつも美味しいみたいで満足です。手作りで安心しています。

　小学校のアレルギーでも対応が難しいのに、子ども園はおやつまで対応しててすごいと思いました。

・家に帰ってきてお腹すいたというのがよくあるので、給食の量がすこし少ないのかなって思うことがあります。

・給食のデザートがなかったとか、食べれなかったときいたこともあるので、その話を聞いたときはちょっと…。

・少し量が少ないような感じがしました。

・量が少ないようだが、足りない子にはおかわり等もあるといいと思う。

　ゆたか福祉会がコスモ・フーズ(株)に委託し、5年目になります。栄養士によるバランスの摂れた献立を

　毎月提供され、季節に応じた食材や伝統料理を組み入れており、子ども達は毎日のように

　「きょうのごはん何かなぁ～」など、子ども達同士の声も聞かれますよ。子どもによって食の変動があり

　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、子ども達の希望で

　おかわりも可能となってます。　

　また、子ども達が楽しく食に関心を持つよう、各クラスでは季節の野菜を栽培し、その野菜を使用した

　クッキングを行い、子ども達と楽しい食育を行っています。

　今年度は、味噌作りや石うすで大豆をすりつぶして豆腐屋さんとゆし豆腐作りも行い、

　子ども達も食（大豆）について学ぶことが出来ました。

○　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　　　　　56名　　　　 　②概ね満足している　　　　　　5名

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

・クラス担任ではない先生方にも名前を覚えていただいて声かけをして下さるので子どもも嬉しそうです。



・いつも笑顔でお話をされている

  

・担任の先生大好きと話してくれますし、話し方や接し方を見ていても愛情があって安心して預けることができます

・子どもと先生との関係はご縁なので子どもに必要な指導をして頂けていると感じています。とてもメリハリのある

　ご指導のおかげで末っ子であまえ上手な子どももしっかり自分でやっていこうとする意識が少しづつ芽生えてきている

　ように思えます。

・沢山の先生方から声かけされてとても喜んで話しをしている。家でもその日あった事「○○先生とさぁ～」と

　よく話しをしている

・よく「○○先生面白いよ～」と担任以外の名前も何人も出して話してくれます。送迎の際もどの先生も笑顔で

　話しかけて下さり、本人もとても嬉しそうにしています。

・園での様子をよく話してくれるので子どもと接している事が分かり安心します。

・会話の中で先生の名前もよく出てくるので、先生の事好きなんだなぁ～と感じます。

・保育士さんのお仕事は本当に大変だと思います。そんな中でもいつも子ども、親の話に親身に対応している

　姿に感謝しております。

・入園前の説明会で、顔を見てすぐに何人かの先生が名前を呼んでくれました。とても嬉しかったです。

　今でも、担任に関わらず名前を呼んで挨拶してくれたりなど安心します。

・先生のことが大好きです。いつもサポートして頂きありがとうございます。

・すばらしい！！笑顔もGOOD！

・入園当初は○○先生はいいけど、○○先生は怒るとこわいから嫌と言っていましたが、今ではどの先生の

　ことも好きなようです。他のクラスの先生方も笑顔で接して話してくださり分け隔てなく、満足しています。

・一人ひとりよく見てくれていると思います。

・子どもの目線で話してくれる。

・女性の先生方はいつでも笑顔で明るくお話されるのでこちらも気持ちよく話ができる。

・先生が、笑顔で対応してくれ、子どもも先生のことが大好きなのがよくわかります。先生の優しい接し方で

　子どもも安心しており園生活を楽しめているので感謝しています。

・個人への声かけなどは、しっかりやってくれているので満足しています。

・子どもたちにわかりやすいように目線もあわせてゆっくり話しているのを見たことがあります。しっかり一人ひとり

　目を向けて接していると思います。

・ 初は担任の先生にしか帰りの挨拶をしていなかったけど、今はどの先生にも挨拶が出来ていて（子どもが）

　普段から色々な先生が子ども達と接していると思いました。子どもは正直なのですぐ態度でわかります。



・一番印象に残っているのは、先生たちがいつも笑顔だったことです。また、一人ひとりの良いところ、

　悪いところをきちんと理解して接してくれ、良い方向に伸ばしてくれたと思います。

・子どもが担任の先生のことを好きといっているので、一生懸命保育してくれていると感じています。

　何か問題のあった日はちゃんとお迎え時に話してくれるので、親としても家庭で気をつけることがあったりして

　ありがたいです。

・全職員がいつも声かけてくれるので安心しました。 

・子どもが心を開いていると感じたので。

・問題があったときも対処してくれた。

・楽しい関わりの中にもしっかりとした躾の様子が伺えた。

・みんな親身になって接ししているように感じた。

・先生はとても大好きな事が伝わってきます。子どものペースで話をしてくれたりして聞いてくれたり

　とても感謝しています。

・手を焼く子どもにも、誠意をもって

　対応されていると思います。子どもも以前よりも先生方が好きになっているようです。

・特に問題ないと思います。いつもありがとうございます。

・よく「○○先生とあそんだよ」とか、「○○先生がおもしろい事をしていた」とかを話してくれる。

・子どもへの声かけや状況把握を心がけている様子なので満足です。

・先生方が子ども一人ひとりと向き合ってくれている。本当にありがたく素晴らしい園だなと感じています。

・私の子どもの様子を見て、その子その子の性格に合わせて伸ばしてくれてとても満足しています。

・子どものちょっとした感情の変化にも気づいてくれる。ちゃんと一人ひとりの性格や行動を見てくれているように

・他のクラスの先生も名前を呼んでくれたり、笑顔で接してくれている。担任の先生は私の子どもが大好きなので

　その様子で良さが伝わります。

・よく○○先生が～など話しの中で先生の名前が出てくるので、一人ひとりに目が行き届いていると思います、

・毎回、担任の先生からはその日の子どもの様子などお迎え時に詳しく話してくれてます。

・子どもに合わせた接し方ですごくいいと思います。笑顔で迎えてくれると、子どもも安心して通う事ができるので

　良かったです。

・他のクラスの職員も、子どもの名前など覚えてくれているため良いと思う。



・担任の先生方のことを、子どもはとても大好きです。先生方も子どもの良いところ、頑張った方がいいところを

　理解して丁寧に接してくださり感謝しています。

・子どもも先生たちが大好きみたいです。

・お迎えに行った時もどの先生も目が合うとニコニコして挨拶をして下さるので、子ども達にもその子に合った

　接し方をしてくれているんだろうなとおもいました。

・ 初はお迎えにきても声をかけてもらえず（気づいてなかったのか？）クラス担任ではなく職員全員。

　15分待った事もありましたが、今はすぐに対応してもらえるのでとても助かります。初めての時は顔を覚えてもらえて

　なかったのかな？と感じています。子どもの事も細かく見ていて１日の様子を伝えてもらえるので嬉しいです。

・行事を参加している時に、先生方に名前は覚えてもらっているとわかりましたが、降園後先生の話しをしないので

　普段の接触が少ないのでは？と思ってします。

・先生にお手紙あげたりする時もあり、とっても大好き！やさしい！と伝えてくれます。女性職員は名前で挨拶して

　くれますが、男性職員は担当されてないからか、名前で呼んで挨拶してくれる事はないです。

　（その時だけかもしれませんが・・・）

保護者の皆様からたくさんのお褒めの言葉や、貴重なご意見ありがとうございます。

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。一日の大半を園で過ごしています

ので、保育教諭は第2のお父さんお母さんとして、子ども達と楽しく、時には厳しい時もありますが

我が子と思い接して過ごしています。おたよりノートや朝の受け入れ、帰りの送りは、保護者と保育士との

コミュニケーションツールとなります。

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！

○　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　　　　50名　　　　　②概ね満足している　　　　　　９　名

