
☆教育に関すること 

【３歳児】 

□毎日楽しみに登園しているのでこども園での時間が楽しいのだなと嬉しいですし、安心して預けることができ

ている。園長先生はじめ、他学年の先生からも名前を呼んでもらえるので園全体で子どもたちを保育してもら

えているのだと感じた。園での様子も一人一人とてもわかりやすく教えてくれる。・・・９ 

□満足している。教育目標のように育ってくれるといいなと思う。 

□限られた時間の中で子どもたちのために多くのことを考え、実行してくださっていることがとても伝わってく

る。 

□火事や地震等の訓練がまめにあり、家でその時のことを話してくれるのでためになっている気がする。 

□特に⑫⑬⑭⑮は我が家も日々、園や先生方に対してありがたいと感じていることで、子どもの不安や心配事も

先生方に相談して一緒に考えて頂けることが本当に心強い。子どもも家であったことも「明日先生に話そう！」

と先生とお話するのを楽しみにしている。 

□毎月季節に応じた制作や遊びを先生方が工夫して行ってくれていると思う。 

□園長先生や副園長先生も他の先生達と同じように近い距離間でとても親しみやすいのが嬉しく、その分温かさ

も感じ嬉しい。 

□１４時お迎えの時はバタバタして今日どんなことがあったのか先生になかなかお話を聞くことができなかっ

たが、預かり利用の際にゆっくりお話しできるようになり、子どもの様子がよくわかるようになった。 

□手洗い、うがいや服を畳むこと、生活習慣の面や避難訓練などのいろいろな経験のおかげでたくさんのことが

身についてきて、良い指導をしていただいているなと思う。・・・２ 

□急な預かりも快く受けてくださって私自身も本当にありがたく思う。 

□海遊館での遠足では大型バスに乗れたのが嬉しかったようで何度も繰り返し話していた。 

□自然と触れ合う機会が多く、虫が苦手だったのですが今では触れるようになった。 

〇以前と比べると保育にあてている時間の遊びが室内の遊びの割合のほうが高く、少し物足りなさを感じている。

体を使った遊びをたくさんさせてほしいと思う。 

〇園での様子をもっと知りたい。参観のような親が見学、参加していいような機会を増やしてほしい。子どもの

普段の様子を知りたいので、少人数ずつ数日に分けて子どもにばれないようにこっそり、廊下から見学すると

いった機会があればありがたい。 

〇箱制作を自由にさせてもらって子どもも楽しんでつくっているがテープの使い方も教えてほしいなと思う。テ

ープはどれだけ使ってもＯＫと思っているようなので、大切に使うように指導してもらえると嬉しい。 

〇参観は多いと感じる。仕事を休みづらい時期もあるので、月一回ではなく、一学期に一度くらいの頻度にして

ほしい。来られないと子どもが悲しむので仕方なく行っているが、幼稚園ではなくこども園なので行事を考え

直してほしいと思う。 

〇閉鎖しすぎてもいけないので仕方ないが、人の侵入については容易と思う。防犯面において、誰でも入ってこ

られるのでドアロック（番号キー等）を検討していただけたらと思う。・・・２ 

〇クラスだよりでクラスの様子が写真で載せられているが、白黒で印刷であると思うが、分かりづらいのでせっ

かくなのにもったいないなと毎月思う。毎月発行されたものと同じものを１枚カラーで印刷して１週間くらい

靴箱周辺のところに掲示してもらえたらと思う。 

〇園で過ごす時間が長いのでもう少しどんな様子なのか写真などで分かるようにするツールがあればいいなと

思う。 

〇土曜参観後の体育館で行われる内容を「見る系」ではなく、「参加系」のものにしてほしい。長時間年少児は辛

かった。見る系ならば時間がもっと短くても良かったと思う。 

〇参観内容で製作が多かったが、他児と関わっている様子が見られる内容の参観内容もふまえてほしい。 

〇担任以外の先生の名前がなかなかわからないので、先生たちも名札を常につけてくれてほしい。 



〇小学校の横の２号用の駐車スペースまでの道が夜になると外灯もなく、かなり暗くて危ない。注意が必要だと

思う。 

〇写真を選ぶ時間帯をできれば登園後にしてほしいです。 

〇№１４に関してより一層の取り組みをするために、教員と園児による二者懇談も考えられる。 

〇ホームページの更新があまりされないことが気になる。・・・２ 

〇個人懇談が３学期には設定されていなかったので、３学期もあったらと思う。（園での様子を聞く機会がそれ

ほどないので） 

 

