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この度は、お忙しいなか「押原こども園の利用者アンケート」にご協力頂きましてありがとうございました。多

くの項目において、満足のご評価を頂き、嬉しいお言葉も多数頂きました。また、ご意見・ご指摘・ご質問も頂

きました。今回のアンケート結果を真摯に受け止め、より良い保育の充実に図らせて頂きます。

皆さまから頂いたご意見・ご質問についてご回答させて頂きます。

◆リトミック・体操教室について（14件）

リトミック、体操教室（お茶、習字）等の外部講師の指導がなくなってしまったのが残念に思う。継続を望む。また、昨年度はコロ

ナの感染症対策で実施できないのは理解できるが、今年度の継続のお知らせや、方針転換について紙面だけの決定通知だったの

で、保護者の意見を聞いて欲しかった。（14件）

【回答】

ご意見ありがとうございます。紙面での方針のご連絡になり、申し訳ありませんでした。

当園は平成27年に幼保連携型認定こども園に県内最初に移行しました。児童福祉施設と同時に教育施設の両方の機能を

もった施設と認定されました。その時から子ども達の【育ち】や【学び】について改めて考えてきました。

日本は人口減少社会へと風景を変え、子どもたちの世界は正解を求める教育から納得する解答を見つける教育になり、インター

ネットの爆発的普及とAI技術の急激な進歩で、現代の子どもたちの65％は現在の仕事に就いていないと示唆する風潮もありま

す。つまり、次の時代を担う子どもたちは主体性をもち、他者と協力して、マニュアルを超える行動のできる人材が求められると言え

ます。

その為には、好奇心、粘り強さ、協調性、思いやり、自制心など「面白そう、やってみたい、やればできる」といった気持ちが必要で、

この力がその後の子どもの人生を支えることに繋がります。

平成30年に「認定こども園　教育・保育要領」という国からのこども園における教育・保育の指針が改訂され、この中でも園児が日

常の生活や遊びを通して様々な体験をすることで思考力や判断力・学びに向かう力などの資質・能力が育まれるとされています。

一斉に何かを教えることよりも、子ども一人一人の自ら育つ力を支える為に職員の言葉掛けや関わり方、お部屋の環境設定をす

ることの方が大変難しいです。日々、職員は考え悩み、学び合い、振り返りながら保育をしています。

‘’目には見えない力‘’は植物でいうと土の中の根にあたります。根がしっかりと地に張ることで、その後の枝葉をつけ、この育てようとし

ている花をきれいに咲かせるように、我々は子どもの根っこの部分を大切に育てたいと考えます。リトミックや体操・英語など育ちがわ

かりやすいことは各家庭で習い事に通えば十分にできますし、幼児期が過ぎてからでも遅くはありません。リトミックの代わりに日常の

保育の中で音楽に触れ、リズムや歌を使って自由に表現する機会を作り、運動もトトロの森や園庭を使って遊ぶことで年齢に適し

た身体・運動発達面を支えることができます。英語を話すのはあくまで手段であって、目的は異文化に触れ、多様性を養うことにあ

ると考えます。その為に日常生活の中に自然と異文化に触れる環境設定をすることがこの時期は大切です。

保護者の皆様とも子どもの育ちについてゆっくり話し合う時間を設けたいと考えます。その際はぜひ、ご参加お願いします！！

押原こども園利用者アンケート

～皆さまからのご意見・ご質問について～



◆園庭の遊具について（4件）

園庭の遊具の撤去のについてのお知らせが事前になかったのは何故か。又、同等のものではなく、小さい遊具になったのか？理由を

教えて欲しい。前の方が良かった…。

【回答】

園庭遊具にご意見頂いたこと、嬉しく思います。数年前から既存の遊具の老朽化を理由に新しい遊具を検討してきました。０歳

児さんから年長児まで子どもたちの園庭での遊びの姿、動線、今後の遊びの発展の支えになるもの、スペースなど様々な視点で検

討を重ねてきました。３歳以上児の子どもたちにとって園庭にある大型遊具はどちらかというとある種の障害物のような役割で遊ぶこ

とが多いと感じました。よじ登ったり、橋を渡ったり、鬼ごっこの逃げ場になったり。その遊び方はトトロの森でも十分にできます。それで

もたまには大きな滑り台とかで遊びたい！という子どもの声があれば、遊び場は園内だけではないのでお散歩しながら近隣の公園に

遊びに行きます。一方３歳未満児さんは、滑り台で遊んだり、大型遊具をお家に見立てておままごとを楽しむ姿が多く見られまし

た。まだ歩行も完成していない３歳未満児さんたちが園内で安心して遊べる遊具が今の園庭には必要だと考えました。

新しい遊具の大きさは前の遊具と比べると小さくなりましたが、子どもの遊びを考えた意図が沢山詰まっています。３歳以上児さん

たちも楽しく遊んでいます。またクラス便りなどで子どもたちの遊びの姿を紹介します。楽しみにして下さい！！

◆情報伝達について（９件）