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

・その日のできごとを丁寧に教えて下さったり、こちらからの質問に対しても良いアドバイスをいただいて

　いるので満足しています。

・クラスの担任ではなくても名前を覚えてくれていたり、いつも笑顔で接してくれている。

・みなさん明るくとても良いと思います。

・とても丁寧でしっかりしているので、私もうっかりしないでしっかりしないといけない。子どもに迷惑をかけないように

　意識しながら忙しい中でも気を引き締めていかないとって思います。先生方はみなさん明るくてとても話しやすいので

　とても良いです。挨拶もとても良いです。とても満足しています。

・しっかり見て下さっていると感じる。



・先生方皆さん、対応が素晴らしいなぁと感心します。

・職員一人ひとり気配りができていて感心します。

・お迎え時には、園での様子を話してくれるのでありがたいです。帰り道、会話のヒントになります。

・いつも丁寧び対応してもらい時にはアドバイスもいただいています。

・細かくいろいろ対応してくれるのでとても助かります。

・上等

・子どもの様子を伝えてくれ、いつでも笑顔で対応してくれるので、子ども同様に先生が大好きです。

・一日の様子を毎日のように話してくれるのでありがたいです。とても満足です。

・日々の生活の中の様子を細かく伝えてくれたのがとても良かったです。

・子どもの事をちゃんとみてくれているのが分かるくらい、どんな話をしても対応してくれていました。

・全職員が明るく元気に対応してくれるのでとても安心しています。子どもの様子で気になったことetc…

 お迎えの時にはなしてくれるので、ちゃんと見ていてくれているのだなと感じます。

・子どもの事をちゃんとみてくれているのが分かるくらい、どんな話をしても対応してくれていました。

・特に不満なしです。

・気になるところはありません。

・日々、愛情をもって接している姿が印象に残っています。

・丁寧に接してくれます。

・お迎え時に今日の子どもの様子を丁寧に話してくださる。子どもの成長を一緒に喜んだり、相談にものってくれました

・園での様子を話したうえで家での様子もきいて、こうやったらどうか？等アドバイスもくれて良かったです。

・お迎え時に、担任の先生だけだはなく、他のクラスの先生でも園での様子を教えてくれることができ、

　よく園児をみているな～と感心させられました。

・丁寧な対応ですし、また、親が気付かない日々の子どもの様子を的確に教えていただけます。頼りになる先生方

・降園の際に、その日の出来事等を一人ひとりに話してくれるので園の様子が分かりやすくいいと思います。

・園で、いつもと違うことがあればお迎えの時に話してくれるし、連絡ノートにお願いしたい事を書いておくと



　ちゃんと見ててくれて後で教えてくれる。

・顔をあわせた時、一人ひとりの様子をきちんと伝えています。とても丁寧な対応です。

・日々の送迎時、今日のできごと等話して頂けるので、園での様子をしることができありがたいと思う。

　また、日々のコミュニケーションをとることにより、色々相談しやすいです。

・全体的に笑顔が多く、挨拶がとても元気があり、疲れてお迎えに来たら私の方が元気をもらっている。たまにお

　行く祖父母も同じような事を話していた。

・迎えに行った時に今日の出来事を話してくれるので、すごくいいと思います。

・子どももなついているので、安心して保育をお願いすることができる。ていねいで良い（連絡ノート等）

・何でも報告してくれるので助かります。

・何かあるとお迎えの時にちゃんと「今日はこうでしたよ。」など、園での様子を話してくれるので安心して

　預けて仕事に毎日行けています。ありがとうございます。

・とても親しくしてもらい子どもたちも喜んでいます。声かけも信頼関係が築けているんだなーと感じます。

・丁寧に接してくれています。

・こども園の先生には満足しています。ただ、イベントの時に手伝う先生たちが手伝いをさせられている感じを受

　なるべく保護者に負担をかけないようにしていると思いますが、手伝いに来ている先生の態度が気になります。

・送迎時など、この１年間を通して挨拶しない、すれ違っても素通りの職員がいるのが気になった。

　自分のクラスの保護者にはとてもニコニコしている。

・年長なので、一人で登降園させているので先生方とお会いするのは行事の時だけなので、その時は特に感じない

　のですが、普段の様子がなかなか分かりにくい。

・朝、先生方の駐車場から学校向けに歩道ではなく、車道の端を歩いている先生がいらっしゃいました。

　こども園だけではなく、小学校もあり多くの児童がみているので、お手本になるような行動が絶対だと思います

・あまり笑顔がなく、無愛想で全然挨拶もしない方がいます。こちらから挨拶しても返事をしないことが

　２～３回ぐらいありました。

・お迎えの際、○○先生と○○先生だけは子どもの名前を呼んでくれず、お迎えを来たことを教えてくれません。

　近くにいるお友だちが呼んで教えてくれます。クラスの子しか呼ばないのでしょうか？

　他の先生はお迎えきたよ～おむかえでーす。と呼んで頂き帰りの挨拶もして下さいます。

　振り返ると、お二人の先生と遊んでいる姿は見た事ないかもしれません。

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。

大切なお子様をお預かりし、働くお父さんお母さんの子育てサポーターとして、お手伝いができるよう職員一同

心掛けています。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、その日の出来事など、小さな事でもお伝えし、話しをするよう心掛けています。

お褒めの言葉がたくさんある事にとても嬉しく保育教諭の糧になります。しかし新人職員、不慣れな

職員への指導が行き渡らず、不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。少し緊張してた

かもしれません。再度全体で周知し、見直していきたいと思います。ご指摘ありがとうございました。

また、職員駐車場から車道を歩いている件についてですが、駐車場を使用するにあたり、

職員間でも園までの経路をどのように歩くかの話し合いをしたことがあり、その際に駐車場側から道を渡

ガードレールをまたぐ事の方がいけないのではと言う事で、ガードレールが切れる小学校運動場側までは

端っこを歩いています。この件に関しましても全体で話し合っていきたいと思います。

ご指摘ありがとうございました。

○　保育園環境（雰囲気）についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　51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　　　　　　　　　０　名