【４歳児】 

□毎日とても楽しく園に通っている。担任の先生を主に子どものことを親身になって考え安心して預けることが

出来た。・・・３ 

□子どもたちが楽しく園生活を送れるようにと日々熱心に取り組んでくれている先生方には感謝している。いろ

いろな経験を沢山させて頂いていると思う。その中で日々確実に成長しているなと感じている。親だけで、こ

こまで成長していたかなと思うので、こども園での生活で沢山いろいろな事や物に触れて、揉まれて沢山のこ

とを感じてほしいなとこれからも思う。 

□とても楽しく通えている姿を見て、転園してよかったと思う。特に絵を描くことや箱の製作など、苦手なこと

も少しずつ成長している姿が見られる。 

□子どもが園生活の話をほとんどしないので、正直分からない部分も多いが、子どもの成長を見ていると 

先生方が教育してくださっているのだろうなと感じている。 

□入園当初から驚いてばかりですが、公立の園でここまで一人一人きめ細やかに見ていただけるものなのかと、

頭が上がらない思いでいる。 

□園、クラス、おひさまとそれぞれのおたよりがあるので、分かりやすく役立っている。男の子だからなのか、

園での様子を聞かせてくれないことが多いので、お帰りの時の先生の報告はありがたい。 

□園での行事、出来事などを具体的に話してくれるようになり、先生の話し方や言い回しなど、うちの子には合

っているなと感じている。園だより、クラスだよりも毎月楽しみで子どもと話すいいネタになっている。写真

がカラーだとより嬉しい。 

□子どもたちのために常に改善に向けて過ごしやすい環境を整えてくださっている。 

□園での子どもの様子を良いところも悪いところも含めて教えていただき、子どものことを考えてもらっている 

 ことが分かって感謝している。 

□富雄南こども園の先生方は、しっかり子どもたちのことを指導し、また、一人一人をとてもよくみてくれてい 

 ると思う。活動にもとても力が入っていて、毎日子どもたちは喜んでいる。 

□⑥の一人一人を大切にする人権は子ども同士のトラブルがあった時に話をして導いてくださっていると思う。 

□季節に応じた行事は子どももとても楽しませていただいていて、四季を体感できていてとてもありがたい。 

〇参観後の学級懇談会は、毎回は必要ないように思う。 

〇昨年と同様ですが、項目６，７はご指導の効果が見えづらいものなので、家庭でも虫の扱いを主として（雑に

扱って死なせてしまう等）、苦慮している。・・・２ 

〇ひらがな、カタカナの勉強をする時間があればいいと思う。 

〇土曜参観の時にコンサートをしてくださったのはとても良かったと思うが、子どもたちは走り回ったまま、保

護者の方々もお喋りしたまま…とっても残念だった。せっかくの良い機会なので、コンサートの時のマナーを

教えていただいてから聞きたかった。何より出演してくださった氷置さんに申し訳ない気持ちだった。 

〇園の HPを時々見させてもらっているが、もう少し更新を増やしていただけると、園活動の様子がよりわかる 

 ので良いなと思う。 

 



〇写真申し込みの公開時間を少し増やしてほしい。おひさまは利用せずに１３時４０分頃まで仕事をしており、  

 間に合わずに困っている。 

 