園だより、クラスだよりは来月の予定を知りたいので早めにHPに掲載して欲しい。園だよりは掲示して欲しい。更新もバラバラなので

統一して欲しい。また、HPに掲載したタイミングでメールで知らせて欲しい。又、掲示について、掲示板では祖父母のお迎えの時

や、混雑時には見落としてしまうので、保育室前に。又はメールで配信して欲しい。持ち物は直前ではなく、もっと早めにお知らせし

て欲しい。情報伝達が、掲示板、配布物、メールと分かれていて分かりずらい。又、重要な連絡は紙面上だけでは、伝わらない事

が多いと思う。

【回答】

ご意見ありがとうございます。また、ご不便をお掛けしていること、お詫び致します。

保護者の方にご参加頂く来月の予定等は前月の園だよりやクラスだよりに掲載していますが、園内行事等は日程が決めづらいもの

もあります。申し訳ありません。なるべく早めに保護者の皆様にお伝えできるように努めますが、ご理解もどうぞよろしくお願い致しま

す。

おたよりなどはホームページに月初にはアップ致します。その際は掲示板にご連絡するように致します。持ち物についても、早めにお知

らせできるように致しますが、急な変更等もあることはご了承頂けると幸いです。クラス前へのお知らせの掲示は、過去にやっていまし

たが遅番利用の保護者は見ないことが多いとのことで変更しました。

情報伝達方法では、わかりづらくて申し訳ありません。メールがいい、配布物がいい、掲示板がいいなど、それぞれの方の様々なご

意見を頂くことも事実ですので、再度検討します。

◆ブログ、動画配信について（4件）

コロナで参観の機会が減ったので、「押原日記」を楽しみにしている。できれば頻度をあげて、子どもの様子を知らせて欲しい。また、

個人情報等で難しいと思うが、動画配信などで様子を知らせてもらえると嬉しい。

【回答】

いつもブログを見て頂きましてありがとうございます！！園内外の方に保育の様子を伝えたい想いから、各クラスの職員が更新してい

ます。今後もぜひ楽しみにして頂けるとうれしいです。動画配信も先日、保育の雰囲気を伝える為に発信をしようと試みています。

不定期で全クラスとはいきませんが、保護者に保育の様子をお伝えできるように取り組んでいきます。

是非とも、感想などを頂けるとブログや動画も更新する意力に繋がります！！よろしくお願いします。



◆写真、DVD販売について（2件）

日々の写真を購入したい。また、運動会、発表会など、他のクラスも観たいのでDVDを販売してほしい。

【回答】

ご意見ありがとうございます。写真販売等は可能な範囲でできるように検討します。ただ、販売数もある程度の数を見込めないとな

かなかカメラマンに依頼できないこともありますので、ご了承下さい。

友達が虫を持ってきたので、持っていきたくなったりします。現在家の子供も持っていきたくなり渋々持たせてはいます。が、家庭での

活動報告もみんなにみてもらいたいとの想いで入り口に張り出したりしているようですが、そういうことができない家庭の子供や親はど

う思うでしょうか？ 保育園での活動は張り出したりして良いと思いますが、家庭からのものはどうかと思います。

【回答】

ご意見ありがとうございます。渋々でも子どもの思いを受け止めて虫を持ってきてくださり、ありがとうございます！それだけでも十分で

すし、簡単にできることではありません。虫が嫌い・興味ないご家庭もあるでしょう。それはそれでOKです。もしかしたら、おっしゃるよう

に張り出しで嫌な思いをされる家庭もあるかもしれません。でも虫以外で何か家庭での出来事を共有してくださってもいいですし、何

もなければそれでももちろん大丈夫です。せっかく１クラス３０人近くいるので、子どもの得意を共有することって素敵なことだとは思

いませんか？みんな同じじゃなくていい、違っていいんだよと私たちは子ども達に日々の保育の中で伝えています。保護者の方もご賛

同頂けるとうれしいです！

・ 広い園庭と豊かな自然の中で過ごさせてもらい、楽しく通園しております。 親としても早番・遅番を使わせていただき、安心して仕

事が出来ます。

・ 同じ仕事をしているからこそ、保育士の人数の多さが必要だと感じています。余裕のある人数配置に感謝しています。

・ 手厚い保育をして頂き、とても嬉しいです！

・ コロナ禍で先生方も大変だと思いますが様々な対策をしながらの保育をして下さりとても感謝しています。

◆環境について

雨の日の玄関を改善して欲しい(3件）

【回答】

ご意見ありがとうございます。３歳未満児棟と３歳以上児棟をつなぐウドデッキは先日、ドアを改修したり、雨の際にはウッドデッキが

濡れないように対応を検討しています。今しばらく、お待ちください。

廊下など掃除をきれいにしてほしい。整理整頓をして欲しい。タッチパネルはできれば触りたくない。（3件）

【回答】

ご意見ありがとうございます。外廊下という性質上、砂埃が上がりやすく、不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。今まで以上

