
１．今年度、当園の保育スタイル（早朝保育・延長保育・休日保育・ドライブスルー・病後児保育等）

に対していかがでしたか？

・天候が悪い場合でもドライブスルーは助かります。（他８件）

・病後児保育は利用したことありませんが、いざという時に頼れる安心感があるので助かります

・夜遅くまたお休みの日もあずかって頂き、大変助かりました。

・休日保育が特に助かりました。

・早朝保育の時間野早さはたいへんありがたかったが、途中から延長保育が少し早くなってしまった

ため、先生も大変だと思うが、少し残念

・仕事の状況に応じて預かってもらえたのでとても助かりました。

・朝早くから見ていただいて助かりました。

・隅々まで行き渡る保育ありがとうございます。

・子ども達の世話で大変なうえ、保護者にも気遣って頂きありがとうございます。

・病後児保育の利用方法（基準？）がわかりにくいし、時間帯が不便（もう少し朝融通がきくようにして

ほしい）

⇒4 月から８：３０～１７：３０までの 8 時間利用になりました。

先日実施させていただきました令和頑年度のアンケート結果がまとまりました

のでご報告させていただきます。たくさんの貴重なご意見ありがとうござました。
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２．立腰保育の成果は見られましたか？（礼儀・挨拶・返事・姿勢・靴をそろえるなど）

・漢字に興味があり、自分の名前、お友達の名前覚えているようで教えてくれます。楽しく覚えられて

いるようで嬉しそうです。

・家でもあいさつをするようになりました。（他 1 件）

・まだ 1 歳児クラスなのに、食事の前には手を洗う、挨拶が出来る靴を揃えてしまうなどができて、で

きて、とても満足です。

・園ではきちんとできているかもしれないが、家では特に成果はみられない

・家では姿勢が悪く度々注意しています。引き続き注意したいと思います。

・朝 1 番の挨拶がまだ恥ずかしいようですが、返事、姿勢、靴を揃えるなどは家でも積極的やるように

なりました。

・難しい漢字等は読めたりしてびっくりしますが、まだまだ私生活で活かしきれていないようです。

・自ら進んで靴を揃えている姿を見て驚きました。又、靴箱（出先で）にしまっておいた家族の靴を並

べてくれることも多いです。（他２件）

・園では出来るようですが、家ではとくにしません。下の子も落ち着きなく動いています。（他１件）

・家での食事中も「腰骨を立てます！」とやっていました。

・1 歳にして名前を呼ぶ時しっかりと手を上げ返事をしてくれることにビックリした。

・家でもご飯の時にあいさつをしっかりしています。

・市の検診で集団でお話を聞くとき、他のお友達は動き回っていましたが、うちの子はじっとママのおひ

ざの上で座ってお話を聞くことができ、保育園に通っているからこそできたのかなと思いました。
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３．絵本指導について（雪・虹・月組：読み聞かせ  星・宙・太陽組：音読（漢字かな交じり））

・絵本大好きなので毎晩読み聞かせしています。これも園のおかげです。（他２件）

・お家でも進んで本を読むようになりました。（他３件）

・園で歌った歌や手遊びをお家で見せてくれました。次は何を歌ってくれるかなと楽しみです

・家で音読をする時も感情を込めて読む事ができます（他 1 件）

・最近はことわざにも興味を持つようになりました。

・読めない～と言いながらも興味を持って読めるようになってきています。

・絵本の内容を嬉しそうに家庭でも話してくれます。

・普段はなかなか感じられませんが、行事の時に子ども達が夢中で見ている姿印象的でした。

・漢字に興味があるようで車の窓から外を見て文字を読んでいます。（他 1 件）

・絵本が大好きで家でも読み聞かせを家族にしてくれます（未満児）

・自然と漢字やひらがな、カタカナが読める様になりました。

・漢字に親しみを持つという点ではとても良いと思うが、絵本を読んでいるというより暗記しており、漢字

が読めるようになるという訳ではないように思う。

⇒幼児期は見たもの、聞いたものを丸暗記する能力が非常に高い時期です。暗記が脳を活性化し、

暗記を繰り返すことによって自然に身につき、言葉の意味などは後からついてくるものです。

言葉の土台をしっかりと培い 6 歳までに脳を柔らかくする事を主軸としています。子どもは暗記が

出発。それは文字を認識しているものではなくそこから指でなぞりながら、読みこなしていく中で読

めるようになっていきます。園でやっているから終わりではなく、そこから家庭でも続ける事で習得

出来てきてきます。子どもは繰り返しが大好きで何故なら上手になる事で褒められるからそこから

伸びていきます。
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４．体操（星・宙・太陽組：専門講師による体操指導について）