・お手紙をもって帰ってこないことがあるので、ノートなどでも連絡くれるのはとても有難い。

　絵本を返す日もお知らせしてくれると助かります。（クラスやノートに）

・絵本の貸し出しを子どもが楽しみにしていますよ。

・行事とか子ども達が楽しめるのがいっぱいあって満足している。

・少し狭い気がしますが、隣に広がりがある分はよいと思います。

・知育おもちゃ、お部屋のデザインなど１つ１つがかんがえられており、素晴らしいなと思う。

・自分で考えて行動できるようなかんきょうが整っていると思います。

　部屋をたまに見ると、子ども達の遊びの続きが見られて（玩具をそのまま片付けず飾ったりしている）

　いいなぁ～と思い、子どもとの会話が弾みます。

・情報など、LINE＠で送ってくれるので助かります。

・掲示板やLINEなどの情報がとても迅速で登園時の挨拶で明るい雰囲気で子どもを送り出すことが出来るので

　満足しています。

・明るく、いつもきれいにされている。

・とても園内もきれいです。清潔感もあり、子どもをお迎えするときお掃除をしている姿も見られとても気持ちがいいです

・園内の清潔さも良く、安心している。ブログの更新も多くとても嬉しい。

・子ども達がのびのび遊んだり、学んだりする雰囲気が出来ていて安心します。

・園内の感染症の状況など、掲示されていて把握しやすくて良いです。



・情報要覧や掲示物はあると色々確認できるのでとてもいいですね。

・ステキ

・園内も遊び道具も見る限りきれいですし、子どもたちも楽しく遊んでいるので満足しています。

・行事や必要な物はノートに書いてくれるので助かってます。

・整っていると思います。園庭も室内もきれいで安心して遊べる環境だと思います。絵本もきれいで読んで楽しい

　内容のものが多いと思います。園庭も広くのびのび楽しく過ごせてます。

・園内はいつもきれいに整理されていて良かったです。

・子どもたちが楽しく過ごせる環境は整えてくれてると思います。

・家が近いという事もあって環境は良いです。

・園外保育が多く、様々な体験ができ、充実した内容だと思います。

・園内の雰囲気はとても良いと思います。感染症の情報だったり、園だよりの掲示物もとても見やすい場所に

　あるのでゆっくり見ることができます。１番は子どもが園を嫌がる事なく先生方に会いたいという気持ちで登園

　してくれるので、親としても嬉しいです。

・あえて言うなら園庭の整備をもう少ししてくれるとありがたいです。芝生や雨の時の水たまり等ですね。

・すのこの木の破片がくつ下や足に刺さるのが嫌です。外に出ているのでどうしても劣化はすると思いますが手入

　いてもいいと思います。早めの対応を！

　忘れ物をした時に厳しくする事はいい事だと思います。小学校に行く準備につながりますね。

・雨の日のお迎え時、つき組のクラスまで行くのに濡れてしまうし、足場（セメント部分が少ないので他のお迎えの

　父兄が立っていると、どうしても土の部分を歩かざるおえない…。）が汚れてしまいます。セメント部分が

　もう少し広がればいいと思います。

・特に問題はないと思っていますが、園庭が雨降り後に水たまり➡ぬかるみになってたりするので

　気をつけないないとなーと思っています。

・園庭がもう少し充実してくれれば他は特に問題ないと思います。

・いくつかの行事を家庭で把握することが遅れることがあった。（子どもの伝え忘れか？お便りが遅れたのか？）

・園庭は改築するような事がLINEで来ていたと思うのですが、どうなっているのですか？もう年度末です。

・園庭にでるところのウッドデッキでケガした子がいるとか、靴下をはかないと刺さるとかよく聞くので、

　早めの対処をお願いしたいです。

・登園時に園庭側の柵を開けて頂けると助かります。



・園庭はもう少し水はけが良くなればいいなと思います。

子どもを託す保護者にとって何より願うのは「安心して預けられる環境」だと思います。今年度初めの

５月には、長年、雨風にうたれ劣化していたすのこ階段部分の修繕を行いました。

日頃から、園内外をきれいに保つよう心掛け、園庭に出る際も点検を行い、芝生も男性職員が交代で

草刈りを行っています。

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 大の努力をして参ります。

園庭も大改装予定ですので楽しみにしててください。工事の日程等が詳しく決まりましたらお知らせ致します

また、豊見城こども園のホームページでは活動の様子をブログに載せています。

ホームページ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に届く設定になっておりますので

ぜひご登録下さい。

お仕事で疲れた保護者の皆様が、子ども達の笑顔でほっこりして頂けるよう、職員一同努めてまいりますので

これからもよろしくお願い致します。

○　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。

・難しい問題ではありますね。家庭協力を市から出してもらったり、土曜保育は申し込みをしっかり仕事だと

　証明できる書類等を提出した方のみにしてもらうとか、保育士の休み、給料をしっかり保証してもらう。

・先生たちは忙しいと思います。早くお迎えできるときはお迎えさせたほうがいいと思います。

・運動会のみで良いと思います。月に１～２回は土曜日を完全閉所しても良いのでは？と思います。

・早出・残業などはなくしてもらいたい反面、担任の先生には登園の時にはいらしてもらいたいと思うの気持ちもあります

　経営者の方には１人でも多く人員を増やしてもらって先生方の有給を取りやすい状況にして頂きたいと思っています

・幼少期の大切な時期を過ごす場所なので、親として安心して通わせることのできる園であってほしい。

　「子は地域の宝」という考えのものと、保育士の人材の確保や負担軽減に対して行政の支援や社会の理解と

　後押しが必要。

・給料がどのくらいなのかわかりませんが、モチベーションを上げるには賃金を上げることは必須だと思います。

・短時間勤務の雇用を増やしてみては？高齢のベテランの方でも良いと思います。

・子どもたちの健全育成の為に、幼児教育・保育の質、子育て支援の質をは落とさずに、保育士の負担軽減を

　図るにはクラスにもっと保育士を配置して、ゆとりをもって働ける環境にした方がいいと思います。

　クラスにギリギリの配置ではなく、余裕を持った配置が子ども達の為にも保育士の為にも大事だと思います。

・保育士にも家族や子どもがいると思うので、なるべく負担のない働き方をしてほしいです。そこに余裕がないと

　園にいる子ども達への保育にも影響を与えてしまうと思うので。



・お給料や勤務時間等の待遇が良ければいいと思います。また、保育士さんは体力勝負でもあるし、

　子どもを相手にしているのでフルタイムでも少し時間を短めにするといいと思う。

・とても難しい問題です。

・以前は人の命を預かる大変な仕事にもかかわらず待遇面で見合わないも問題があり、少しずつ改善されてはいる

　と思いますが、やはりもう少し改善が必要なのかなと思います。そうする事で、人材確保ができ、

　一人ひとりの負担軽減にもつながると思います。

・賃金アップですかねぇ～

・私個人の意見ですが、資格がなくても雇う側がしっかり指導などするならパートでもフルでも保育士として

　働いてほしいと思います。先生方にもお子さんがいて毎日大変だと思うので少しでも負担軽減に

　なればいいと思います。雇用にもつながりますし….。

・保育士の仕事は子どもと接することがメインだと世間では思われていますが、一日の仕事の半分近くは

　製作物や事務作業もあるという事を世間にもわかってもらうべきだと思います。

　労働時間の長さや低い報酬問題もあります。保育士の皆さんだって生活があるのですから

　子どもが好きって事だけではやっていけないのも分かります。

　待機児童問題も含め本当に改善すべき問題だと思います。

・保育士の人数を増やすことが（人材確保）が１番かなぁ～

・園の対応を大変よくして頂いていて嬉しく、ありがたく思っていますが、反面、先生方は大変だな…と感じています

　（顔には全然出されませんが…。）連絡ノートの共通のお知らせをテキストで売ってプリントアウトするのはすごく

　良いなぁと思いました。先生方の負担が少しでも減ってより良い職場環境になる事を願っています。

・小さな子どもを相手に本当に大変だと思います。有給休暇など利用しやすい環境でリフレッシュできると

　良いかと思います。

・シルバー人材等を利用し、昔の遊びや方言を教えてもらう。時差出勤・パートを利用し短時間でも働ける環境を

・先生方の立場を考えると勤務時間の短縮等が、負担軽減につながるのかなと思いますが、働く親の立場的には

　やはり先生方の協力があってこそ安心して働く事ができますので、難しいですね。

・保育士の負担がなるべく少なくする為に親が出来ることはやっていきたいです。

・園からの協力願いがあった時はできるだけ土曜日の利用を家庭保育にもっていけたら…と思っています。

　沢山の子どもに対して保育士が不足している今の状況を知ってる中で子どもを預かってもらっているので

　子どもも自分でできるように家でも園でいただいた情報をもとに指導ができるようにして行きたいです。

・土曜の保育をできる時は家庭保育をする。

・保育士医の職場環境が改善されることを願います。私たちも仕事の休みは家庭保育をすることやできることは

　協力していくなど、少しでも軽減につながればと思っております。



・つき１回土曜日に家庭保育協力をしてはどうでしょうか？日頃の事務作業や園内研修をしたりとこの時間を有効

　使えるのかなと思います。年度の初めに１年間を通してその日が分かっていれば仕事の休みの調整もやりやすいので

　協力できます。

・毎日毎日、子ども達と過ごしてくれる先生方には感謝しかありません。イベントの前など、仕事が多くあるんだろうな

　と勝手に心配しております。（笑）夜遅くまで電気がついているのを見かけ、先生方の体調、　

　ライフワークバランスが保たれているのか気になります。保育士の給料アップや時短勤務、年休消化等

　働きやすくなればいいなと思っています。

・今のように１クラス２人制は良いなと思います。

・朝も早くから夜遅くまで子ども達の為、保護者の為、働いておられるには給与が少ないと思います。

　もっと国からの制度を受けられるように願います。

・行事楽しいけど、先生への負担が大きいのでは？不安とにもなります。文字のおけいこ等習いごとを増やすと

　少しは先生が動ける時間が増える？

・保育士へのイメージ改革が必要だと思います。市が国がもっと具体的に支援し職員への待遇を

　よくしないといけないなと思います。

保育士の働き方改革への貴重なご意見ありがとうございました。

保育教諭がやりがいをもって長く働き続けられる職場環境を保護者の皆さまのご協力を頂きながら

模索していきたいと思っております。

○　その他何かご意見等がございましたらお聞かせ下さい。

・いつもありがとうございます。息子もこども園に通った１年で大きく成長できました。保育士の先生方も色々と

　大変なことも沢山あるとは思いますが、くれぐれもご自愛ください。

・とても良い先生に担任になってもらえました。なかなか一筋縄ではいかない娘の性格を分かったうえで根気よく

　頂き、こども園になって 初不安もありましたがこども園になって良かったと思いますし、娘が少しずつ成長していけたのは

　おかげだと思っています。

・初めてのこども園での生活で、慣れるのに時間がかかりよく泣いてたのですが、先生方が温かく受け入れ見守って

　下さり、お友だちも沢山出来て、今となってはこども園が大好き。毎日のように家までの帰り道では、

　その日の活動の事、お友だちや担任の先生との楽しかったことなど、嬉しそうに話しています。

　先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

　どの行事も保護者も楽しめたので良かったです。

・入園当時からつまづく事が多く、辛い思いもしましたが、少しずつ子どもの成長が見れて本当に良い経験が

　できました。担任の先生方にはご苦労をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。

　 後まで対応して頂き感謝しております。



・初めてのこども園でどのようになるのかと思っていましたが、先生方が一生懸命で子ども達がいい環境で１年を

　過ごす事が出来たと思います。また、下の子の時にもこども園を希望したいと思います。

・こちら（保護者）の相談や話しをきちんと聞き対応して頂けるので安心して子どもを預けることが出来ます。

　先生方はハキハキしているのでとてもきもちが良いです。子どもが何か悪いことをした時も

　しっかりゆっくり話しをし、理解させようとしているところもとても良いと思います。

　先生方の雰囲気も行事等の内容もすべてにおいて満足し、こども園で過ごせたことで子どもも大きく成長できた

　大変感謝しています。

・こども園に入ってから、園外保育、SK体操、英語レッスン、行事等もとても多く、園での子ども達の様子がよく

　見れて満足しています。体力がついてきたし、英語のレッスンもとても楽しんで学習していて、家でもよく単語

　教えてくれます。

・１年間ありがとうございました。園外保育や行事がとても充実しており、子ども達に沢山の体験をさせて頂きました

　子ども達はとてもいい思い出になったかと思います。

・園長先生始め、先生方に本当に感謝しています。こども達一人ひとりの個性をしっかり受け止め、良いところを

　いってくれていると感じます。人生形成の基盤となるこの大切な時期にこども園に入所し、先生方と過ごせた事

　子どもの自己肯定感がぐんぐんアップし、自分はこれでいいんだと自信を持ち、毎日毎日楽しく過ごせています

　この自信が就学時にもとても良いものになると思っております。

　また、先生方と私達親との日々のコミュニケーションが非常に取りやすく園での出来事や相談事などしやすく、

　安心してお任せすることが出来ました。研修や勉強会など私達の見えないところで先生方はたくさん勉強されて

　いるんだと思います。多忙な毎日の中で、毎日子ども達と笑顔で接してくれて本当にありがとうございました。

　とても素敵な園だと思います。これからも、笑顔あふれるこども園でありますように！先生方お体大切になさって

・いつも丁寧な関わりをして頂きありがとうございます。幼児期の大切な時期に豊見城こども園に入園し、先生方

　出会えて本当に良かったです。感謝しかありません。来年１０月より無償化になり、この先どうなっていくのだろうと

　不安もありますが、時代の変化にも柔軟に対応できる先生たちだと思いますので（プレッシャーになったらすみません

　無理をしない程度にこのまま維持していただけるといいなーと思っています。そして、子ども達にとって先生の

　笑顔はいちばんの栄養だと思います。私達も先生達のように自分の子の優しく接するよう頑張ります。

・入園児は、できないことが多くて私たちも心配でしたが、先生方のご指導のおかげで一つ一つクリアすろ事が