【５歳児】 

□毎日とても楽しく通っている。 

□先生方が一人一人の良さを見てくれている感じが子どもにとって安心して過ごせている。 

□どの行事も（参観等も含め）今年は発達に応じた内容で、様々な工夫がされており、子ども達が一生懸命に

頑張る姿や活き活きと楽しんでいる姿を見ることができ、３年間での成長を凄く感じた。 

□小学校入学に向けて、自分たちで考える力、（授業は 45分なのでそれまでに）時間内に終わるように声掛け

してくださり、小学校へ入ってから子どもたちが困らないように指導しているのがとても伝わってくる。 

□「自分の言葉で伝える」という練習をしてくださって有難い。 

□地域の方々とも連携した野菜作り、子どもの季節感や豊かな感性の成長に大いに貢献している。 

□園での居場所があること。子どもの特性を踏まえていろいろな工夫をしてもらえてありがたい。 

□年長のリレーでクラス混合だったのがすごく良くて、異年齢の子ども達全員で何か一つをやり遂げるものも

見てみたいと思った。 

□２号認定児として長時間こども園で過ごしている。子どもの姿を見て、とても充実した時間を過ごしている

と感じる。 

□３年間お世話になって、生活習慣も身に付き、とても成長したと感じる 

□最近だと、運動会・音楽会・作品展ととても意欲をもって取り組んでいた。 

□年長になり、子どもたちの遊び方を担任の先生や子ども本人から聞いたときに、「子どもたち自身が興味をも

ったこと、面白いなと思ったこと」をすごく尊重して取り入れてくださっているのがとても伝わってきて、いつ

もありがたいなと思っている。（下の子がいたりすると、なかなか家では希望通りにしてあげられないので） 

□家庭環境が変わり、忘れものをしたりして迷惑をいっぱいかけたりした。いろいろな相談にも時間を作っても 

 らい、助けてもらい感謝の言葉しかない。 

□集団生活をきちんと行えるようになったと思う。先生方からの子どもの日頃の様子もきちんと教えていただけ 

 て（良いところも悪いところも）園での様子もとてもよくわかる。 

□子どもを認めて見守ってくださって安心感の中、毎日楽しく通っている。スキルではなく心の成長を感じて 

 いる。 

□発表会などは先生がいろいろ考えてくださって、みんなで一緒に力を合わせて努力して練習したのだろうな

…と本当に成長を感じられる時間で本当にありがたく思う。いつも子どもたちのために大変なお仕事をして

くださっている。先生のお仕事ぶりにはマネできないなぁ…と頭が上がりません。 

□一人っ子であまり友達と一緒に外で遊ぶことがないので、サッカー、ボール遊び、マラソンなど十分に満足し 

 ています。 

〇１号認定の方と比べて参加できない行事もあり、またＰＴＡ活動もあまり参加できず申し訳なく思ってい

る。働きながら参加しやすいＰＴＡの在り方があればと思うこともあるが、（園の方針と関係なくてすみませ

ん）また考えをＰＴＡさんに提案したいと思う。 

〇ホームページについて、「園だよりのカラー版」みたいなものがスマホで見られる的なものだと便利かもと思 

 う。今時ほとんどの親御さんはスマホを持っているので。（制作側としても、新しくコンテンツを作る必要が

ない。保護者側も、写真がカラーで見られる。また、家の冷蔵庫にいっぱい貼らなくて良い） 

〇参観や懇談会は、仕事のある２号認定にとっては回数が多く感じる。 

〇人権を理解させるのは難しいと思うが、大事なことなのでわかりやすく教育していただければ子どもたち  

 の将来のためになると思う。安全対策は完璧にするのは無理だが、事故がないように情報の共有などを 

 しっかりとお願いしたい。 



 