・家でもジャンプやけんけんの練習をしています。楽しいようです。

・なわとびの結び方なども教えて頂きありがとうございます。

・恐怖心が少なく好奇心が強い時期に色々なことにチャレンジでき、今後大きくなった時に成果が現

れそうに思う。

・個々に合わせて無理のない指導をされていて安心です。

・塚本先生の事も大好きで、体操の木曜日は楽しみにしています。（他 1 件）

・みんなで体を動かす事は協調性も育ちとても助かります。

・楽しそうです。もっと外遊びや体操の時間が増えたら嬉しいです。

・体を動かす機会が少ないので、様々な種類の運動を体験させていただき感謝しています。

・家ではなかなかできない動き（側転など）を教えて頂き体の使い方の幅が広がったと思います。

・少しずつ苦手なことも出来るようになってきました。本人が楽しそうで親も嬉しく思います。（他 1 件）
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５．今年度は体操参観として各クラスでの体操・運動遊びの成果をご覧になりましたが、いかがでした

か？

・もっと自由に動いている姿も見たかった。技の披露が少なくて…でも園児の安全の為には仕方ない

気もしましたが…

・少しだけですが、出来なかった事が出来るようになっていて驚きました。

・指導する先生は大変かと思いますが、短時間で出来たので良かったのではないかと思います。あり

がとうございました。

・学年ごとで良いと思います。ただ、1 組 2 組合同の時間を作り全員リレーが見たかったです（他２件）

・落ち着いて参観する事ができたので良かったです。（他 1 件）

・日頃の様子が見られ 1 年の成長が見れて良かったです。（他１件）

・個人的には保育参観以上に楽しめました。

・クラスごとだったのでしっかり参観できて良かったです。(他３件)

・仕事の都合で参加出来ませんでした。（他１件）

・柔軟性が高まったと思います。鉄棒や跳び箱の指導もとても分かり易かったです。

・体操参観があるのは嬉しいのですが、発表会とほぼ同じ日程はちょっと大変でした。

・仕事を半休してだったので、土、日にあるといいかなと思いました。（２件）

⇒来年度の課題とさせていただきます。

・園で行っていただけたので、行こうと思う意欲がわきました。

・背の順で並び、マットや跳び箱を披露する際、いつも小さい子からスタートするので、たまには背の高

い順からスタートして欲しいなと思いました。

・とても楽しそうに笑顔で運動している姿が見られました。
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・感染を防ぐために戸外で行いましたが、天候が悪く残念でした。仕方ないですね…先生方のせいで

はないです。（他１件）

⇒各クラスでの体操参観が好評でしたので、来年度（令和２年）も体操参観を行う予定としております。

お子様と一緒に楽しい時間を過ごしたいと思っております。

６．給食について（味・量・見栄え・献立等）

・品数が多く、とても美味しそうだった。誕生日会の時いただいた給食がとても美味しかったです。（他

1 件）

・色取りもキレイで野菜もたくさん食べられていて満足です。

・献立表を毎日見ていますが、大人も食べたくなるメニューですね。息子もとても満足していると思い

ます。

・家では食べない食材やメニューも給食ではよく食べられている様です。（他４件）

・家ではあまり出てこないようなメニューもたくさん出るようなので、本人にとって好きなものも嫌いなも

のも良い経験になると思う。

・家で、今日食べた献立を教えてくれます。美味しかったと満足そうでした。

・とてもバランスがとれた給食だと思います。給食を始めてから家での食事の量も増えました。（他２件）

・最高

・いつも美味しい給食をありがとうございます。子ども達は美味しいと喜んでおります。（他３件）
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７．今年度心に残った行事はありますか？