　できてこの半年の成長にとても驚いています。かなり大変だったと思いますが、本当にありがとうございます。

・初めてのこども園で 初は不安もありましたが、あっという間の１年間で先生方もみんないい先生で１年で子どもの

　成長をすごく感じることが出来ました。本当にこども園に入園させて良かったです。

・担任ではない先生も名前を覚えてくれたり、笑顔でいつも接してくれてこちらも安心して預けることが出来ます

・豊見城こども園の先生方の方針は一人ひとりがちゃんと意識されていると思います。とても皆さん明るくて、

　「子どもに楽しい？」って聞くといつも楽しいって答えるので、本当に充実している様子が子どもから伝わってくるので

　感謝しています。きびしい先生、やさしい先生、明るい先生、まじめな先生、いろんな先生方の指導のもとで

　ちゃんと成長していますし先生方の一生懸命な姿を見て安心してお願いしているので、これからも子どもたちのご

　宜しくお願いします。園での情報もしっかり伝えてもらっているので、家庭でもそれを元に、子どもの生活リズムや

　健康管理を意識していきたいと思います。



・いつも心のこもった対応をして下さりありがとうございます。子ども本人も毎日こども園へ行くのがとても楽しみで

　休みの日などは「今日こども園ないの？え～！行きたかった～」という程です。（笑）　

　色々な経験をさせてもらって日々成長を感じております。これからも何卒宜しくお願いいたします。

・この１年間大変な事もあったかと思いますが、子ども達を遊びや学び、声かけなどを通して成長させて頂き

　ありがとうございました。

・先生方がこども達に温かく接してくださっているおかげで、安心して働く事ができますし、

　集団生活の中で子ども達も色々な事を学べていると思います。いつもありがとうございます。

・朝いつも笑顔なのが仕事がんばれるなーって気持ちになれる。お迎え時疲れているはずなのに、いつも色んな事

　教えてくれてありがとうございます。

・いつも子どもへの温かな対応ありがとうございます。こども園へ通って英語、文字のおけいこ、体操、造形教室

　色々教育課程も良くて、本当に感謝しています。保育園だと女性の先生しかいなかったけど、こども園は男性の

　先生も沢山いるので、心強さも沢山あります。

・上２人、市営の幼稚園に通わせていて、比べようのないくらいに園全体に満足しています。

　保護者同士でも本当にすごいよね～。園の予算で足りるのかな？と心配になるくらいの体験をさせて頂き、

　感謝しかありません。先生方も皆笑顔で挨拶をして気持ちよく通わせています。

　色々な体験、イベントの準備、片付けなど、大変だと思いますが、子ども共々豊見城こども園に通えた事、

　心の中の宝物になると思います。４０代ですが、地元の同級生で集まったときに昔話で幼稚園であぁだったね～

　先生は○○だった～とか今でも話します。初めての学校がこども園で、初めての先生であったり、大きくなった

　子ども達も今の体験を話しているんだろうな～と思うと微笑ましいです。

・いつもお世話になっております。幼稚園からこども園となり先生が総入れ替え。

　子どもとおなじように不安でしかありませんでした。人見知りの我が子を根気強く見守りフォローしてくれた

　素晴らしいと思ったのは初めてです。運動会やマラソン大会で子ども達以上に目をキラキラさせていた

　先生方（笑）印象的でした。園長先生が先生方を尊敬し、先生方も園長先生を尊敬しているように見えます。

　先生方の仲がいいから子どもたちにもい風が吹くんだな～と思いました。

　ゆたか福祉会を利用することが出来てラッキーだと思います。これからも素敵な先生方でいて下さい。応援しています

・子ども一人ひとりの個性に合わせて対応してくれるのがすごくありがたいです。

　笑顔がステキな先生方が多く気持ち良かった。行事前は遅くまで準備に大変かと思いますが、

　保育士を続けてほしいです。

・豊見城こども園の先生方は、皆さん笑顔で接して下さり、担任の先生も良い事だけではなく、いけなかった事も

　ちゃんと話してくれるので園の様子が分かりありがたいです。また、個人面談の際、食事時間の事で話して

　アドバイスを頂き実践したところ、改善傾向で本当にうれしく思っています。

・いつも笑顔で子ども達や保護者と接してくれて話も沢山聞いてもらえてすごく嬉しいです。

・こども園での学び、体験で多くの事を吸収している子どもは毎日楽しそうにしています。先生がきちんと一人ひとりと

　向き合い目をかけてくれているおかげで子どももとても先生が大好きで、親としても嬉しく思っています。

　先生が子どもに与える影響はとても大きいのでこうやって楽しい園生活が送れるのは先生のおかげだと言っても

　先生方、感謝の気持ちでいっぱいです。これまで、いくつかの園でお世話になりましたが（兄弟で

）こんなに



　過言ではないと思います。ありがとうございます。毎日体力あるこども達と接するのは大変かと思いますが、

　先生たちのおかげで楽しく元気に過ごせていること、とても感謝しています。

・園長先生始め、女性の先生方はいつも笑顔で明るく接してくれるので、子どもも入園した 初から

　すぐになじむ事ができ、この１年で先生方皆さまのおかげですですごく成長する事が席てケガもなく

　楽しく過ごすことができてすごく感謝です。

　これからの成長していく姿が今から楽しみです。

・いつもありがとうございます。行事も沢山あり、本人も楽しく登園しております。

・先生皆さん優しく、名前など覚えてくれて話しかけてくれる。子どもが楽しく通える園だと思う。

・先生方にはとても満足です。先生方のまとまりや、子ども達に対する接し方、園での様子をブログに載せてくれる

　すごいと思います。でも、この細かい作業が先生方にはとても負担になっていると思います。が保護者からすると

　とてもありがたい事です。豊見城こども園はどの保育園よりも一番の保育園（こども園）だと私は思っています

　これからも質のいい保育を宜しくお願いします。

・発表会は４歳児・５歳児と分かれていてとても良かったと思います。兄弟がいるところは大変だとおもいますが

　同年代の子ども達の成長が見れて良かったです。

・園長先生が自信をもって選んだ先生たち。とてもいい先生達です。笑顔で接してくれますし、子どもも誰一人とも

　文句も言いません。信頼しているからだと思います。本当に、先生たちに出会えて良かったです。

・子ども一人ひとりに優しく接している先生は、子どもにも保護者にも感じます。

・１年間、本当にありがとうございました。入園当初は集団行動にもあまり慣れていない状況で不安でしたが、

　先生たちの日々の目の行き届いた教育で、とても成長できと感じています。体操やお勉強も充実していて

　できればもっと早くこども園ができていたら良かったのになぁ～と心から思います。

　子ども達の発表会あと、涙ぐんでいる先生の姿を見て、親としても同じように子どもの成長を喜んで下さる方がいると

　いう事にとてもうれしく感じていましたし、毎日の園での生活も安心して子どもを送り出すことができていました

　先生方の努力は、こども達の成長を通して本当にとても感じています。

　小学生になる前にこども園に通う事が出来て良かったです。

・沢山の園児がいる中で、一人ひとりの事をきちんと見ていて下さるのが、お話しを聞いていてとても感じました

　園での様子やお友だち付き合いなど、分かりやすく説明すてくださり感謝しています。これからも一人ひとり

　その子の性格に合った対応と個別の指導に力を入れて、体に気を付けて頑張って下さい。 

・豊見城幼稚園から豊見城こども園に変わる事で、子ども達の様子がどうなるかと不安に思う事もありましたが、

　先生方の子ども達への接し方、熱心さ、時にはちゃんと叱ってくれる厳しさなど、一生懸命に対応してくれる

　 姿を見て、早い段階で心配することは何もなくなりました。教育内容も充実していて、子どもたちの力を伸ばす

　手助けをしてもらっていると感じています。みんな笑顔で伸び伸び過ごしている姿をみていると

　園で楽しく過ごせているのだなとうれしくなります。先生方の笑顔が多く、仲良さそうで、とても良い雰囲気ですよね

　今後も、引き続き子ども達のために愛情をもって接して頂けると期待しています。　

・仕事で中々子どもとの時間が待てない事に申し分けなさを感じていますが、園でお友だちや先生と楽しく過ごして

　いる様子がみえると安心します。



・毎日楽しく学校に行けているので、その環境を作って頂きとても感謝しています。

・子どもの事も色々相談に乗ってくださったり、今までの成長や出来事を一緒に喜んで下さったり、時には

　嬉し涙もあったりと本当に担任のおふたりには感謝しています。

　その他の職員の方も子どもが不安にならないように声をかけてくださったりと、

　こども園にして本当に良かったと思っています。園長先生もとても話しやすく、子どもの名前だけではなく、状況

　把握されていて、小学校に上がってからの事も気にかけて下さりありがとうございました。

・当初、市内初の認定園という事で、多少なりの不安はありましたが、日頃の子どもの様子を見ているうちに

　不安はなくなりました。職員の対応も良く、大変感謝しております。

・とても大変なお仕事だと思いますが、いつも丁寧な対応等ありがとうございます。

　本当に子どもが好きな方じゃないとできないお仕事だと思います。日々感謝です。

　

・幼稚園からこども園に変わり正直 初は預けるのが不安だらけでした。ですが、子どもに対する

　先生の接し方や、たくさんのお出かけなどがあり、子どもも毎日楽しそうに登園していて、親としても安心して

　預けることが出来ました。子ども一人ひとりの性格も分かってくれていてそれに合わせてくれたり、

　たまには相談にものってくれたりしてすごく感謝しています。今まで通っていた園よりも一番良かったです。

・子どもが先生と離れたくないと夜、布団の中で泣いていて、毎日「大きくなったら先生みたいになる」と

　とても笑顔で話している姿をみると嬉しくなり、先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。

　いつも笑顔で接してくれてありがたいです。

　

・毎日毎日本当にありがとうございます。先生方のご指導などでこども達はもちろん私達親も一緒に

　成長させてもらってます。入園したばかりの頃と比べ本当にお兄ちゃんお姉ちゃんになってきたなぁと

　感じます。先生方もいつも気さくに話しかけてくれ、時には相談にのってくれたりと、大変感謝してます。

　　

・疲れていても疲れてる感じを見せないので感心します。

・去年の今頃は「こども園って何？」と急に変わることに不安を感じていましたが、先生方の一生懸命な姿を見て

　子どもが楽しそうに通う姿を見て、こども園になって良かったなと心から感じています。体操に英語、園外保育

　行事、すべて満足しています。

・この１年でとても成長を感じています。体力面、情緒面、人間関係、少しずつではありますが、周りの意見を

　聞けるようになったり、と今まで自分自分！自分が１番の子だったけど、ゆずる気持ちを考えられるように

　なっていると感じました。これも先生方がこども達の一人ひとり丁寧に関わり、しっかりその子に合った対応をして

　くれているんだなと思っています。こども園でしっかり成長して本人も自信がついて毎日が楽しい様子が伝わって

　くるので、親としても嬉しい限りです。

・いつも子ども達を励まし見守っていて下さりありがとうございます。先生大好き！お友だち大好き！が

　本人の成長にとても役立っているようです。大変なお仕事だと思いますが、いつも温かく接して頂いてとても感謝

　しています。

・こども園のトイレの電気が立っている時はついているけど便座に座ると電気が消えて夕方お迎えの時、

　トイレに行くのこわいからと言って我慢していることがあるのでどうにかなりませんか？

　本人も何もかも初めてで毎日ドキドキしながら始めは手を放さず時には泣いて嫌々する時もありましたが、

　それが今では自分で歩いて挨拶も少しずつできて楽しんでいけてます。

　毎日、先生方が親身になって子ども達に接してくれているからだと思います。



・月２回のはずの弁当会、増える月の登園させてほしくない感がすごい。

　登降園時のカード

　操作が面倒。雨の日はホールなのでいいのですが、晴れの日もそこからまた教室前までとなると時間がかかりすぎ

　朝、集まった後、みんなでやるとかしてほしい。SK体操参観日、翔太先生がなぜ来なかったのか説明がなかった

・保育園、幼稚園のいいいとこどりが、こども園というような説明があったのですが、長期の休み、夏休み・冬休

　等の対応が預かり無の子はほっとかれた感があり、とても寂しかった。

お忙しい中こども園、保育教諭に対するたくさんのお褒めの言葉とても嬉しく心に響きます。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が保育教諭の背中を押してくれたかの

ように保育にも自信がつきます。これも皆様の支えがあり、ご協力して頂けたからこその事だと思って

おります。これからも子ども達の成長を見守り、子ども達が第2のお家として楽しく過ごせる環境を提供

できるよう職員一同力を合わせ、保護者の皆さんが安心してお子様をお預けできる第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努めて参ります。

平成30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。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』を大切にしていきたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。





　だいたい書いてくれることがうれしくて。子どもとのコミュニケーションも増えます。

　時間も限られている中で書いて下さりありがとうございます。よわい気持ちになってるとき

　とても心強いです。

　保育士１年目？でイヤイヤ期は大変だと思います。それなのにしっかりと娘を観て下さり。

　ありがとうございます。正直我が強い娘の先生が優しい先生で大丈夫かな？・・・・

　初めは心配でしたが、そんな心配もすぐになくなるほど、いつも娘の事をしっかり観てくれている

　コメントでたのもしかったです。何より娘が楽しく園に通えていたので安心でした。先生がインフル

　で休んでいる時娘はさみしそうで、そして心配している様子でしたよ。先生にギューと抱きしめられると

　安心する様子です。

・芸術面や運度面でも素晴らしい先生方が多いので、子どもを預けられて、嬉しく思ってます。



　運動会でのエイサーもすごくカッコ良くて感動しました。これからも子どもたちがあこがれる先生で

　いてくださいね。

・先生方毎日毎日本当にお疲れ様です。先生方のおかげで安心して仕事もできています。

　子どもたちも明るく楽しく登園できていて本当に先生方のおかげです。ありがとうございます。

　年間を通して様々な行事も園で行ってくれるのでとても助かります。

　