☆園庭開放について 

【３歳児】 

□園庭開放はとても楽しみにしているし、楽しんで安心して遊ばせてもらっている。時間もちょうど良いと思

う。・・・３ 

□あまり参加できないのですが、好きな遊びを楽しんでおり、親にその様子を見てほしいようだ。 

□おもちゃを使えなくなったときは少し寂しく感じたが、今は特に問題なかったと思える。最後までいる人が全

部片付けるということもなくなったので良かったと思う。 

□普段あんまり遊ぶことのない年中、年長さんの友達とも遊ぶ機会がもててとてもいいと思う。 

□砂遊び道具使用禁止になってどうなるかな？と思ったが、子どもたちもわかっているようで、（少しは出して

いますが）道具が散乱したままということが減ったように思う。良かったのではないか。 

□子どもが２人いるとどうしても１人を見失うことがあるが、探していると他の親御さんが相手をしてくれてい

たり、喧嘩を仲裁してくれていたりすることがあり、とても助かる。自分も自分の子だけでなく、他の子みん

なが楽しく遊べるように気を配ろうと思った。 

□園庭開放にまだ参加したことはないが、友達と自由に遊べたり、保護者同士の交流の機会にもなったりして良

いと思う。 

□下の子も一緒に伸び伸びと遊べるのでとてもいいなと思っている。 

〇園庭開放を我が子はとても楽しみにしていて、ほとんど参加しているので、途中で砂場のおもちゃの使用禁止

が辛かった。なぜ使用禁止になったのかがはっきりわかりませんが、スコップだけ等一部のものだけでも使用

できるようにしてほしい。今公園でも砂場で遊べる場所がほとんどないので…。親同士話に夢中になるのも分

からなくもないですが、子どもをもっと親が見ておかないといけないと思う。個人的には全く見ていない方が

多い気がする。 

〇活発な男の子なのでずっとついて回っているのは疲れるが、子どもたちの触れ合いもあって園庭開放には満足

している。助かっている。ちょうど良いい頻度だと思う。・・・４ 

〇片づけを徹底することを条件にもう一度砂場の用具を使用ＯＫにしてほしいです。・・・４ 

〇週二回の開放を三回の開放にしていただけないか検討してもらいたい。 

〇火曜、金曜日だと習い事や行事があると参加できないので毎日３０分とか短い時間、園庭開放してもらえると

子どもも満足して親も早く切り上げられるので助かる。 

〇ブランコの人気が高いにもかかわらず、二基がロープになっていて満足に遊べないことが気になる。また、親

が二本のロープを結び、ブランコのようにして遊ばせているところを何度か見たが、安心・安全に感じない。

ロープをやめるか注意喚起をお願いしたい。 

〇砂場のおもちゃなどは禁止されていたはずだが、最近また遊んでいる子どもが目立つ。自分の子どもは注意す

るが、他学年の子どもさんまでは中々注意しにくいのが現状だ。もしおもちゃ禁止なら定期的にアナウンス（降

園時などに）いただくかとてもお手数ですが１４:３０頃、一度先生がどなたか見回りをして頂けると有難

い。・・・２ 

〇もう少し自分のお子様を見守ってほしいと感じる。（子どもたちのトラブル、言い合いが始まっても周りに保

護者がいないことが多い） 

〇園庭開放ではない日に、遊具で遊んでいる子どもがいて、子どもがそれを見て自分も遊びたがりなかなか帰ろ

うとしない。雨が降っていなくても水たまりが多い日、地面がぬかるんでいる日は園庭開放を中止にした方が

いいと思う。 

〇週２回に限らず、毎日開放してもらうことはできないか。 

 