・運動会…台風や当日の雨などありましたが「なんとかしてやりとげたい」という気合を感じました。あり

がとうございました。

・さつま芋苗植え・さつま芋堀…祖父母も参加でき大変喜んでいます。祖父母参観ありがとうございま

す。

・今年はトラブル続きで、すべてが忘れられません。

８．卒園児のみ回答

  もう一度世良田の杜を利用できるチャンスがあったら利用したいですか？

年長卒園児６１人中 ア：利用したい  …６１人

               イ：利用したくない …0 人
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９．さらなるご意見、ご要望がございましたら記入してください。

★ドライブスルー登園とても助かっています。先生方の負担がすごいだろうなと、いつも感謝していま

す。ありがとうございます。雨の日だけでも中止でも良いのではと思います。

★先生たちがとても親切で世良田の杜に通えてありがたく思っています。今後共宜しくお願い致します。

★いつもよくみていただきありがとうございます。毎日降園後、連絡帳をみるのが楽しみです。家とは

違う園の生活で友達と遊んだり学んだりと成長を感じます。家で教えてないこともやっていたりして

驚かされる時もあります。

★園長先生をはじめ先生方職員の方には大変お世話になりました。世良田の杜に入園して本当に良

かったです。来年度もよろしくお願いいたします。

★丁寧な保育をしていただき、子どものこと私のことまで親身に対応していただいて本当に感謝してい

ます。心から世良田の杜保育園に入園させていただいてよかったと思います。

★今年度は台風やコロナウイルスと大変な 1 年でしたが、毎回子ども達の為に最善の対策をありがと

うございました。

★6 年間お世話になりました。人数の多い園で色々な子ども親がいる中で先生方の 1 人 1 人に対応

して下さっている姿に頭が下がります。先生方が熱心に愛情もって子どもと接してくれているので子

ども達は素晴らしく成長してくれたと思います。本当にありがとうございました。

★大変お世話になりました。先生方が明るく元気に関わって下さりこちらも元気が出ます。（他 1 件）

★細やかにご指導頂きありがとうございます。

★いつもしっかりとご指導いただきありがとうございます。子どもが毎日楽しく通うことが出来ていて嬉し

く思っています。園長先生や先生方のおかげです。これからも親子共々よろしくお願いします。

★いつも先生方にはお世話になっております。担任の先生はもちろん、担任でない先生も子どものこと

を気にかけて下さっていて（私が廊下を歩いていたら、お看経での子どもの様子を教えてくださった

先生（担任ではないです）がいます。ありがたく思っています。今後もよろしくお願いします。

★育児の悩みを先生方が親身になって聞いて下さり、安心することができました。ありがとうございま

す。

★世良田の杜に入園してもうすぐ 1 年になります。娘の成長を感じられ本当に世良田の杜に入園で

きて良かったと思います。園長先生をはじめ先生方に心より感謝もうし上げます。

★小さな頃から大切にみて頂き感謝の言葉しかありません。先生方のおかげでいろいろな事ができる

様になりました。ありがとうございました。

★世良田の杜でたくさん学び楽しく過ごしてくれたことうれしく思います。ありがとうございました。



★子ども 3 人がお世話になりました。たくさんの子どもの成長とたくさんの感動を与えて下さり、感謝の

気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

★親が積極的にお金を払って習い事に通わせずとも、勉強熱心な先生方に加えて、専門的な指導

者の元、様々な経験を積ませていただきました。おかげ様で好奇心旺盛で活発な娘になりました。

こちらが驚くほど、色々なことが出来るようになりました。本当にありがとうございました。

★園児を第一優先に考えていただきありがとうございます。あっという間に卒園になりました。大切な

時期に色々な経験をさせていただき大きく成長できました。

★いつもありがとうございます。自由すぎる娘ですが、先生方のおかげで毎日楽しそうに過ごせていて