にこまめに清掃致します。タッチパネルに関しては、手指アルコールを設置しています。ご利用いただき、登園管理のご協力頂けると

有難いです。アルコール過敏等の特別な理由がありましたら事務所にご相談下さい。



駐車場の入り口が見えづらい。もう少し近いミラーがあると助かる。出る車を優先にした方が良いと思う。駐車場で話し込んでいる

方に注意して欲しい。話に夢中で子どもを見ておらず危ないし、駐車場が混雑してしまう。（４件）

【回答】

ご不便をお掛け致しまして申し訳ありません。ミラーについては、再度検討致します。場内においては、保護者の皆様でモラルをもっ

てご利用頂けますよう、再度発信していきます。

園庭がもう少し広いといいなと思う。青組の教室も少し狭いと感じる。青組の机とイスは何故全員分ないのか？

【回答】

ご意見ありがとうございます。小学校では教室で座学を中心に先生が教壇に立ち教科を教えていますが、当園では全員が一斉に

椅子に座って机の上で何かを教わることはしていません。むしろ、食事以外で机は造形遊びなどで一部の子ども達が使うくらいで

す。学びの場は園庭や近隣公園など色々なところにあります。なので、全員分の机と椅子は必要ありません。一日の保育の振り返

りを子ども達がするのにちょっと座れる場所、友達と話うのに腰掛ける椅子があれば十分です。小学校で座れる子になれるのか？と

不安になる保護者もいるかもしれません。ご安心下さい。学びたいという意欲があって初めて座れます。幼児期に無理やり座るよう

に促すことは習慣として身につくだけで、本来の学びに向かう姿勢に結びつきません。色々なことを園や家庭で体験することで、学ぶ

意欲に繋がり、自然と小学校でも座って教科の学びに向かうことができます。

門から支援センターまでの道がガタガタして危ない。コンクリートの角が危険だと思う。対策をして欲しい。

【回答】

ご意見ありがとうございます。安全対策として何ができるか、検討させて頂きます。

門の扉が強風で開いてしまうのが気になる。兄弟では靴を履く早さが違うので上の子がダッシュしてしまうので、手を繋いで駐車場ま

で行くのは難しいので子どもが飛び出すので閉まっていると安心する。

【回答】

ご意見ありがとうございます。保護者の皆様には門扉をその都度閉めていただくようにお願いをしていますが、完全ではないことも事

実です。勝手に駐車場には出て行っては危険ということを各家庭でもしっかりと子ども達に伝えてお互いにルールを守ってご利用下さ

い。危険な行為にはしっかりと叱ることも必要ですね。

◆保育内容について

お迎えの時に、「今日は〇〇しましたよ」等、一言伝えて欲しい。どんな活動をしているのか知りたい。（２件）

【回答】

お迎えの時に、一人ひとりに言葉でお伝えするのは混雑になったり難しいです。写真とか短い文字で報告する方法が出来るか検討

します。お子さまに直接聞いて会話を楽しむのも一案です。



時計の見方や文字などのワークや、小学校に向けて文字や数に興味を向けて頂けると有難い。（２件）

【回答】

ご意見ありがとうございます。小学校への進学へ向けて不安がある保護者も多いと思います。それは色々な企業がビジネス目的で

子どもの教育不安を煽っていることも事実です。基本的には当園では義務教育の前倒しをすることはありません。それは国からの指

針にも同様のことが記載されています。幼児期は遊びを中心とした学びを大切にしているからです。しかし、子どもによっては遊びの

発展で文字に興味を示すこともあります。お友達と手紙の交換をしたり、何かを話し合った内容をメモしたり。子どもが文字に興味を

もった時期を見逃さず、その際にはひらがなを個々に教えることはあります。それは文字を教えるというより相手に思いを伝える、記録

に残す手段という意味で伝えています。数や時間の概念に興味を持ったらその子達にはとことん探求できる環境設定をします。この

タイミングを当園では大切にしています。人より早く読み書きができたり、足し算ができる、時計が読めるのは一時のことであって、小

学校に行けばほとんどの子ができます。早くできることに意味はありません。安心して下さい。