【４歳児】 



□園庭開放は、いつもとても楽しみにしていて遊んでいる。・・・３ 

□砂場道具が禁止になり、誰が使ったかわからない道具の片付けがなくなり、早く帰れるようになった。 

□子どもがどんな友達とどんな遊びをしているのかが知れる機会でもあるし、こんなことをされてるんだ…とか、

こんなことをしてるんだ…と良い面も悪い面もある。 

□子どもがいつも喜んで遊んでいるので、このような機会は大変ありがたい。後片付けも子どもに声を掛け 

 ながら一緒にしようと思う。 

〇ある時期から、園庭にある道具等の使用がだめになった点で、使用禁止については問題ないのですが、どうし

ても未就園児のお母さん方にとっては子どもたち(未就園児)に対しての使用禁止を伝えるのは難しいと思う。

自分も含め、皆さん声かけをされています。使用禁止であれば、物置になおす等できればいいのかと思います。

目の前に物があると、どうしても使いたくなってしまう。 

〇子どもに背を向けて喋っている保護者の方がとても多く、自分の子どもをずーっとほったらかしにしていて、

管理ができていないととても感じる。特に今は園のおもちゃが使用禁止になっているにもかかわらず、使用さ

せていたり、使っていることに親が喋っていて気付いていなかったり、子どものやりたい放題になっている。

誤って使ったおもちゃも片付けさせないというのも感じる。ルールを守っている人が嫌な思いをしているよう

に思う。 

〇砂場道具を使っている子がまだ割りといるように感じる。お母さんも遠くにいらっしゃるので一緒に遊びたが

る（使いたがる）未就園児の説得に悩んでいる。 

〇元々あまり参加させていなかったが、たまに参加するとその度に「困ったこと」に直面するので、出来るだけ

避けている。やんちゃなお子さんの親御さんほど近くにいらっしゃらないので、そういった子の分まで監督し

なければいけないのは、腑に落ちないのが正直なところです。そのあたりの感覚は人それぞれで仕方がないで

すが、不公平感を抱くくらいなら参加しないと考えている。 

〇園庭を走り回っている子どもが多い中、最近園庭の真ん中あたりに送迎の自転車が並んでいるのが、大丈夫か

なと少し不安になる日がある。 

〇やっぱり砂場の遊び道具使用禁止について、園児もいまだに使っているところを見かけたり、使うのを止めて

いるところを見かけたりする。園児はわかっている分、止めることもできるが、下の子を言い聞かせるのは難

しく、使う度に直しに行ったり、取り上げて直したりで泣かれている。楽しい遊具が沢山あって、小さい子た

ちの魅力いっぱいの砂場です。何とか少しだけでも 1 つのカゴだけでも遊べるようにしていただけると園児、

下の子も楽しく遊べると思う。途中で帰ると片付けができないことも確かにあるので、今の方がいい時もあり

ますが、遊べたらなとも思う。 

〇庭開放時に小物を使えないのは悲しい。しかし、子どもたちが片付けをしていなかったのも確かなので仕方が 

 ない。片付けがきちんとできるようになれば、小物を使えるようになればありがたい。 

〇園からも注意はしてくれていますが、本当に子どものことを見ていない保護者の方は多い。 

〇大好きすぎて園庭開放の日以外でも帰ろうとせず、言い聞かせないとだめだなと思う。 

〇園庭開放ではない日も遊ぶようになっていて、何度言っても全く帰らずに遊ぶので、先生から注意していただ

くと有難い。 

〇子どもから目を離して親同士の会話に夢中になっている保護者が多いので、注意していただきたいです。 

〇親御さんの目が行き届くように気を付けている。(戦いごっこが激しくなってくる時があるので、危ないと思

います。)・・・２ 

〇降園後、そのまま遊ばしてもらえるとうれしい。 

〇うちの子も含め、走り回る子が増えてきて小さい子にぶつかって危ない場面が多々ある。 

〇毎日ではなく、週二回という回数が程よくて助かる。 

〇30分くらいでいいかなぁ。 



〇毎日 20分など、短時間の開放にしてもらいたい。 

 