よかったです。また、子どもだけでなく、親の事まで気にかけてくれて大変嬉しく思います。

保育について

★1 歳児なので体操はわかりません。園の様子を見る機会がお誕生日会しかないので、もう少しそう

いった機会があるといいなと感じます。

★用意するものなど早めに連絡してほしい。いつも急だったりするので、買ったり用意をするのが大変。

★降園後、遊んでいる園児の親の車が多いので、出来るだけすぐ帰宅するようにして頂きたいです…。

駐車場も限られているので、園からも再度お願いして頂きたいと思います。

⇒先日、降園後にグラウンドで遊んでいた園児が怪我をする事故も起こりましたので、グラウンド等で

は遊ばず速やかにお帰り頂きたいと考えております。

★ロブ先生の授業態度はちょっとどうなんだろう…と毎回見る度に思いました。子ども達は制服なのに

ジャージだったり、子ども達にもっと合う先生いるのではと思います。

⇒ロブ先生には 3 年間世良田の杜に来ていただき、園長の希望もあり来年度の英語の先生が変わり

ます。楽しみです。

★宙組は面談がないのですが、園の様子を聞きたかったです。

⇒ご希望があればいつでも面談させていただきます。

★園での生活や行事については満足しているが、体力的な事で他の園の子達とくらべるとあきらかに

体力が少なく感じます。人それぞれだとは思いますが、もう少し外で遊ぶなどして基礎体力をつけ

てあげるべきだと思います。

⇒貴重なご意見ありがとうございます。以前園長が小学校の先生に相談したところ体力的に問題ない

と言われましたが、ボールを投げる力が少し弱いとの指導を受けました。ボールを投げて遊ぶ運動

遊具も入れ、力をつける遊びを取り入れています。今年度 4 月より外遊びの時間を増やし体力づく



りに力を入れております。新しい登り棒も取り入れ腕の力をつけられるようにしています。

塚本先生より

体力が決して劣っているとは感じません。色々な事ができる柔軟性を持ち、対応できる体力を持っ

ています。これからも持続的に戸外で走ったり運動遊びをし基礎的な物を取り入れ色々な事に挑

戦していきます。世良田の杜ではトータル的に成長する事を目指していきます。

★朝 8：00～8：15 までは以上児は東玄関から登園になっていますが、先生 1 人もいない時があっ

て先生にお伝えしたい事があって数分くらい待っていましたが忙しそうだったのですが、1 人でもいる

とありがたいです。

⇒８：15 までは東玄関に職員を配置しております。ちょうど入れ替わりの時間帯だったと思われますの

で誰もいない場合は虹組までお入り頂き職員にお話し下さい。出来る限り職員がいるように致しま

す。

★保育士同士の連絡が取れていないように思います。保育士によって、言うことが違ったりおたよりと

違う事を言われてしまうとこちらとしても何を信用していいかわからなくなるので徹底してほしいです。

⇒職員同士での共通認識がされておらずご迷惑をお掛け致しました。今後このような事が無いよう話

し合いを密に取り組んでいきたいと考えております。

★特に以上児で、いつも体操がある日がイレギュラーで体操のない日のとき、予定を確認して制服で

行かせると、クラスのほぼ体操服で来ていて、本人が気持ち的に嫌な思いをしているときもありまし

た。前日に黒板などにクラス名明日は制服ですなど表示したり、先生から声掛けをするなどしてもら

うと格好も揃うかな。帰宅後「みんな体操服だった…」とつぶやくこともありました。

⇒ポパイ便り等、玄関にも掲示してございますので、体操有無の確認をお願い致します。

保健関係

★咳が出る子はマスクをしてほしいです。マスクなして顔の前でコンコンされるとうつりそうで怖いです。

★かなり難しいとは思いますが、虹 1 組、2 組、3 組ぐらいあればもう少し感染症対策になったりする

のではないかなと思います。部屋に対しての人数をもう少し減らす…ということです。

⇒来年度は 3 クラスに分け保育を行うよう準備してあります。

★いつも子どもたちの事を考えて下さることがよく伝わってきます。今回のコロナウイルスの予防に対し

園で出来る事を最大限にやろうとして下さっていること、大変ありがたいです。こういった時の対応の

仕方に園での本質が見え心強く感じております。