保護者が相談しやすい環境ではない。記名アンケートも思ったことを言えなくなる可能性がある。

【回答】

ご意見ありがとうございます。相談しやすい環境を考えたいと思います。

アンケートにも色々お考えはあると思います。仰るように書きづらいと思われた方もいるかもしれません。しかし私たちは、無記名で自

由に書かれたアンケートではなく、記名で責任をもった内容のアンケートを保護者の皆様から頂きたいと考えています。だからこそ、こ

ちらも良いことも悪いことも真摯に受け止めることができると思います。もし、記名で本当の想いが書きづらいとお考えになった場合

は、我々の力不足だったと反省しなければなりません。ご理解をよろしくお願い致します。記名でも今回多くのご意見を頂いていま

す。

食事やおやつを好きな時間で食べるようになったとの事ですが、子ども達が時間を把握できた上で自分たちで決められるのであれば

良いと思うが、小学校に上がってから決められた時間で食べるようになるので難しいように感じる。

【回答】

ご意見ありがとうございます。今年度から、黄組と青組さんで、ホールをランチルームにして、お昼の時間帯であれば好きな時間に食

事を摂りにいけるようにしました。一斉の管理教育で育ってきた我々大人からすると違和感を感じるのも無理はないと思います。しか

しそれは一人一人が自分で活動に区切りをつけて、主体的に行動をできるようになって欲しいとの保育者の思いから取り入れてい

ます。また、一斉の食事だと、当園では園児数が多いので、盛り付け等に時間が掛かり食べ始めるまでに待つ時間が多くなってしま

います。導入した最初の頃は、子ども達も自分で食事に向かうことができなかったり、食事のマナーが疎かになってしまたりと、課題も

沢山ありました。しかし、今は多くの子ども達が自ら活動に区切りをつけて食事に向かったり、時計をみて判断する子、お友達と一緒

にランチを摂りにいこうとする子、食べ始める前には挨拶をすること、よく噛むことなどが自然とできるようになってきています。職員が声

を掛けなくても自分で考えてこの先の行動の見通しを立てる力が育っています。小学校では管理する為に一斉に食事をしています

が、当園の園児のように自分の意思で食事に向かえる子どもが小学校に行って一斉の食事になったら、食べれなくなることはありま

せん。意思決定が出来る子どもの姿に職員は感動しています。

昨年度末のお便りに書かれていた２階のお制作の部屋はいつ誰が使うのでしょうか。まだそこを使ったという話を子どもから聞いてい

ないので知りたいです。

【回答】

楽しみに待って頂いているのに使用開始が遅れていて申し訳ありません。３歳以上児に３クラスも４、５月は赤組が新しい生活ス

タイルに慣れるのを待って部屋の配置換えをしました。２Ｆの造形活動のお部屋も新しい試みで子どもたちの動線をみながら６月

にスタートを考えていましたが、スタートできずに時間が過ぎました。期待してお声を頂きありがとうございました。早速今月中にスター

トしますので、またブログなどで配信します。お待ちください。



先生が娘のカバンを足でどかしていた姿を見た時は驚きました。

【回答】

申し訳ありませんでした。上司の教育不足です。その様な事はあっては欲しくない事実です。

どうぞ遠慮せず声にして事務所、リーダー職員にお知らせください。再発防止のためにもお声掛けてください。

重ねて申し訳ありませんでした。

保育園は両親が労働していることが前提なので、夏祭りや年度末なども午後お休みではなく、お盆同様希望保育にしてほしい。

【回答】

夏祭りは当日、午後３時前後、年度末は3/31に午後3時以降、会場設営、部屋の移動、清掃のためご協力をお願いしてきま

した。仕事を休めない、他に保育者がいないなどのご相談により保育を引き受けてきました。各ご家庭のご事情もありますが園でも

特定日には理由を明示してご協力をお願いする事になります。

・ のびのびと色々な事を経験させてもらい楽しそうな子ども見て安心しています

・ 季節ごとに色んなイベントがあり子供に色んな体験をさせていただきありがたいです(^^)

