令和４年１月１７日
保護者の皆様
奈良市立都跡こども園長

保護者アンケートについて（集計結果）
日頃より、園教育・保育推進へのご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、12 月には園教育についてのアンケートにご協力いただきありがとうございました。3・4・5 歳児を合わ
せた全学年の集計結果を報告させていただきます。皆様の評価と都跡中学校区運営協議会、学校評議員会でのご
意見も合わせて、今後の園教育・保育に活かしていきたいと思います。
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1 子どもは、園での遊びや活動を楽しみに登園している。
１．子どもは、園での遊びや活動を楽しみに登園している。
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2 園は、やさしさや思いやりのある仲間づくりをしている。
２．園は、やさしさや思いやりのある仲間づくりをしている。
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3 園の職員は、一人一人に寄り添い、温かくかかわっている。
３．園の職員は、一人一人に寄り添い、温かくかかわっている。
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4 クラスの保育者は、子どもをよく理解してくれている。
４．クラスの保育者は、子どもをよく理解してくれている。
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5 園では、園生活のきまりを守る取り組みや指導がなされている。
５．園では、園生活のきまりを守る取り組みや指導がなされている。
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６．園では感染症予防を含む健康管理や生活習慣(うがい、手洗い、身の回
6 園では感染症予防を含む健康管理や生活習慣(うがい、手洗い、身の回りの始
りの始末、片付け等)に関する指導がなされている。
末、片付け等)に関する指導がなされている。
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7７．園は、安全に対する指導や配慮が適切に行われている。（用具の使い
園は、安全に対する指導や配慮が適切に行われている。
方・交通安全・避難訓練等）
（用具の使い方・交通安全・避難訓練等）
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8 園ではコロナ禍の状況ではあるが、様々な行事(運動遊び参観、遠足、園外保
８．園ではコロナ禍の状況ではあるが、様々な行事(運動遊び参観、遠足、園
育、やきいもパーティー、作品展等)を実施できるように工夫してきたことで、子
外保育、やきいもパーティー、作品展等)を実施できるように工夫してきたこ…
どもは楽しく参加できた。
９．幼児期の育ちに重要な“遊び”において、園は、子どもが“したい”と思った
9 幼児期の育ちに重要な“遊び”において、園は、子どもが“したい”と思ったことに
ことに取り組み、考えたり、試したりできるような環境づくりや援助をしてい…
取り組み、考えたり、試したりできるような環境づくりや援助をしている。
１０．園は、給食、栽培活動を通して望ましい食習慣を図り、食べることの楽し
10 園は、給食、栽培活動を通して望ましい食習慣を図り、食べることの楽しさや感
さや感謝の気持ちが持てるようにしている。
謝の気持ちが持てるようにしている。
１１．個人・学級懇談会や学年・学級だより、園だよりや園長だより、ホーム
11
個人・学級懇談会や学年・学級だより、園だよりや園長だより、ホームページ等
ページ等を通して、園の様子や教育方針がよくわかる。
を通して、園の様子や教育方針がよくわかる。
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12 園は、子育てに関する手紙の配布・掲示（食育だより、家庭教育月間目標、地
１２．園は、子育てに関する手紙の配布・掲示（食育だより、家庭教育月間目
域での講座や教育講演会等）を行い、家庭や地域と連携して子育てをしようと
標、地域での講座や教育講演会等）を行い、家庭や地域と連携して子育て…
している。
14 園は、小中学校や地域と連携し、絵本の読み聞かせ・栽培活動・園外保育の付
園は、子育てについての情報提供をし、家庭や地域と連携して子育てしようと
１３．園は、小中学校や地域と連携し、絵本の読み聞かせ・栽培活動・園外保
13
している
育の付き添い等を通して、子どもが地域の方と親しみ、豊かな心を育む取…
き添い等を通して、子どもが地域の方と親しみ、豊かな心を育む取組を行って
いる。
14 １４．園は子どものことで気軽に相談できるような雰囲気や体制がある。
園は、子どものことで気軽に相談できるような雰囲気や体制がある。
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【ホームページ・コドモンについて】
項目
番号
15
16
17

内

容

評

園のホームページがあることを知っていますか
園のホームページをどの程度ご覧になりますか

随 時
(13％）

今年度の途中からコドモンでお知らせや園だよりを配信し
ていますが、ご覧になったり活用されたりしていますか。

価

はい
(98％)
週１回
はい
(96％)

いいえ
(2％)
年１回
全く見ない
（24％） （6％）
いいえ
(4％)

月１回

(10％）

(48％）

している
(64％)

していない
(36％)

【一時預かり保育について】
(1 号認定の方のみ)
18
一時預かり保育を利用していますか
19
20
21

一時預かりを利用している方にお聞きします
一時預かり保育に満足していますか
一時預かりを利用している方にお聞きします
どのような理由で利用されていますか

一時預かりを利用している方にお聞きします 1
ヶ月にどのくらい利用されていますか
(２号認定の方のみ)
22
現在の預かり保育に満足をされていますか

満足している
(97％)
就 労
通 院 介 護

育児負担軽減

(38％）

（29％）

(10％）

(1％）

満足していない
(3％)
その他

（22％）

3 日まで

5 日程度

10 日以上

(43％）

(18％）

(39％）

満足している
(100％)