・保育士の姿勢や日々の教育活動には感謝しています。ありがとうございます。

・親の方もフルタイムで働いており、延長保育・土曜保育は、本当に助かっています。

　一方で先生方が行事前遅くまで作業しているのをみると先生方の体調やメンタルを

　とても気になります。子ども達への視線同様ご自身の身体も良く観察されてくださいね

　いつもありがとうございます。ゆたか保育園には感謝の気持ちしかありません。

・ゆたか保育園に入れて２年とても安心してお願いできるので、嬉しいです。

　先日あったおゆうぎ会では、こどもたちの成長がかんじられ、感動しました。

　いろいろな行事がみられ、頭が下がる思いです。

　先生方が率先して努力している姿は親にも良い見本になっています。

　子育ては大変だと思いますが、先生方のサポートがあって、笑顔で親子共々

　過ごす時間が多くなりました。感謝でいっぱいです。ありがとうございました。

　これからも宜しくお願いします。

・１０年振りの高齢出産、久しぶりの育児色々と時代が変化する中不安で周りが皆大人の環境

　キチンと育児ができているか兄弟が子が離れ皆で甘やかしていないか？同年代の友達

　いとこたちがいない中クラスのお友達と仲良くできているか？いつも心配し先生方に問いかけると

　毎日返ってくる先生方の「大丈夫ですよ！」「ちゃんと遊んでいますよ！」との言葉

　その言葉にいつも元気かけられ安心して育児ができています。

　先生方の大丈夫は私にとって魔法の言葉です。ありがとうございます。

・普段から朝早く夜は遅くまで園の灯りがついていて職員は頑張ってる様子が感じられます。

　子どもや保護者たちのために頑張ってる事は使命として待っていることと思いますが、

　先生方も１人の人として十分な給料や休暇など、労働条件がもっと良くなる事を常々

　感じています。今後も協力出来る事があるのなら、お手伝いしたいと思います。

・毎日ワガママで言うことも聞かない子どもを一生懸命、笑顔で対応してくれるので

　有り難いです。親として安心して仕事にも行けます。これからも宜しくお願いします。

・ゆたか保育園にお世話になって３年目姉妹ともお世話になっています。上の子が

　キリン組のころからお世話になっていてどの先生も本当にいつも元気に明るく子ども達

　はもちろん私たちにも接してくれて、ゆたか保育園で良かったと思います。

　いつも「お母さん無理しないで～」や「なんかあったらいつでも言って下さいね～」と

　私が母子家庭だったのもあってこっちまで元気もらってます。

　子ども達も先生の悪い事聞いたことがありません。むしろ大好き～と言っています。

　毎年継続保育園をゆたか保育園で、むしろゆたかが良いです。よろしくお願いします。

・こども達の対応、日々感謝しております。笑顔で接してくれて冷静に話し合い、

　一緒に楽しく遊んでくれて、親にとってもとても尊敬する存在です。



　園生活もとてもいい思い出です。色々とありがとうございました。

・姉弟二人とも毎日楽しく保育園に通っていてとても感謝しています。主人が忙しくお休みも

　決まったところばかりが多いので園でのバスのお出かけ等が楽しみな様で、とても

　有り難いです。　これからもよろしくお願いします。

・昨年より引き続き担任だったので、息子だけではなく私たち親の事も（仕事や家庭のことなど）

　わかっていたので安定した１年でした。私たち親よりも一回り以上も若いのにすごく落ち着いていて

　親へのアドバイスなども子育てが始めてな私たちにとってとても勉強になりました。

　３歳児クラスになり成長とともに悩みも多くなりましたがそんな時はいつも先生の言葉に支えられました。

　「一緒に園と家庭で共有していきましょうね」「お父さんお母さん２人だけで悩まないでくださいね」と

　言って下さり、とても心強かったです。息子の体調の変化にもすぐ気付き早めの対応をして下さいました。

　２年間の感謝の気持ちは言葉では表せません。先生方との信頼関係があってこそでした！

　離れてしまうというのは非常に残念ですが２年間のご指導心より感謝しています。

　半年間という短い間でしたが息子の性格や状態などもよく把握していただきました。

　園長先生もこれだけ大きな組織をまとめているのでわかると思いますが、人の言い所は伝えやすいですが

　悪い部分は伝えにくい物ですよね、しかし先生はなかなか親へ伝えづらいこともしっかりと伝えて

　下さりました。そのおかげで家でも息子ちゃんと向き合うことができました。先生は優しさだけではなく

　しっかりと厳しさも兼ね備えた素敵な先生でした。もう少しご指導いただきたかったです。

　半年間という短い間でしたが本当にありがとうございました。

･オリエンテーションの時の資料の中に完治証明書などの原本があると助かります。自宅のパソコンが壊れて

　しまった時、保育園まで取りに行けなかったり、原本があれば、コンビニでコピーするだけで良いので、

　共働きには助かります。来月の家庭保育の協力について、２ヶ月前からでも分かるのであれば、伝えてくれると

　お休みが取りやすいので、助かります。

・もし対策されていたらスミマセン　ＰＴＡ？保護者役員さんにメリット？

　特典があるといいかと思いました。ビデオコーナーの 前列優先など・・・

お忙しい中保育園、保育士に対するたくさんのお褒めの言葉とても嬉しく心に響きます。又アンケートを

見た保育士は皆とても喜んでいました。保護者の皆様のお言葉が保育士の背中を押してくれたかの

ように保育にも自信がつきます。これも皆様の支えがあり、ご協力して頂けたからこその事だと思って

おります。これからも子ども達の成長を見守り、子ども達が第2のお家として楽しく過ごせる環境を提供

できるよう職員一同力を合わせ、保護者の皆さんが安心してお子様をお預けできる第2のお父さん、

お母さんとなり子育てのサポートができるよう努めて参ります。

平成29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。保護者のみなさまと連携しながら

『ゆたか保育園の保育』を大切にしていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貴重なご意見ありがとうございました

キッズガーデン



○　ゆたかを希望した理由はなんですか？

･親戚からの評判が良く、バスでのおでかけ保育、英会話も魅力的

･知人からの保育内容、先生のお話をきいて良いと思ったので

・実家からも近い為

・旦那や義兄弟が卒園生のため、安心して通わせられるから

・園がきれい、地域との結びつきを感じる

・とてもキレイな園内で清潔だったから

○　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。

　また、お便り帳もとても短く記入して頂き、毎日読むのが楽しい。

　まだ話すことはできませんが、とても楽しそうに登園しています。

　コミュニケーションが取りやすい。安心して保育園へ行く事をイヤがらないので預けられる。

・子ども達が家では出来ない事を学び、毎日その事をお話してくれてとても楽しそうだから。

・楽しそうにしているので。
　迎える際に、先生が常に一緒に遊んでるので、目が届いていると感じます。

･保育内容も充実していて、色々な経験が出来てとてもありがたい。

・子どもを見ていて、言葉の発達・自分でも自分自身から色々とやろうとするすがたが見られる為、

・保育園での生活、教育されている事が、お家でもいかされていると思います。

・体操教室や色々な体験をさせてもらってすごく成長したと感じています。

・行事がいろいろあり楽しいので、１日の出来事が連絡ノート、フォトでわかり子どもとの会話に使

　　・職場に近い・通勤途中　　　7名　・園見学をして　　　10名　・給食　　　5名

　　　　・保育時間　　　５名　・特に理由はない　　　０名　　その他　　　6名

　　①満足している　　　29　名　　　　　②概ね満足している　　　1　名

　　③やや不満である　　　　0　名　　　　④不満である　　　　　　0　名

・リズム遊びや体操など、動画を見ていても楽しそうな様子が伝わります。

　平成２９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」に記入した方のみ公表しました。

　　・自宅から近いから　　　15名　・保育内容　　21名　・園庭が広い　　6名

　　・先生の雰囲気　　16名　・定員が空いてたから　　4名　・園長先生の人柄　　9名

ご意見・ご提案



　くれるのでありがたいです。

○　行事について、親子の行事に参加をされて、どうおもわれましたか？

・先生たちがとても一生懸命で子ども達が楽しくニコニコしている姿を見て、ゆたかに通わせて良か
　毎回感じてます。おゆうぎ会では、個性を活かし、楽しそうに踊る姿がとても可愛かったです。

・駐車場等もしっかり整備されていて、助かります。

・ゆたか祭りでは色々なコーナーがあって家族で楽しめた。

・行事に参加し、先生方が色々日々子どもたちへ教えてくれている礼儀・言葉などが日々の子どもと
　プラスになっていること、本当に色々準備大変なはずなのにステキに楽しくしてくれる学校の先生
　にもとても感謝し、今後も楽しみになるので満足しております。

・子どもも保育園へ登園する事も嫌がらず、毎日元気に楽しそうです。

・お友達の名前や先生たちの名前を言って話をしてくれたり、毎月の行事等を楽しんで、教えてくれ
　家庭でも一緒に楽しむ事が出来助かっています。子供が大好きなお外にも天気の良い日はよく連れ

　　①満足している　　　27　名　　　　　②概ね満足している　　　　3　名

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

・家にはあまりできないすべり台やしばふでの遊びや、体操もとても楽しそうで＾＾

・入園当初は大泣きでしたが、先生たちのバックアップで今では楽しそうに登園します。
　帰宅してからも自ら、先生の名前やお友達の名前を呼んで今日あった出来事を本人なりにおはなし

・登園の時、いつもニコニコで嬉しそうですし、帰る時はまだ遊びたそうで泣いたりするので、保育
 生活が楽しいんだなと実感しています。

　安心しています。

・園生活を通してでないと出来ない事を沢山体験できているように思います。

・整備された環境の中で伸び伸びと成長していると思います。あたたかい木のぬくもりの雰囲気がと
　モンテの教材が置いてあり自分の好きなものを取って遊びからたくさん学べる環境も 高です。

・話す言葉や内容が増えて、楽しい様子がわかる。

・どの先生方もいつも笑顔で子どもの成長を見守ってくれて、お迎えのときも１日の保育内容を細か
　くれるので安心して預けることができます。
　ことばはまだ話せませんが、泣くことなく喜んで保育園に行くので楽しんでいると思います。

・言葉や表情から、良い刺激を沢山受けているんだろうなあとすごく感じます。
　 近も「先生」と写真を見ながらニコニコしたりする姿を見て、良い信頼関係を築いてくれている

　園外活動、バスに乗って公園等へお出かけや、スーパーへのお買い物等遊びながら、楽しく教育し
　いることに感謝しています。いろんなイベント(クラスごと)を考えてくれてありがとうございます。

・日曜や祝日など保育園が休みの日より、本人が園の方が楽しんでいるように感じるから。
　(園庭ではよく遊びますが私と公園行くとあまり遊びません)

・学校に行くのを嫌がることがない。送迎時も楽しそうに過ごしているように感じる。

　日曜日でも朝起きたら「○○先生行く？」と言ってくるから。

・日々の保育内容もとても充実している中で、慣れにくかった息子も喜んで通ってくれるようになり
　一人一人の保育士さんが(クラス担任以外も)大いに携わって下さり、安心して預けさせていただいて