★給食の時に子ども達が自分でお茶をコップに入れていますが、誕生日会の時などに見るとほんの



少ししか入れていない子もいて夏場などの汗をかく時期にはその量で大丈夫かと心配になります。

⇒夏場は昼食の麦茶のほかにも水分を摂る機会を設けています。麦茶だけでなく冷水器もございま

す。

行事について

★バス旅行ではクラス単位での見学、お昼等集まってやれたらと思いました。せっかく皆で行っている

ので…

⇒ご意見ありがとうございました。改めて検討させていただきます。

★納涼祭はぼんおどりをもう少しちゃんと見たかったです。周りを大人が囲ってしまって全然見えませ

んでした。あと、すぐ終わってしまったのでもう少し長い間おどりが見たいなと思いました。

⇒職員間で検討させていただきます

★今年のように運動会が延期になることもあるかもしれないので、念のため予備日があるといいかもし

れません。

⇒会場の都合にもよりますが、来年度は予備日を設けております。

★発表会のくじ引き席決めですが、年長児の席を前にしてあげた方がいいなと毎年思っていました。

年少さんの時に前から 2 列目に当たって、それは良かったのですが、これが年長さんだったら良か

ったなと思ったので。年少、年中にはまだチャンスがあるので。

⇒発表会での座席は前過ぎてしまうと見えないとの意見が出たため、一番見えやすい位置の座席を

年長児の保護者様の座席とさせていただいております。

★発表会で子どもが後ろになってしまうのは仕方ないと思うのですが、少し前列をずらすとか一段上

にするなどしてもらえると助かります。ピアニーなどほとんど頭しか見えず残念でした。いつも設営大

変だと思いますが、上手くできていない我子も見てみたいです。

⇒ご意見ありがとうございました。設営については再度検討させていただきます。

★発表会で前の良い席が当たりすぎてしまい、子どもは後ろだったので全く見ることが出来ませんでし

た。きっと前の方に並んでいる子の親に分配できといいなと思いますが、なかなか難しいですよね

★発表会を見ている時に欠席の子がいたのかわかりませんが、子どもと先生のペアで 1 組踊っていた

とき、後ろの園児が先生にかぶってまったく見えなくなっていたので、そのような時は先生ペアは後

に行って園児ペアを、前で躍らせた方が良かったと思いました。

★発表会のときプログラムに番号が振ってありますが、舞台そでの演目の表示（？）のやつにも番号を

載せてもらうと、流れが分かりやすいと思いました。



⇒来年度は番号も表示させていただきます。

★おもちつき、とても大規模でありがたいのですが、先生方や役員さんが大変そうなので病気が流行

する時期なの、平日の行事にしてもいいかと思います。あんぴんもちも、あんを添えるだけで十分で

す。手を抜いて下さい！！

⇒私たちに気を使って頂きありがとうございます。私たち職員また、役員さんに聞いた所役員さんも楽

しみにしている行事なので、皆様にも楽しんでいただけるよう計画していきます。

★運動会のメダルは直接手渡しする年長児のみにして欲しい。毎年頑張って作っても袋に入って渡

されたり、あまり注目されない。むしろおもちゃの方に興味がいったり「子どものために」と作るために

子どもと遊ぶ時間を削ったり、睡眠時間を削ったりと本末転倒になってしまう気がします。簡単に済

ませれば…とも思いますが、他の子と比べて質素だと可哀そうかなとか毎年悩みの種です。

3 月の手づくり弁当の日も年に 1 回とは言いますが、春と秋の遠足で作っています。他の園に比べ

て給食に恵まれていることは重々承知していますが、仕事をしていると思うように買い物に行けなか

ったり、いつも以上に早起きしたりとたった一度の弁当作りもなかなかの負担です。毎日家では朝晩

のご飯作りに明け暮れています。在園児は 3 月の弁当の日をなくし、遠足に行く卒園児のみ弁当と

いうわけにはいきませんか？

⇒運動会のメダルは配慮が足りず申し訳ありませんでした。ただ、メダルに関しては楽しんで作られて

いる方もいらっしゃいますので、今後も続けていきたいと思っております。

                   保護者の皆様の貴重なご意見をありがとうございました。

                  今後とも宜しくお願い致します