満足していない
(0％)

たくさんの貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。抜粋して掲載させていただきます。

【一年間を通して】
・コロナ対策もあり、手洗いうがいをきちんとされているので、風邪をひくことが少なくなった。
・行動が制限される中、子どもたちが楽しめるように考えて保育してくださり、ありがたいと思う。
・コロナ禍でもいろんな行事や家庭では難しい体験（さつまいもパーティーや大根の収穫等）ができてよかった。
・今年は、大型バスに乗り遠足に行けたことが、子ども達にとっていい経験と思い出ができ、嬉しく思う。
・子ども達一人一人のやりたい事をのびのびとやらせてもらって、みんな楽しそうに過ごせていると思う。
・自分がやりたいことを夢中でする、それも与えられた環境ではなく、自分たちで考えてあるものを組み合わせ
てすることの素晴らしさを実感した。
・自然にもたくさん触れて、地域の方との行事も、制限がある中でも実施して頂き、とても感謝している。もう少
し状況が落ち着けば、学年、または全体で一緒に行事が出来るといいなと思う。
・夏には園庭で水あそび等、裸足で遊ぶ機会や、秋には大量の落ち葉やドングリ等が用意されていて季節を感じら
れる遊びができて良いなと思った。
・季節の花が咲き、食育にも力を入れていて、子どもたちが自然に触れ学べる環境づくりをしてくださり、身近に
学ぶことができ、興味の幅が増えて子どもたちの将来の糧になると思う。
・広い保育室、園庭でのびのびと遊んで、野菜を育てたり、収穫したりと貴重な経験をさせてもらえている。
・園庭での遊びがとても良いなと思う。泥遊び、砂遊び、自然の木々を使ったおままごとなど道具も十分に揃って
いると思う。来年はプールがあれば良いなと思う。
・本人もこども園が大好きで毎日楽しく通っている。
・自分のことを自分でする力が育ち、園で教わったことを自分でやってみようとしている姿に成長を感じている。
・この一年で、自分の気持ちを出せるようになってきたことが嬉しい事の一つ。
・先生方が子どもの様子についてお迎え時に教えてくれ、相談もできるとてもいい環境だと感謝している。
・先生には、きちんと子どもの話を聞いてもらっていてとても助かっている。
・相手を思いやることや約束を守ることなど大切なことを教えてくれている。

・いつも楽しく明るい雰囲気をつくっている中にも、保育者としての専門的な見方で子どもたちを見守っているこ
とが懇談会で分かり、うれしく思った。
・入園してからの園での活動を通して、子どもの姿を見ていると、多くのことを学び、興味をもつこと（もの）も
増え、成長をとても感じた。
・集団でのかかわりの中から、得るものの多さに親としても驚いている。
・子どもの性格を理解し、あらゆる手段を使って、やる時はやるということなどを、しっかり伝えて頂いている。
・苦手なこと等、見守りつつ時々手助けして頂き、この 1 年で特に生活面での成長が大きい。
・送迎時の見守りにも安心できる。
・遊びだけではなく、避難訓練の内容も様々で、たくさんのことを園で学んできてくれると実感している。
・保育参観や作品展を見て、昨年とはまた一つ成長していることにすごく嬉しく思う。
・子どもが手遊びを覚えてきたり、その日のあったことを話したりする姿から、毎日色んな経験をさせて頂いてい
ることがよく分かる。
・子どもが園であったことは、毎日教えてくれて、嫌なことがあっても、
「次はこうする」と、自分で解決方法を考
えていることもあり、安心している。
・来年度は今年よりもっとたくさん参観など子どもを見る機会がありますように。
・写真販売は、ネット環境がある親はネットで選ぶようにしてほしい。
・今年もコロナ予防ということもあり、参観や懇談の実施、園庭開放の実施が例年よりも少なかったのが残念。
・もう少し日々の活動内容が見えたら、伝わったらいいかなと思う。
・園だよりには載らない日々の活動の中で、例えばみんなで取り組むようなタマネギ植えや花植え等、事前に分か
るものがあれば教えて頂けたらなと思う。
・もし可能であれば、コドモンに給食一覧も載せてほしい。
・コロナ禍で仕方ない部分もありますが、今は共働きの家庭も多く、できれば年間予定を年度初めに示していただ
ければ、予定もたてやすいのではないか。
・園庭の道具を一度見直してほしい。
・安全面ですが、チャイム等を活用せず、鍵も開けっ放しなのが気になる。
【なかよし広場について】