【５歳児】 

□週２回で参加したいときに参加でき、良いと思う。園庭で遊ばせていただきありがたい。 

□遊具の片付け、退出の時間（15時まで）は、昨年よりよくなっていると思う。 

□現状で良いと思う。 

□夏は暑く、冬は寒いので大人は大変だが、子どもにとっては、のびのびと楽しく遊べるので良いと思う。 

□火、金はおひさま利用が多いのであまり参加することはないが、たまに園庭開放の日にお迎えに行くと喜ん

で遊んでいるので、良い機会だと思う。 

□良い時間だと思う。園庭開放がなくならないよう子どもから目を離さず、見守り、片付け気をつけようと思

う。 

□幼稚園の友達と遊ぶ姿が見られてとても感謝している。それでもヨチヨチの小さい子が一人で歩いていたり

するので目が離せない。園児は遊び慣れた場所だし、小さい子には広くて歩きやすい場所だし、ヒヤヒヤす

る。難しいところだ。 

□砂場の道具は使用できなくなったが、子ども達はそれなりに楽しく遊んでいるので良かったと思う。砂場の

ある道具（スコップやおままごとで使うもの）等は、今後も使用できないままで良いと思う。・・・２ 

〇たまに子ども達のトラブルを見かける（遊具の取り合い等でケンカする、こけてケガする等）が、結構子ど

も達同士で解決している。たまに間に入ったりもするが…。（立ち入り禁止の倉庫裏に入っていく子をたまに

つまみ出したりしている。） 

〇週に２回のところを、週に１回でも丁度よい気もする。・・・２（でも子どもは園庭で遊べるのを喜んでい

る。） 

〇毎回終了 5分前に音楽を鳴らしてほしい。  

〇自分の子どもの様子を見ていない親がいる。子ども同士のトラブルになった時、対処できないのではないか

と思う。 

〇子どもがケンカしたり泣いたりしているのにその子の親が全く気付かない！なんて事が多く見られ、保育園 

 ママとしてはありえない～って思っていた。みんな話をしていても子どもが危なかったりケンカをしたりした 

 らすぐさま動いていくのが当たり前だっただけに、幼稚園はなんだか先生任せな感じがして少し引いてしまっ 

 た。一人で脱走している子が前にいたので、少し怖いな…と感じた。 

〇砂場での道具が使用できないので、走り回ることが増えた。砂場での道具を使用する機会も小学校では減る

ため、幼稚園の間ぐらいは園庭開放でも道具が使用できるようにしてほしいと思う。 

〇砂場の遊び道具など、今禁止されている遊具はずっと禁止されたままでいくのでしょうか。禁止するなら見え 

 ないところに直すなどしないと、どうしても使ってしまっている子もいる。今一度どうして禁止しているか 

 を親子にしっかり伝え、改善すれば元に戻してほしい（使えるようにしてほしい）と思う。 

〇娘は園庭開放が大好きです。私の都合ですが、毎週火曜日と金曜日のみの園庭開放なので、おひさまに預けて 

 いる時は残念ながら参加することができず、娘が落ち込んでいる時がある。可能であれば毎日３０分園庭開放 

 があればうれしいな！と思う。おひさまから夕方園庭で遊べているようなので贅沢な悩みですみません。 

〇おもちゃがないなりに遊びますが、たまに出したがる。砂場の砂が少なくなってきていて、掘ると石がたくさ

ん出てくるのを集めて遊んでいるのが危ないので、砂を増やしていただけるとありがたい。 

 

 

 

 

 

 



☆一時預かりについて 

【３歳児】 

□用事のある時など預かっていただけるのは本当に助かっている。・・・２ 

□先生も優しくて子どもも楽しんで行っています。いつも気を使ってもらって丁寧な対応をしていただき、嬉し

いです。 

□はじめは泣いていた友達がだんだん楽しそうに一時預かり保育に行くのを見て、楽しいことがあるのだなと自

分の子どもも安心して預けられる。 

□いろんな学年の子とかかわれて、楽しんで行ってくれるので普段の園生活でクラスで過ごすのとはまた違い、

いいと思う。 

□早く迎えに行くと帰りたがらないくらい、一時預かりで楽しい時間を過ごしている。年上のお兄ちゃんやお姉

ちゃんとも遊ばせてもらえたり、一時預かり以外のところでも声をかけてもらえたり、とてもありがたい。 

□担当の先生がとにかくいつも笑顔で対応してくださるのが気持ち良い。我が子は数えるほどしか使用していな

いが、名前を覚えてくれていて大変嬉しかった。おたよりで一時預かり保育としてのねらいやあそびもしっか

りあって、取り組み方に感心している。 

□〇時までとお願いしていたものの仕事内容で前後することも考えられたため事前にその旨をお伝えしたとこ

ろ「前後３０分くらい大丈夫ですよ」と笑顔で受け付けてくださりとても有難く心強かった。 

〇利用時は１８：３０まで預けているが、「仕事でないなら最後までは大ひんしゅくだね」と友人に言われたの

で、先生方にとってはやめてほしいことなのかも…とも苦慮している。 

〇申込期日をせめて前日までにしていただきたい。また親の体調が悪い時など急に預かってほしいようなときも

あるので、当日申し込みも場合によっては受け入れていただきたい。 

 

【４歳児】 

□おひさまで他学年との交流もできて今まで話したことのない友達とお話しできたと喜んでいる。 

□とても助かる。そして、いつも行くと楽しかったからまた行きたいと言われる。お迎えに行った時に、その日

の様子をおひさまの先生から聞けるのはありがたい。 

□数か月に一回くらいお願いすることがあります。おひさまに行くことを喜んでいて「またすぐに行きたい」「今

度はいつ行ける？」と楽しい様子。・・・３ 

□ビーズで首飾りをつくったり、三つ編みを教えてもらってきたりと、いつもと違う体験もできてとても良いと

思う。異年齢の子と仲良くなれて喜んでいる。 

□子どもを預かってもらえる身内が近くにいないので、本当に助かる。給食の予約が改善されて利用しやすくな

った。 

□用事があるとき本当に助かっている。先生方もとっても優しく子どもたちも嫌がらずに行っている。 

□全学年の園児が一緒に活動できているのでとても良い刺激になっている。 

□子どもはおひさまを利用することをとても楽しみにしています。お迎えに行っても、いつも「おかえりなさい」

と先生方が笑顔で迎えてくれているのが私もうれしいです。仕事でもリフレッシュのためにも利用させていた

だいていますが、感謝しかありません。 

□チケットを前もって購入しなくても、一時預かりを利用できるようになって良かった。 

〇急な当日預かりはなぜ園長か副園長の許可がいるのかわかりません(人数把握？)。三日前でなくとも、急な申

し込みをすれば受け入れてもらえるとありがたい。 

〇お迎えの時に、子どもがどんな様子だったのかを少し教えてもらえると嬉しいです。一言「楽しそうにしてい

ましたよ」くらいでいいので。そしてやっぱり、当日の受け入れをしてもらえると助かる。おやつの融通をき

かせてもらって。 

 