・ 非常に満足、感謝致しております。

・ 困ってることなど担任に相談しやすく、連絡帳も丁寧にお返事がもらえ、助かってます。

・ お外で過ごす時間が、以前通っていた園より増えて子どもも楽しそうです

・ 担任の先生は子供の事をよくわかってくれており信頼しています。また、少しのケガでも看護師さんが対応してくださり、報告していた

だけるので安心です

・ 子どもからの話を聞いていると、先生方は子ども達の話をよく聞いてくださっていて、やりたいことを実現させていただいていて、とてもあ

りがたいなと思います。

・ ノートが毎日ではなくなったので毎日の様子が分からず、寂しくなりました。が、(イヤイヤ期で登園を嫌がる事もありますが、)毎日楽

しく通い、園で覚えたことを家で見せてくれたり、成長を感じています。

・ 毎日楽しく過ごせるよう、保育内容を工夫して頂きありがとうございます。



◆食事について

希望保育の日も給食が出ると嬉しい。

【回答】

食材について当日納品、当日使用で毎日新鮮な食材で給食提供しております。業者さんにおいてもお盆休みや年末年始のお休

みに入ってしまう為、食材が入荷できないこと。また、その日を厨房の清掃等に充てさせてもらう為、給食提供できない日がでてきて

しまいます。

おやつが飲み物に変わって、子ども達の変化や食事量が増えたのか？朝ご飯を少しか食べない時もあるので心配。

【回答】

毎月食事会議をしており、その際未満児の先生より昼食の残食量が多い事が挙がり、午前中のおやつの在り方について話がでま

した。栄養士としても昼食を食べて欲しいとの思いがありますので、午前中のおやつを飲み物に変更し、午前中のおやつにかかる時

間の短縮などで活動量を増やすことにより、昼食の喫食量が上がると見込み実施しました。現在、少しづつではありますが、残食量

は減ってきていると感じています。この結果を受け、このまま継続して経過をみたいと思います。

人気のメニューレシピを教えて欲しい。

【回答】

毎月の食事だよりで人気のメニューのレシピを紹介させて頂きます。

歯にも良い食事やおやつの提供は有難い。できたら回数を増やしてほしい。

【回答】

子どもの嗜好に合わせた、噛む噛むメニューの提供を継続的に続けていきたいです。

このおかずにパン？って思う時があります。

【回答】

ご意見を参考にし、パンに合う献立作成をさせて頂きます。

午前のおやつが飲み物（牛乳、飲むヨーグルト、野菜ジュース）で、毎日のように砂糖を摂取して良いのか気になる。

【回答】

野菜ジュースは、砂糖不使用のものを提供しております。牛乳や飲むヨーグルトは昨年提供していたお菓子とほぼ同量の炭水化物

（糖類）の量です。それ以上に、牛乳やヨーグルトにはカルシウム量が多いため、子ども達の成長には欠かせない食品を積極的に

摂りたいと思っております。

クッキング、こどもが大好きなので今後もお願いしたいです。りす組など未満児クラスでも野菜が好きになる食育をしていただけるとあ

りがたいです。

【回答】

未満児クラスのクッキングも各年齢に合った内容で『作るクッキング』のみならず、絵本や紙芝居などで食育の基礎を導入しておりま

す。以上児クラスと比べると回数は少なくなってしまいますが、導入からの発展でクッキングに繋げていきたいと思っております。

また、食育は何か特別なことをする事だけではなく、普段楽しく食事を食べる時間も食育と考えています。これからも食育が楽しいも

のになるよう計画します。



卵アレルギーなのですが、おやつが皆んなと違う時は似たようなものだと嬉しいです。

【回答】

代替品に出来る物は、代替品を使用し、出来る限りみんなと同じ形態で出すよう心掛けています。但し、代替品がきかない物に

関しては違う物になってしまいます。

毎日どれくらい食べているか気になります。どれくらい食べたか量を教えてもらいたい。

【回答】

各年齢の盛付量（その日の具材により変動はありますが）、離乳食（０歳）に関しては、主食（お粥）約90g、主菜約