・異年齢児と関わり、とても刺激を受けている。我が子のことを気にかけてくれる年上のお姉ちゃんもでき、先生
もとても優しく、安心して預けることができている。
・先生方がとても親切で本当にお世話になっている。
・預かり保育があるから、仕事を続けられている。
・先生が親身になってアドバイスをくれたり、園での様子を教えて下さり、すごくホッとしている。
・ラキューがきっかけで、なかよし広場が楽しくなったようです。
・絵を描いたり、外遊びをしたり、楽しそう。人見知りでしたが、たくさんの友達ができました。
・教室では、出来ない遊びや違う年齢の子と遊べるので、いい刺激を受けている。
・子ども達を安全に見守り、遅くまで預かってくださり、気持ちにも余裕ができて子育てに取り組むことが出来る。
・小さい子たちに、優しくする等の経験が出来ているのでととても良い。
・お迎えの場所が分かりづらい。
【未就園児保育について】

・活動回数は少なかったが、家ではしない遊びをしたり、友達と関わることができたり、歌に合わせて体を動かし
たり、充実した時間を過ごすことができ、子どもの新たな一面を発見できる時間になっている。
・毎回楽しみにしている。コロナ対策を考えて頂き、有難い。
・同世代のお子さんやこども園のお兄さんお姉さんから大きな刺激をもらっているよう。
・入園前の予行練習になり、大体の流れ等、本人も分かりやすくとても有難い。
・コロナが落ち着いて以前のように午前中時間が取れるようになればいいなと思う。
・自由にしたい遊びができ、同年齢の友達との交流もあり喜んでいる。私も、先生やお母さんたちと、子育てにい
て話ができる、聞ける機会なので、親子共々いつも楽しく参加している。

＜まとめ＞
昨年に引き続き、コロナ禍での生活。少し落ち着いてきたのかと思っていると、現在はまた感染者が増加傾
向にあります。活動が制限され、予定していた行事も急な変更や中止もある中、保護者の皆様には、いつも多
大なご理解とご協力を賜り、心から感謝しております。
子ども達一人一人の健やかな成長を願い、この状況の中で、できることに取り組んでおりますが、十分でな
い点も多々あるかと思います。しかし、そのような中で、今回の園評価アンケートの回収率もよく、全ての項
目や記述において高評価をいただいていることを大変嬉しく思っております。
今後も、どのような状況の中でも、子ども達一人一人が楽しく園生活を送り、その成長を喜び合えるように
一層、保護者や地域の皆様との連携を密にし、その時、できることを考えながら、教育・保育内容の充実を目
指してまいりたいと思います。
◆記述式でのご意見にお答えさせていただきます。
〇園での日々の様子、過ごし方をもっと見てみたい
・コロナ禍においての行事や生活については、奈良市の基本方針に園は順守して実施しています。
まずは安全性を第一に考え、できる範囲で工夫しながら取り組んでいるところではあります。実際の姿を見
ていただけない分、たよりや懇談会、掲示、またホームページ等の活用で子どもたちの姿を知らせるように
しておりますが、十分な発信ができていないこともあります。より、子どもたちの様子、園の取組等を皆様
にご理解していただけるように発信の仕方を工夫し、今後も努力していきたいと思います。
〇園の行事だけでなく他の活動（栽培活動等）を事前に教えてほしい、年間計画を 1 年の始めに知りたい
・年間カリキュラムに沿って、子ども達の育てたい資質能力に向かい、内容を考え、月、週の指導計画を立案
します。その中に行事や栽培活動も計画します。栽培活動に関しては、天候や気温に応じて変更となる場合
がありますが、前もって知らせられる内容は、できるだけお知らせできるようにしていきたいと思います。
・年間計画を 4 月当初に配布しておりますが、今年度は、3 学期の生活発表会（お話遊び）や 1 月の保育参観
等のお知らせが遅くなり、ご迷惑をおかけしました。感染状状況により、実施がどの様な形態になるのか決
定できず遅くなりましたが、できるだけ早い段階でお知らせできるように、気を付けていきたいと思いま
す。
〇写真の購入方法について
・写真の販売について、短い期間でご覧いただくことで、ご不便をおかけしております。ネットで購入する方
法等、購入の仕方を現在、写真屋さんとも相談して検討しております。またお知らせします。
○安全面について
・玄関の鍵は、保育中は閉めるようにしておりますが、特に 2 時以降はお迎えの時間に差があり、随時出入り
があるため、常時閉めておくことに難しさがあります。しかしながら、さらに対策を考え、安全面への強化
を行っていきたいと思います。
・園庭の遊具や用具等、安全点検は定期的に行っておりますが、さらに職員間で共有し、破損している物等の
処理や修理など、迅速に行うように気を付けていきたいと思います。また、遊具や用具の場に応じた安全な
使い方について、みんなで共通理解を深めていきたいと思います。
〇その他
・コドモンの活用方法について、現在は園だよりを毎月お知らせしていますが、今後は他のたより等も、検討
していきたいと思います。
※全てにお答えできていませんが、皆様お一人お一人の貴重なご意見をもとに課題や改善点等、
次年度に向けて検討していきたいと思います。気になることやご心配なこと等がありましたら
気軽に職員にお尋ねください。

皆様、ありがとうございました