・手遊び歌や遊道体操を家でやったりしているので、とても楽しそうだから。

・園内での遊びや、行事ごとをとても大事にされているなと感じます。

・子ども本人が楽しんでいるから。



　ありがとうございます。

○　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？

　ただ、人数が多いので、行事の時期やせかせかした印象も受けます。仕方ないんですが･･･。

・行事に一緒に参加する事で、普段は見れない様子や表情を見る事が出来、活き活きとした姿に凄く
　感動し感謝しています。
　子どもが表現する事の楽しさを身につけ、楽しく嬉しそうに行事の事を話してくれるのでとても嬉

・普段、お家では見られない集団の様子が見れて満足しています。
　非認知的能力がいかに大事か考えさせられています。
　行事が終わってもその時の出来事を思い出して本人も楽しそうにお話してくれていますよ。

・親子楽しく行事に参加できています。人数が多いので席取りなどは大変ですが、にぎやかで楽しい

・子どもも一生懸命本番を迎えていますし、先生方も熱心に感じています。

　分かりました！子ども達も親も楽しめて良かったと思います。(ゆたか祭り)

・ゆたか祭り楽しかったです。ふだん分園へしか行かないので本園の中を見ることもできて良かった
　保護者役員の方々が行事毎にすごく頑張られているのに驚きました。

・適度な間をあけてイベントがあるのでスケジュールを組めるので参加しやすいし、毎回大きな場所
　祭りのようで楽しくて良いです。おゆうぎ会のダンスは、今でも家で踊ってくれます。

　行事を親子で楽しむことで、父親も積極的に育児に関われるので満足です。

・キューピーなので出番が少ないのは当たり前ですが、もう少し成長した姿(保育園での様子)を見れた
　思ってしまいます。

・全ての行事を楽しく参加できました。

・お兄ちゃん・お姉ちゃんや先生方が自ら楽しんでいる姿を見て小さいながらに雰囲気でテンション

　とても楽しみです。

・保育士を尊敬しています。園児の人数多い中、一人一人平等に役割があって他の学年やクラスの出
　見たくなる内容です。

・子どもも楽しそうに参加している。先生たちの頑張りが素晴らしい。

・行事ごとに子どもの成長を１つ１つ感じることができ、また、いつも母親の負担が多くなりがちで

・先生方が楽しまれているので子ども達も楽しめていると思う。手をぬいている感じがなく、行事ご
　楽しみにしてます。(他の園とぜんぜん違いますよ)

・子どもも楽しそうにしていて、先生達に、行事があるたび感謝でいっぱいです。

・園児の人数も多いなか、行事の準備もしっかりできていて、行事も先生達が協力して進行している
　いつも感動しています。園で行事の練習したことを家でも楽しそうに話してくれると親子で行事に

　「先生達すごいがんばってるなー」って思います。先生達も一緒に楽しんでる感があってうれしい

・すべての行事に時間の負担をできるだけ減らしていることがわかります。内容もすばらしいです。

・毎日家に帰ると子どもが「今日○○したよ」と練習した日は言ってくるし、本番での様子をビデオ
　それを見せると、何度も見直して本人もとっても楽しんでいるから。

・どんな行事でも先生方の熱心さが伝わり、環境設定から内容までとても予想以上で感動しています

・子どもたちの頑張っている所を楽しみに行事へ参加するのですが、それよりも先生方のがんばりの
　とても感謝しています。いつもありがとうございます。

・子ども達が楽しんでいるのを見て、自分達も楽しんでます。



　聞いて、安心して子どもが食べられる事に感謝しています。味もおいしいようで、量も良いと思い

　離乳食の頃は、少しバンビ寄りのごはんが盛り込まれていましたが、そのときは配分が分かりにく

・満足しています。家でも参考にさせてもらっています。

・野菜が多く、家ではなかなか食べない食材も摂れるのでありがたいです。
　ポークやベーコンは脂肪や塩分が気になるので、少なめが良いな･･･と思います。

・献立もとてもバランス良く、お迎え時に展示食を見るのが楽しいです。給食参観の時に、ヨーグル

・子どもが足りない感じの場合は、大盛りにして対応して頂いて、有難かったです。

・食育を通してたくさんの食材の名前を覚えています。一緒に買い物へ行くと全ての野菜の名前をゆ
　歩いていたのでびっくりしました。園での給食は全ておいしいみたいです。

・家で食べている量より多いので、食べれるのが心配でしたが、よく食べてる様で安心しました。

・子どもも毎日全部食べて、大好きなようですし、メニューもたくさんあって良いです。

　家では食べない物を給食では食べてくれることがあり、きちんと献立を考えてくれていることに感

・月齢に合わせて離乳食から幼児食への切り替えや、バランスよく献立がくまれてるため、自宅でも

・いつも残さず食べているので、満足していると思います。

・お家でのメニューの参考にしたりしています。(どういったメニューをあげているのか等)
　個人に合わせて大盛りにしてくれたり、助かります。

・栄養面でもしっかりと考えて下さった毎日とてもおいしそうなメニューで、家では野菜等、嫌々の
　毎日完食させていただいているようでありがたいです。

・玄関のところにある今日の献立をみておいしそうだねーっと子どもといつも見ています。

・卵アレルギーがあるため、大変助かっています。

・園からの帰りに展示食を見て「今日これ食べたよー」「全部食べたー！おいしかったー！」とお話

　家の食事だけだと、どうしてもバランス悪いので、色んな物へチャレンジで良い。

・家ではバタバタで簡単に作って終わってしまうので、保育園みたいにちゃんと考えてご飯作れてな
　毎日「おいしそうだなー」って見てます。

・帰宅後、空腹のイライラがないので満足していると思われます。

・毎日帰るときにその日の給食を見るとバランス良さそうなメニューなので。

　他の学校の献立を聞く事が多々あったので、ゆたかに入れて本当に良かったと思ってます。

・栄養管理がしっかりしていると思う。

・子どもに合った食事、細かく刻んだのから始まり少しずつステップアップしてもらって助かりまし
　帰りに毎回展示食を指差し美味しかったアピールしてますよ。

・どんなものを食べさせていいのかの目安になります。

　　③やや不満である　　　０　名　　　　　④不満である　　　　　　　０　名

・いつも完食！ありがとうございます。

･甘いもの(菓子・せんべい)は、自宅であげているか確認して欲しいと思った。

・沢山種類があり、栄養も取れて満足です。美味しいようで毎日完食しています。

・献立面・量などすごく満足してます。

　　①満足している　　　27　名　　　　　②概ね満足している　　　　3　名



○　職員の子どもの接し方についてどう思われますか？

　本当にありがたいです。

・他のクラスの先生も名前を覚えていてくれて嬉しいです。すれ違う時の声かけも丁寧です。

・いつも笑顔で接してくれる先生達を子どもも大好きなようで、園で先生に抱き付いたり、抱っこさ

・子どもも良く先生の名前を言いますし、他のクラスの先生も名前を呼んでくれたりしてすごくいい

・朝は大体嬉しそうに先生に抱っこされて学校に行っているし、日誌にある先生の写真をゆびさして
　アーと話してくれます。苦手な先生はいないようです。(男の先生が苦手かな？)

・いつも子どもの様子を見てると、たくさん甘えさせてもらって、本人も大好きな先生たちに囲まれ
　クラス以外の先生達にも声をかけてもらい照れてる様子を見ると愛情そそいでもらってると感じま

・沢山の子どもがいる中で、きちんと見てくれているなあと思います。

・子どもにとって、１番信頼出来る担任の先生、少し恐い感じの先生、若い先生とベテラン先生の役
　とってはすごくいいように思います。

・先生方、みなさんいつも笑顔でゆたか保育園の雰囲気はとても良いです！
　いつも感謝の気持ちで一杯です。有難うございます。

・本当にすばらしいと思う。どんなに子どもが好きでも他人の子どもを同時に複数接しながら毎日対
　子どもへの愛があるからだと思う。

・丁寧に感じる。違うクラスの子たちの名前も覚えていることなど感心する。先生たちのこと「みん

・他クラスの先生方、担任以外の先生方も子ども達の名前をおぼえ、声かけをしているので安心して
　先生方どの先生もいつも笑顔で対応してくれるのでありがたいです。

　下さったりと、どの先生もとても感じが良く温かいので気持ちが良いです。

・先生方みんな笑顔であいさつしてくれるので気持ちいいです。
　「今日は誰と遊んだの？」の問いに子どもは「○○先生ー！」と言うので良くしてくれているのだ

・担任の先生はもちろんのこと、他のクラスの先生たちも園児の名前を覚えてくれていて、○○ちゃ
　声かけしてくれることにうれしく思います。

・とても多い子ども達の名前を全先生が分かっているので、どの先生とも会話ができて良い。

・自分(ママ)でも気づかなかった事に気づいてくれていたり、子どもの目線になって考えてくれている

・子どもの日々の様子を詳しくノートに書いてくれいるのでちゃんと見てくれているのが分かる。
　人見知りの子なのに、多くの先生の名前を覚えているので、みんなちゃんと接してくれているんだ

・先程も記入しましたが、クラス担任以外の先生も元気にあいさつをしてくれたり、名前も覚えても

･笑顔で接していて良い。

・子どももよく朝泣くこともありますが、先生方が優しく声かけしていただけるので、本人もすぐ泣
　笑顔に楽しそうにしているので満足です。

・子どもが先生大好きなのが伝わります。まだ話せないのですが、朝 
　“ハーイ”とすぐに玄関に走って行きます。

　　①満足している　　　　　27　名　　　　　　②概ね満足している　　　　　3　名

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

・しっかりその子の好きな物を把握してくれたり、送迎の時はいつも助けてもらってます。
　とても楽しそうに接しているのが伝わります。



○　職員の保護者対応についてどう思われますか？

・毎日、登園時や帰りのお迎え時に娘の保育園の様子を話してくれています。
　クラス以外の先生にも名前で声かけてもらったり、とても園の様子がよく、私も安心してあずけさ

・分からないこと等をいつも迅速に答えてくれ、パンフレットを掲示して分かりやすく教えてくれる

　(清潔感がありました)入園してからも、それはすごく感じます。

・子どもに対しての気づきなど親が分かりにくい事も教えて頂いてます。

・アドバイスも頂いたり、一日の様子も細かく伝えてくれます。満足しています！

・気持ちよくあいさつしてくれていると思います。こちらの問いにもちゃんと答えて対応してくれて

・お迎えが混んだ時に、３～４人列になってしまうのはどうにか解消してほしいです。

　とても信用しています。

・保護者会もやっていることもあり、積極的に話しかけてもらえたり、相談もしやすい環境をつくっ

・どの先生もいつも笑顔で対応してくれる。また、ちょっとした成長のできごとや、１日のできごと
　くれたり、育児の悩みも答えて頂けるので安心して仕事できます。

・保育園探しをしている時、ゆたか保育園の先生たちが１番にこにこしていて、服装もきれいでした

　(体調など)伝えてくれるので助かってます。

・子どもの生活面等の悩みを聞いてくれ、意見が聞けて助かっています。

・先生方の対応や言葉づかいはとても良いと思います。子どもの事で相談があるときも親身になって
　一緒になって対応を考えてもらいとても助かっています。どの先生が朝受け入れしても安心してま