40g、副菜約11g、汁物約100CC 、１歳～２歳は、主食90～100g、主菜30ｇ、副菜20ｇ、汁物150㏄くらいです。３歳

以上児に関しては、サンプル通りです。上記の量を踏まえて、各担任や３歳以上児だったら、サンプルを見ながらどのぐらい食べた

か？これ食べたの？など会話をしながら確認して頂けると嬉しいです。

まだ離乳食後期だったが、クリームパンを食べていて驚きました。(その日のおやつのメニューは餅類か白玉だった気がしたのですが、

未満児向けの代替えのメニューがクリームパンなのが、今まで食べた事も無いメニューで、自分の働いてるところではもう出してないメ

ニューだったので驚きました。) ・朝のおやつの時間に迎えに行った際のおやつのメニューがスナック菓子だったことにも驚きました。

【回答】

後期食でクリームパンの提供があったとのことですが、離乳食後期のお子さまには提供しておりません。しかし、完了期からは１歳児

と同じメニューになりますので、提供しておりましたが検討し、０・１歳児につきましては見直しをします。

午前のおやつがスナック菓子は確かにありました。０歳児につきましては、赤ちゃん用の月齢に合った菓子の提供をしておりますが、

1・2歳児については、今は見直しを行いスナック菓子の提供はしておりません。

・ いつもおいしい給食で栄養を考えて頂きありがとうございます

・ ランチタイムにしてもらったことで自立する力がついたと思います

・ イチゴを育ててからのジャム作りなどつながりのある食育で、楽しませてもらいました！

・ 普段家では食べない物も園では頑張っているみたいで先生方に頭があがりません。

その日の給食も展示してあり感動しました！

・ 苦手で食べられなかったものも食べられるようになってきました！

・ アレルギーがあるのですが、栄養士さんがしっかり話を聞いてくれてアレルギー対応をしていただけて安心です。

・ 食事のバランスや手作りのおやつなどとても嬉しい。食育に力をいれていてとても嬉しく思う。自分で作り、収穫して食べるということに

触れる教育方針に賛成している。調理実習の前に宿題がでるのも素晴らしい。家族で考えて調べるので家族の時間も増える。そ

の後も作り方を教えてくれて家でもみんなで作れるのはご指導の賜物だとおもう。

・ お野菜の栽培や、筋取り等のお手伝いのおかげで興味や食べる意欲が湧いていてとてもいいと思います。

・ 毎日、印象に残った食事やおいしかった食事を話してくれます。にこにこしながら話してくれるので、こちらも嬉しく感じます。

・ 子供達が楽しく野菜を育て収穫し、料理して食べる事が、家ではなかなかできないので、良いと思います。

・ 国産のものを使っていただいているのが安心です。



◆今後に向けてのご意見

青組の積み立て金の内訳を教えてほしい。

【回答】

以前は「積立金」として主に青組の卒園旅行にしていましたが、３年前から青組の野外活動や特別教材、移動、活動のために

使っていました。目的をはっきりするため、活動費として集金して保育の幅を広げています。

コロナ禍の行事について、中止ではなくできる範囲で実施して欲しい。（８件）

【回答】

昨年度は未知の感染症に、国からの指針を受け、園の判断ではありましたが出来た事もありましたが、多くの行事を中止ではなく

実施してまいりました。人数制限や方法が変わりご不満もあるでしょうが常にやる方向で考えています。

参観について、分散でも短時間でも良いので見学できたら嬉しい。（4件）

【回答】

今年度は分散、短時間で実施予定です。

家でも出掛けられないことが多くなったので、普段は体験出来ないことを体験させて頂きたい。

【回答】

子どもの育ち、興味を育てる意味からも体験する保育を多く実施すべく計画しています。

一方でケガ等のリスクもあり悩ましくもあります。期待くださっている事を嬉しく思います。