【５歳児】 

□おひさまは縦割り保育なので、他の学年の友達とも関われるのが良いと思う。製作やお絵かきが上手になっ

たように思う。 

□楽しく過ごしているので、いつも安心。 

□おやつを食べた後に、外で遊ばせもらっているのですごく感謝。 

□年長になってから楽しんで行くようになった。年少、年中の時は年上の子がこわかったのかな？と思う。 

□異年齢の子と関われてとても楽しんでいる。クラスではやらない遊びや製作をしていて有難い。 

□給食の追加、キャンセルが２週間前までできるようになったのはとてもありがたい。 

□とても楽しんで行っている。工作や遊びを楽しんでいる。昼寝が義務ではなくなったので、利用しやすい。 

□子どもも楽しく過ごしており、親も安心して預けている。 

□時間に追われる生活の中で、おひさまに頼れることでとても気持ちも身体も助かっている。 

〇今日はこんなことをしました…という話は、先生からは無いので様子がわからないことが多い。子ども自身

が何をしたか話してくれるので、後から楽しく過ごせたのがわかる感じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆地域で決める学校予算事業について 

【３歳児】 

□子どもにとって初めてのことばかりでとてもいい経験だと思います。・・・２ 

□講師やボランティアの方々を招いて地域の方々と交流できる有意義な活動だと思う。 

□こういうための取り組みであることは初めて知った。色々な経験をさせていただけるのは大変ありがたいです。

この事業がもっと充実していくことを望む。 

□普段野菜を育てる、収穫する経験は家庭では難しいのでありがたい。子どもたちも旬を知ることができている

と思う。・・・２ 

□キッズイングリッシュのおかげで、英語に興味を持つようになった。 

□兄や姉がキッズイングリッシュのおかげで英語に抵抗なく小学校でどちらかといえば楽しんで取り組めてい

る。このことにとても感謝している。今後もそのような子どもが増えるよう継続されることを薙がっています。 

□年齢も上がり、参加回数を重ねるうちに子どもも落ち着いてくれればイベント時の様子が理解出来れば嬉しく

思います。 

□いろいろな行事や絵本タイムなど子どもも楽しく参加しているようで親としてもいろんな経験ができて嬉し

い。いつも教示を楽しみにしているのでこれからも色んな活動をしてもらえると助かる。 

□小学校での交流は子どもたちにとってとても楽しみにしている。 

〇英語レッスンの回数をもっと増やしていただきたいです。また、読み書きのレッスンも取り入れてほしいで

す。・・・４ 

〇みんなであそぼう、サッカー教室は子どもがとても楽しかったと言っていたので、もっと回数を増やしてもら

えたらと思います。・・・５ 

〇予算があるので無理があるのかもと思うが、キッズイングリッシュやサッカー教室などがもう少し定期的に行

われると子どもたちの興味がもっと広がるのかと思う。もちろんきっかけや初めての経験として取り組みがあ

ることはありがたいし良いと思う。 

〇「みんなであそぼう」では何のイベントだったかすぐに思い出せないのでもう少しわかりやすいネーミングは

ないか？ 

〇毎年サッカー教室をしていただいていますが、他のスポーツや生の音楽に触れるような機会がもっとあれば嬉

しいなと思う。 

〇キッズイングリッシュ、栽培活動なども自由参観にしていただけたら嬉しい。 

〇お知らせがあったのかもしれませんがどこからどのような先生が教えに来てくださっていたのか知っておき

たい。 

〇子どもから積極的に話してくれることがないので活動内容がよくわかりません。難しいかもしれませんが動画

などで見ることができれば嬉しい。 

〇サッカー教室もいいですが、もっと野球や違う球技もしてほしいと思う。 

〇なかなか難しいとは思いますが、少し見学できる機会があればなと思う。 

〇文化事業として絵画教室や体操教室はどうか？ 

〇どんなことをしたのか子どもに聞いても具体的に話すことができないのでいつも帰りの挨拶の時に先生の話

を一生懸命聞こうと頑張るも自分の子どもがこっちを向いておしゃべりしてくるので先生の話が聞こえなく、

どんなことをしているのか分からない日もある。 

〇自宅ではどのような様子で参加しているのか分からない。 

 