・小さな事や、ちょっとした事でもすぐ報告、連絡してくれるので隠し事もなければ、ウソもついて

・担当じゃない先生でも子どものその日の様子をお迎えの時に話してくれるので、クラス全体で子ど
　見ているんだなと思った。

・とても親身になって、今日一日の様子もこと細かく教えてくださったりとか一生懸命さも伝わり、
　どの先生方も明るく笑顔が素敵です。

・今日あった出来事を話してくれるので安心してます。つめなどもしっかりみてくれていて、少しの

・日々の学校での内容や体調の変化での気づきをすぐ教えていただきアドバイスいただけ、声かけも
　いただけるので、満足しております。

・送迎時の先生方の笑顔にいつも癒されてます。

・朝、門でのあいさつ、すごく気持ち良いです。雨の日は気遣いもあり、寒い中でもありがとうござ

・どの先生も毎日ニコニコで明るい！その日の事を教えてくれる時も、話していて楽しい。

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

・職員の方が保護者の名前を呼んでくれるのは良いが、その職員の紹介もないまま呼ばれるのは違和
　(職員紹介を掲示してみては)

・いつも子どもの様子をしっかり見ているから伝えてくれる情報も多く、園での様子など私にとって

・園での様子をわかりやすく伝えてくれる。

　顔を見ると安心します。名前を呼んで、いつも体調を気にかけて頂いているので、とても良く感じ
　温かく見守って頂き、色々なご指導感謝しています。

　　①満足している　　　　　27　名　　　　　②概ね満足している　　　　3　名



○　保育園環境(雰囲気)についてどう思われますか？

　四季に応じてのかざりつけや、各クラスの遊具も子ども達がたくさん遊びやすい環境に大満足です

・いつも掃除が行き届いていて気持ちが良いです。

・登園や降園時にいつも園での様子を動画で流してくれているので観るのを楽しみにしています。
　行事や季節によって置物や飾り物をしていて、子どもと一緒に親子で楽しめてとても良いと思いま
　絵本の貸し出しも子どもが気に入っているのでありがたいです。環境がとても充実していると思い

　言いながら登園します。子ども達のよい見本となっていると思います。

・クラスの前にあるモニターはいいと思います。その日の子ども達の様子が見れて、毎日見ています

・いつもキレイで魚水槽もピカピカでステキな保育園です。

・外面から室内もいつもきれいで、私以外の祖父母が迎えに言った後も“きれいでいいね”とほめて
　絵本コーナーも娘も大好きでのびのびと園の環境に満足しています。

・インフルエンザなど伝染病の情報掲示もしっかりやってくれるし、園内は清潔で、とにかく雰囲気
　満足しています。

・情報や案内が目につきやすいので、見逃しモレ等がなく助かります。(メール案内も含めて)
　駐車場の混んでる時間帯も外で誘導してくれるのでありがたいです。いつも寒い中ありがとうござ

・ゆたか保育園の雰囲気大好きです。先生方の元気な挨拶や笑顔を見て息子も「元気にあいさつする

・絵本の貸し出しがあり、借りれる日には、子どもも、嬉しそうにしていて、助かる。

・登園時、降園時に先生たちが駐車場の誘導をしてくれているので助かっています。
　絵本の貸し出しもたくさんの絵本があることにびっくりしました。

・先生どおしも仲良く仕事ができているのがわかる程雰囲気が良い。どの先生へも気軽に話せます。

・日々の園での様子をビデオで観せてくれたり等、わかりやすい環境にある。

・イベント事に掲示物をかえたり、お花もたくさんでキレイ。

・絵本コーナーがあり、帰りの時間に親子ともに読むのが楽しみになっています。親向けの本がある

・分園に通わせていただいているので、とても設備も充実していて何より清潔感に満ちあふれていて
　仕事でバタバタしている私も掲示物でハッとさせられる事も多く、親切だと思います。

・園の設備で子どもは遊んでいるのでいいと思う。今日あった動画をみるのが楽しみで、いつも見て

･とても綺麗な環境だと思います。

・登園・降園時も先生方みなさま声かけ・あいさつしていただき、学校もきれいなので、安心して満

・いつもキレイで安心して通わせてます。

・水槽があり、入った時から気持ち良いです。園もイベントかざりがあり、子ども達も登園の時に教
　庭の砂場ねこちゃんうんち気になります・・・

　お迎え時もいつも子どもの様子を話して伝えて頂いて、安心しています。子どもとの接し方を見て
　感謝しています。色々相談や伝えやすく助かっています。

　　①満足している　　　　27　名　　　　　②概ね満足している　　　　2　名

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

・とても清潔感があり、安心。いつも整理されていてスゴイと思いました。

　とても満足しています。

・先生方、職員の皆様にはいつも笑顔で接して頂き、朝登園時に担任の先生方と会話をし元気をもら



○　おゆうぎ会の２部構成(午前・午後)についてどう思われますか？

・子どもは１日がかりだと疲れるかもしれませんが、親は２日休みを取る事が厳しい場合もあるので
　今回の構成が良いです。

・２回にわけるより、午前・午後でいいと思います。日程を変えてしまうと、仕事の都合がむずかし

・人数が多い事もあると思いますので、子ども達の様子に特に問題なければ２部構成でも良いかと思

　素晴らしいと思います。

・Ｇｏｏｄ！

・別、月で午前２回。上の子と下の子が午前・午後にわかれると１日中は大変かな、子どもが･･･

・日を変えるの大変と思うし、１日丸々使うで問題ないですが、午前おわりに席が空くと、申し訳な
　席がなかなか埋まってパツパツになるのが大変だと感じました。

・現在はＱＰとバンビに子がいるので午前で終わりますが、午前・午後にまたがる場合は大変かなと

・個人的にですが･･･午前２回で日程を変えてのほうがうれしいです。

・見やすかったです。１日中(２部構成)で、年が離れていると、兄弟がいる人たちが大変そうだなーと
　別日にするのであれば、どちらかは保育園で預かってもらえると助かるのかなーと思います。

・子どもが２人以上の方は大変なのかな･･･？と思ったりもしますが、大ホールで子どもの姿を見れる

・人数が人数なので(午前・午後)の２部でいいと思う。２日にわけると余計大変です。

・園児の人数も多い分、父兄の人数も多いので、今回同様２部構成でいいと思います。
　キリン組さんからは園児の出番も多く、父兄としては楽しみです。２部だと時間にゆとりがあり、
　姿がたくさん見れるので２部構成に満足です。

・同日で午前・午後と分けて頂くのはありがたい。兄弟が居ない私達からすると２部構成の方が参加

　今回初体験してみてすごく感動しました。

・保育園が大きいので、２部構成良いと思います。日程を替えてってなると大変だから１日で終わっ

・子ども達の園児数、クラス数を考えると２部構成にしないと厳しいな～と思いましたが(当日の人の
　午後の部も見てみたかったな～と少し残念な気持ちはあります･･･が、しょうがないですネ。
　２部構成でいいと思います！

　今回同様が親として良いですが、先生方は大変では･･･？１日で終わらせたほうが私は良いと思いま

・今回同様、午前と午後の２部構成でいいと思う。
　理由はホールの定員数など時間をズラさないと、非常に混雑するためです。

・通っている子どもが１人なので、中には午前午後となる方もいるのかと思うと大変だと思いますが

　　①満足している　　　　23　名　　　　　②概ね満足している　　　　6　名

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

・いいと思います。

･今回、初めてのおゆうぎ会だった為、 初は館内に入るまでの入り口の混みようはとてもビックリ！
　次年度はもう少し早めに来ようと思いました。構成はとてもよいと思います。



○　その他何かご意見等がございましたらお聞かせください。

・すばらしい園を支える保育士さんのライフプランが充実するようにお給料のＵＰ↑をぜひお願いします。

　※連絡体制について、分園に通っているが、休みの連絡など分園に電話をすれば良いのか、

　本園が良いのか明確にしてほしい。

　※車送迎の際チャイルドシートを利用していない保護者が多々見受けられる。

　(月々のおたよりなどで注意喚起してみては)

･オリエンテーションの時の資料の中に完治証明書などの原本があると助かります。

　･･･自宅のパソコンが壊れてしまった時、保育園まで取りに行けなかったり、原本があれば、コンビニでコピー

　するだけで良いので、共働きには助かります。

　来月の家庭保育の協力について、２ヶ月前からでも分かるのであれば、伝えてくれると、お休みが取りやすいので、

　助かります。

・１年間日々大変だったと思いますが、色々な本人達の成長に必要とする礼儀・あいさつ・言葉教えていただき

　本当にありがとうございます。

　毎日一緒にいても本当に１日１日帰ってきては、色んな事を自身の物にして楽しんでいる姿！親として

　とても嬉しく思います。

　そして、学校へ行って子どもの知らなかった部分が見えてくる事もすごく楽しく、その姿を見て本人がもっともっと

　成長・親の私達へ教えてくれる日々をうれしい！私達には出来ないな！と感謝ばかりです。

　入園時とても手のかかったうちの子をあいさつ・礼・自身で訴える力をそなえて、教えていただき誠にありがとう

　ございます。そして、今後もよろしくお願いいたします。

・いつも丁寧な保育をして頂き、ありがとうございます。安心して子どもを預けることができるので、

　非常に助かっています。これからも宜しくお願いします。

・上の子は他の保育園卒業生なのですが、いろいろくらべて、行事すごく力を入れてがんばってくれていると思います。

　先生方、いつもパタパタ大変なのにニコニコ笑顔で対応ありがとうございます！

　園へ行き、子どもの成長する姿を見て、ますます楽しみがふえてまーす。これからも宜しくお願いします。

・先生方、子ども達がお世話になってます！毎日本当尊敬します。

　「～したよー、楽しかったよー」と毎日お話してくれるし、先生達とのお話もとても楽しいです。

　これからもお世話になるので宜しくお願いします。

・男の子でウーマクーな方の為、家では十分に遊んであげられてませんが、園生活は楽しいようで、

　成長が感じられます。先生方が一人ずつ、みてくれているのが感じられます。

・ 初は県内でも園児数の多いマンモス園だと聞いていて、保育士さん達もたくさんいてくれてはいるものの、

　目が行き届いているのかな～どんな感じなのかな～と(他の園の話も聞いたりしているので。。)