ネイティブの英語に触れる機会の創出を希望します。

【回答】

リトミックの回答と共有回答

夏まつりのお酒の提供について違和感を感じている。子ども中心であるのであれば、お酒は必要ないのでは？

【回答】

ご意見ありがとうございます。本来、新型コロナ感染症が流行する前には、当園の夏祭りは在園児、その保護者、卒園児から近所

の方まで地域の多くの方が集うお祭りでした。おっしゃるように子ども中心の夏祭りですが、大人も子どもも一緒になって楽しむお祭り

です。過去３０年以上このスタイルのお祭りを続けていますが、子どもがお酒を誤飲する・モラルがない飲酒をする方がいるなどの事

例はありません。みんなが節度をもって楽しく過ごさなければ成立しません。万が一、お酒によるトラブルなどが発生・報告があった場

合は酒類の提供禁止を検討します。

子どものことを真剣に考えて下さりありがとうございます！来年はみんで楽しいお祭りが開催できることを願います。



お誕生日会だけ親の参加が1人なのが分からない。親が２名でも他のイベントよりは少ない人数なのでは？

【回答】

ご意見ありがとうございます。感染対策を考えれば運動会や発表会、卒園式も各家庭の参加１名にしたいのが管理する園として

の本音です。万が一の際の責任を負う義務があるからです。しかし、子供の成長を見たい親の気持ちを考えれば２名参加が必要

だと考えて、行事に優先順位をつけて２名参加可能の行事もあります。感染対策として矛盾があると言われればその通りかもしれ

ません。必要であればどの行事も保護者１名参加の徹底した感染対策をとりたいと思います。子どもの発表の際には表情がわかり

ずらくなりますがマスク必須の発表にするなど対策をしなければならなくなります。

園ではできる限りの感染対策と保護者の理解でイベントを実施できています。

・ コロナで制限された中ですが、子供たちにとっては二度とない大切な時間です。できないからやらないのではなく、どうしたらやれるか、

先生方と保護者とで考えていけたら良いと思います。いつも子供たちのために工夫して行事等やっていただき、感謝しています。今

後もよろしくお願い致します。

・ コロナ対策で参観がなくなり、子供の様子を見る機会が減りましたが、お便り以外にもホームページなどで、クラスの活動の様子など

が見ることができ、知る機会になっています。 先生方のご苦労を思うととてもありがたいです。保育以外にも多くの仕事があり大変か

とは思いますが、様子がわかる発信を続けていただけると嬉しいです。

・ コロナ対策で難しい状況の中でも、行事やイベントを中止するのではなく出来る範囲でやってくださっていることにとても感謝していま

す。今年の夏祭りがどうなるのか分かりませんが、最後なので少しでも様子を見られたら嬉しいなと思います。

・ 色々な行事があるので入園を決めました 難しいとは思いますが子供達の思い出になるような行事を是非お願いします

・ プールが初めてですので、楽しみにしています。 特別なイベントがなくても、同年代のお友だちと遊んだり、先生方と過ごすことが子ど

もの刺激になっていると思います。今後ともよろしくお願いします。

・ イベントが少ない中、ブログの更新が増え、園生活の様子が知れてとっても嬉しいです。今後もブログを更新してほしい

・ できない事も多かったですが、クラス別にも対応していただき、夏祭りや運動会を小規模で開催していただけたので、子供は満足し

ているように思います。ありがとうございました

・ コロナ禍で様々な行事が無くなっていく中、規模縮小しながらも最大限やっていただいていると感じ、心から感謝しています。 ワクチ

ン接種も広がり始め、もう少しで状況が改善されることが見込まれますが、しばらくは油断せず今までと同様な対策でいいと思いま

す。 先生方や役員の皆様には様々な努力をしていただいていることに感謝申し上げます。 今後ともよろしくお願い致します。

～皆さまの貴重なご意見、ありがとうございました。～