【４歳児】 

□いつも今日はこんなんだったと楽しそうに話をしてくれる。子どもにとっていい刺激になっているんだなぁと

思う。 



□みんなであそぼうやサッカー教室、キッズイングリッシュなど、子どももとても楽しみにしている。もう少し

回数が増えると良い。 

□幅広い分野の活動を、どれも楽しんでいると思う。活動日は家に帰ってからもその話でもちきり。 

□園児ではない人たちと接して、広い意味の教育を受けられることは大事であり、成長にもつながることである

ので、これからもますます活動していただきたいと思う。 

□お世話が大変だとは思いますが、いろいろな種類の野菜を見たり触ったりする機会がありがたい。 

□サッカー教室の先生が来てくれて、体験出来ていいと思う。 

□園から植木鉢を持って帰ってきても、上手に増やせず、いつもあまり収穫できないのですが、園で野菜等を収

穫させていただける事は、地域の方々の力を取り入れた教育活動のおかげだということを強く感じ感謝してい

る。 

〇予算等の問題があるかと思うが、もう少し英語に触れられる機会があればいいのにと思います。 

〇植木鉢はそのまま小学校でも使えるものにしてほしかった。 

〇キッズイングリッシュやサッカー教室などもう少し回数を増やしてもらえるとありがたい。今からの時代、英

語は必須になると思うので。サッカーは回数を増やすと達成感を味わえるのではないかと思われるため。 

〇キッズイングリッシュ等、外国の方との触れ合いがもう少し増えるといいなと思う。 

【５歳児】 

□いろいろな体験をさせていただくたびに、家で子どもが楽しそうにその話をしてくれるので、親も子もありが

たい限り。・・・２ 

□野菜の栽培は大変かと思いますが、ぜひ続けていただきたい。「野菜大好き、いっぱい食べる」タイプの子で

はないですが、それでも収穫した野菜はありがたがって食べていた。食育の観点からも素晴らしいと思う。 

□私自身も、我が子のためだけでなくて、地域の大人として役立てることがあれば協力させていただきたいと

思います。 

□サッカー教室は喜んでいます。・・・２ 

□サッカー教室を指折り心待ちにしていた。いろんな経験をさせていただき嬉しい。 

□キッズイングリッシュ、絵本タイムなど楽しみにしている。 

□いろいろイベントがあるので、子ども達も楽しいだろうなと思う。家に帰ってから、「今日はコンサートでい

っぱい楽器を弾いてくれたよ」「キッズイングリッシュで習ったよ」等と、園での楽しい話をしてくれるの

で、楽しんでいるのが伝わってくる。 

□先生方や友達とは違う方たちとの交流が楽しいようで、当日の様子を細かく話してくれます。良い刺激にな

っていると思う。 

□良い取り組みだと思う。 

□サッカーは最初「おもしろくない…行きたくない」と言っていたのですが、最終日は「楽しかった！」と言っ

ていた。キッズイングリッシュは、もう少し回数が多いと良いなぁと思う。 

□キッズイングリッシュは英語に慣れるのには良い取り組みだと思う。野菜の栽培もだんだん大きくなっていく

のが面白いみたいで、興味があるみたいだった。できた野菜を調理するのをお手伝いして食べられるまでを体験

できるので良い取り組みだと思う。 

〇サッカー教室やキッズイングリッシュなどもっと回数が増えるといいと思う。・・・２ 

〇絵本タイム…組によっては保護者が集まる組と集まらない組があるので、集まらない組は再度声掛けが必要で

はないかと思う。たくさんのお母さんが来て読んでくれるのは、子どもたちも嬉しいと思う。 

〇夏野菜の収穫を楽しみにしていた様でしたが、１つも実がなる事がなく、とても残念そうでした。もう少し

確実に出来るものでも良かったのではと思う。 

〇キッズイングリッシュの内容はいまいち分からないのですが、音楽や曲等親しみやすい内容だと子どもも喜

んで参加するのではないでしょうか。 