　親として少し不安もありましたが、とても保育内容も先生方の質のよさ、設備、(環境)等、何もかもがすばらしく、

　ゆたか保育園に入園出来た事を心から嬉しく思います。

・保育士の先生たち、いつもありがとうございます。日々感謝です。



　先生方の人柄の良さ、日々の保育の中でも子どものパワーに負けないくらいのキラキラとした先生方の雰囲気を見て、

　きっと理事長ママ先生、園長先生がみんなから親しまれ、園の方針もぶれずしっかりとして下さっているからこそ

　なのかなと強く思います。いつも子ども達への愛情いっぱいのご指導、ありがとうございます。

・園に入れて子どもの成長を感じられるので大変助かってます。先生方のあいさつも良く、送迎の際はとても

　気持ちいいです。行事も一生懸命にしてくれて見ている親も充分楽しめてます！

　ただ遊ぶだけでなく、体や頭を使って生活しているので成長するのだと思います。子どものいいところを見つけて

　そこを伸ばそうとしているので助かってます。

　なやみごとがあってもプロの先生方にアドバイスをもらってます。親身に考えてくださるのでとてもありがたいです。

　これからも宜しくお願いします。

・バンビ２組の先生、１年間ありがとうございました。進級までまだもう少しありますが、残りの時間も楽しく過ごせるよう

　よろしくお願いします。

　いつも細かく丁寧にお便り帳を書いてくれて感謝しています。園での生活がとても良く分かり、楽しく園生活を過ごして

　いることで安心して預けることができています。

　家でもいつも園でのことや、先生のことがお話にでてきます。子どもから園での充実感と先生方の愛情が伝わってきます。

　子どもの事で相談しても、イヤな顔ひとつせず親身になってきいてくれたりアドバイスをくれたり、時には親の意見に

　同意してくれたりと、親としてもバンビ２組の先生にはとても助けられました。

　いつも明るくパワフルな前向きな先生方に親子共々お世話になりました。親としても１歩成長できたかな？と思います。

　先生方の愛情で楽しく伸び伸び過ごすことができた１年だったと思います。ありがとうございました。

・本当に保育士はすばらしいです。自分の子どもだからこそ出来ることや、自分の子どもですら大変で育児が大変

　なのに常に笑顔で子どもに対応している姿を見ると尊敬と感謝だらけです。

　トイレトレーニングや昼寝の時間調整なども一緒に協力してくれるので第１子しか居ない私はすごく助かっています。

　おゆうぎ会や運動会など行事の前日は夜遅くまで残って準備してくれて一人一人が輝ける様にしてくれたり、

　暦のイベント(ハロウィンやＸ´mas、豆まきなど)までも、こんな小さいうちからイベントしてくれてとてもありがたいです

　本当に保育士の給料上げて欲しいです！いくら仕事でも、いくら子どもが大好きでも決して簡単にできる仕事では

　ありません。常に抱っこだと腰痛もでてくるし、イヤイヤ期は本当にイライラすると思うなかで命をあずかりながら、

　教育もしてくれる保育士とそんなすてきな環境の保育園に入園できて本当に良かったです。

　豊見城幼稚園もこども認定園になるし、今の園長が就任すると聞き、自宅を豊見城幼稚園の範囲内に引越しまで

　考えています。

　ゆたか保育園は見学の時から対応が良くて第一希望にしています。今は友達にも、ゆたか保育園すすめています。

　いつも子どもと親の事まで思ってくれてありがとうございます。

・毎日夜遅くまでご苦労様です。

　イベントの際も余興の練習のため、夜遅くまで付き合って頂きありがとうございます。

　各種イベントも先生たちの手のこった衣装や会場設営など素晴らしく感じます。また、商店街の人々をはじめ、

　地域の人々に愛された園だと感じます。ゆたか保育園の教育方針にも満足しています。

　ゆたか保育園に入れて良かったと思っています。今後もよろしくお願いします。

　 後に、今度、消防訓練や応急手当など見学させて頂きたいと思ってます。

・※キューピー３組の娘の親ですが・・・

　キューピー１組、２組の先生方へ

　違うクラスですが、いつも娘のことを名前おぼえてくれて呼んでくれてありがとうございます。

　たくさん子ども達いるのに１人１人覚えているのがスゴイです。ステキです。

　キューピー３組の先生方へ

　ひろみ先生

　→いつも成長を１つ１つ見てくれてありがとうございます。育児の悩みにも答えてくれてありがとうございます

　娘が、いつも先生をさがしているのが、より安心できます。信頼してるんですね。

　えりこ先生

　→お迎えのとき、その日のできごとを細かくきかせてくれてありがとうございます。



　育児でこまったときもヒントありがとう。

　ゆかり先生

　→いつも笑顔で対応してくれてありがとうございます。いやし。

　ひろこ先生

　→いつもやさしい声で子ども達に接しているの見ていやされます。ありがとう。

　なつみ先生

　→いつもていねいに対応してくれてありがとうございます。若いのにステキ・・・

　かつみ先生

　→いつも元気いっぱいで、気持ちよい対応でうれしいです。ありがとうございます。

・０歳児ですが、給食参観を２回してもらえると嬉しいなと思いました。

　離乳食→幼児食へ移行していった後、保育園での食べているメニューや量をお家と比較できると助かるなーと

　思いました。(初めての育児で、食事が比較する機会少ないので困ったりしました)

　早めの段階に１回と、半年後に１回あれば、お友達とのふれあいも変化が見れるのかなーと。

　入園してすぐに「○○ちゃんママ」と覚えてくれたり、保育園の流れが良く分からず迷惑をかけてしまっても親切に

　教えてくれたり、先生たちの保育に対する姿勢も参考になってます。保育園での様子を聞くのが１番楽しみです。

　感謝の気持ちでいっぱいです！丁寧に接してくれてありがとうございます。

・保育士の仕事は、とても大変な物だと思います。子どもは可愛いですが、それだけではないので毎日子どもと

　接しながらも保護者に対してもきちんと対応されていて、私はとても出来ないなといつも感じています。

　私の子どもも先生達に育ててもらっているような状態で先生方へは本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

・優しい先生方に励まされ、見守られながら心も体もメキメキと成長を見せてくれました。とにかく先生が大好きな

　子どもの姿を見て親の私達も安心して仕事へ向かう事が出来ました。一年間、本当に有難うございました！

　新しいクラスへの進級もとても楽しみです。担当してくれたけいこ先生の若々しさや元気に子どもも私もたくさん

　パワーをもらいました。けいこ先生の頑張っている姿にまだまだ私も頑張らなきゃ！と自分に喝を入れてました(笑)

　今のクラスの先生方と離れてしまうのは淋しいかもしれませんが、これからもどうぞ温かく見守ってやって下さい。

　どうぞ、宜しくお願い致します！

・ありがとうメッセージ

　雨の日に駐車場で傘をさしてもらい、嬉しかったです。

・育児では、結構母親の方が朝準備おむかえ、病院などワンオペになりがちで、手助けが欲しくても中々声が

　届かないので、保育園の先生達には、ものすごく助けられていると感じます。

　私が仕事もちゃんとできて、家で子どもと仲良く遊ぶ時間が取れるのも、祖父母でも、子どもの父でもなく、

　本当先生たちのおかげです。毎日、子ども達という怪獣達を相手に、つかれることもたくさんあるハズなのに、

　笑顔で迎えてくれてありがとうございます。

　これからも、ご迷惑かけますがよろしくお願いします。

・この１年間、私も娘も初めての保育園ということで、どんな風に成長していくんだろうと心配してましたが、

　人見知りの娘も今では保育園に行くのが楽しい様で日々の娘の様子を見てると、たくさん先生たちに愛情もらって

　成長しているなと感じます。色んな子どもがいる中で個人の良い所を伸ばしてもらっているなと思います。

　普段の生活(※)から行事の様子など子ども一番に考えてくれて本当にありがたいです。また新年度新しい環境で

　今の先生たちとお別れするのが娘も私も淋しくなりますが、これからも一緒に頑張っていきたいと思います。

　(※)特に、毎月散歩とかだけではなく、体操や食育・手先を使った遊び・絵本の読み聞かせなど盛りだくさんの行事が

　あり、子どもも色んなことを吸収して帰ってくるのでありがたいです。先生達の努力に感謝しています。



・いつも丁寧に対応してくださりありがとうございます。

　行事の準備なども、日々の保育に加え、行っているのでとても多忙だと思いますが、身体に気をつけてください。

　今後ともよろしくお願い致します。

・子どもの人数も多い中先生方は愛情を持って接して頂いていると思い、とても感謝しています。

　子どもも保育園が大好きなので日頃からの活動内容も充実しているんだと思います。

　何かと大変なこともあるとは思いますが、これからもよろしくお願いします。

・外間しょうこ先生、バンビ１組の先生方、本当にありがとうございます。

　イヤイヤ期が大変だった時期も、先生方が温かく受け入れてくださったおかげで安心して任せることができました。

　今では嬉しそうに先生のお話や保育園のお話もしてくれ、朝も自分から早く行こう～！と言っています。

　いつも明るく笑顔がステキな先生方に恵まれて、子どもも幸せだなぁと感じます。

　本当にありがとうございました。

・いつも笑顔いっぱいのかわいい、きれいな先生方に親子で癒されています。

　朝は子どもと先生方からパワーをもらい仕事がんばろうと思い、お迎え時は子どもと先生方の笑顔で疲れも忘れます。

　朝・夕の駐車場に立っている先生方、雨の日も寒い日も暑い日も感心します。
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いところを伸ばして

事で

ごせています。

、

されて

。

になさって下さい。

先生方と

どうなっていくのだろうと少し

プレッシャーになったらすみません）

の元気さと

。

どもの

ます。

わってくるので

どもたちのご指導

リズムや



しみで、

事を

造形教室など

の

～

きくなった時に

しています。

も

ひとりと

っても



せてくれる事は

からすると

っています。

だとおもいますが、

とも

がいると

すことができていました。

じました。

、

ばす

ですよね。

ごして



状況も

して

て

園外保育、

をして

わって

感謝



がかかりすぎ。

がなかった。

冬休み

アンケートを

提供









えてくれると、

アンケートを

提供

ありがとうございました。





















ごせるよう、

。

さいうちからイベントしてくれてとてもありがたいです。

、

えてくれてありがとうございます。



、


