
令和3年度 園評価





教育⽅針について、お気づきの点があればご⾃由にお書きください。

●勇気をもって今までのものから変えてもらってよかったです。
●主体性を重視と⾔われ最初は不安もあったが、⼦供ものびのび通園しているし、新しい事な
どにも躊躇せず挑戦してみるようになった気がする。
●壁に掲⽰されている作品などを⾒て、⼦供達の個性や楽しんでる様⼦がよく分かり、のびの
び過ごしていることが感じられます。オープンルームも⼯夫がたくさんあり、その時々の⼦ど
もたちの気持ちに寄り添える環境がいいなと思います。
●こども主体の保育についておおむね賛成していますし、⼦どもの成⻑も感じます。ただ発達
障害がある⼦については、定型発達の⼦と同様の保育、教育の内容だとカバーできない学びが、
こども主体の保育じゃなかったとしてもあります。療育施設とも連携し、その⼦の特性に合わ
せた良い保育、教育の形を模索した⽅が良いと思う。
●⼦供主体すぎて⼩学校に通うようになったら⼤変な気がする。
●教育⽅針や⾃主性については、説明会もあり理解は出来ました。ですが、もう少し保護者の
意⾒や要望も聞いて頂けると嬉しいし、⾏事や⽇々の園⽣活のなかで、園や先⽣達に協⼒した
い。と思える様になると思います。今は、保護者の意⾒は（このようなアンケートでも）聞
くだけ…の様な感じがして…
●教育⽅針を変えるのであれば事前説明があるべきだと思う。年度の途中の変更は、保護者
も園児も不安になる。



幼稚園で過ごした１年間でお⼦さんが成⻑したと思うところがあ
れば教えてください。

●野菜が⾷べられるようになった。
●楽しかったこと、やりきったことなど解るように説明してもらえることで家での対応も理解できるように
成りました。
●1⼈でも積極的に⾏動していたり⾊々な事に⾃信がついたと思う⼀年間でした。
●まず、モノづくりのクオリティが上がりました（笑）⾃分で今⽇は〇〇を作る！と意気込んで幼稚園に向
かいます。また、オープンルームになり⾊んな遊びが出来るようになったためか、どんなことにもチャレン
ジしようとする気持ちが強くなったかな？と思います。
●10⽉から預かりさんになり、普段の保育時間ではあまり関わらないお友達とも仲良くなったようです。初
めは仲の良い友達が居ないからと⼀⼈で遊んでいたようですが、預かりにも慣れてきたのか、今は保育時間
で遊ぶ友達と預かりで遊ぶ友達を分けているようです。順応出来るようになったと思います。
⾃ら考えて⾏動に移す事が出来るようになりました。
●⼈前で踊ったりするのは嫌がっていたけど、星組になってから、頑張って踊ったり、⾏事に参加できるよ
うになってきた。
●会話によるコミュニケーションがとても上⼿になったなと感じています。語彙が増えたことや、納得がい
かないことがあっても話し合いをして理解できるようになったり、⾃分の気持ちを表現することもとても上
⼿くなったと感じます。
●野菜を⾷べてくれるようになった。⾃分優先じゃなく、友達(周り)を優先できるようになった。⼤好きな先
⽣、⼤好きな友達、何より、幼稚園が楽しい！と思えるようになってきて、最近朝は、⾃分から気持を切り
替えて、バイバイできるようになった。
●お友達が上⼿に出来たことを褒めてあげることができる。製作が上⼿になった。
●猪突猛進だった部分が和らいで周りを⾒て⾏動できるようになってきた。
●⽇付、予定を考えるようになった。
●⽩⿊はっきりしたい性格でお友達にもそれを押し付けることもあったが、相⼿の気持ちを考えたり気持ち
を聞いてみることができるようになった。友達や好きな⼈を喜ばせたい気持ちが強くなった。



●お友達との関わり⽅や、箸の使い⽅など幼稚園⽣活の中で学んだ点がたくさんあったようです。
●幼稚園であったことを⾔葉で伝えてくれる。幼稚園で学んだことを家でもするようになりました。
カエルを飼ったことで命の繋がりや⼤切さを前より深く知ることが出来たと思います。⽣き物が何を⾷べてい
る、どんな場所に住んでいる、という所まで興味を持てるようになりました。また、前は⼿が出ることが多
かったのですがそれも減って、気持ちを⾔葉で伝える、我慢をするということができるようになりました。
●⾃分の気持ちを⾔葉にして伝える事が上⼿になったと思います。その場では⾔えなくても家に帰ってから、
実はこんな気持ちだったんだ、という報告が1年間で格段に増えたことを実感しています。
●親から声をかけなくても⾃発的にやれることが増えた。
●発語が増え、コミュニケーションがとても楽しそうです！オープン保育でいろんな年齢のお友達や、先⽣と
関われたおかげだと感じます。
●⾃分で⾊々と⼯夫をして物を作ったり、考えたりすることが出来るようになったと思います。家では、まだ
まだ⾃分中⼼になってしまいますが幼稚園ではお友達や⼩さな⼦への気遣いが少しずつできるようになったよ
うで嬉しいです。
●会話がしっかりしてきて前より話す内容が理解できるようになった
●我慢すること・助け合うことを学べて成⻑できたと思います。
●交友関係が広がった様に感じます。好きな遊びをして…その遊びの成⻑は凄く感じられます。制作物（上の
⼦は制作、下の⼦はお絵描き）は本当にどんどん進化していって凄く関⼼しています。
●様々な⼤きさ、形の空き箱などから⾃分で考えゼロから物を作り出す創造⼒が鍛えられたなと感じていま
す。ありがとうございました。
●沢⼭のお友達の名前が出てくるようになった。⾃分の気持ちを素直に伝えてくれる様になった。
●語彙⼒、説明⼒が上がったなと思いました。
●⾃分の気持ちを伝えられるようになった。
●たくさんの遊びを知っている所。
●⾃分の意⾒や思った事を⾔えるようになった。
●ひらがな等、⾃らお友達等に教えてもらって覚えて書けるようになってきた
●箸を使うことや縄跳びなど、出来ている友達を⾒て、いいなという気持ちから、⾃分で⾒て学び、習得した
こと。
●友達と⾃ら関わって遊べるようになったり、⼈前で話したりできるようになった。
●怒りっぽく、すぐ⼿が出ていた息⼦がお友達と仲良く遊べるようになったことが⼀番の成⻑です。
●読み書きが上達してきたと感じる
●はじめての集団⽣活の中で、⼼の成⻑をものすごく感じます。少しずつですが、⾃分の意思を⾔葉で伝えら
れるようになってきたのかなと思います。
●得意なことを認めて伸ばしてくださったおかげで⾃信がつき、苦⼿なことにも挑戦してみたり、実際にでき
るようになったりしました。
●あまり興味が無かったひらがなを学研等を通して読み書きできるようになりました。
●⾃分の気持ちを伝えること
●塗り絵や⼯作などに意欲的に取り組むようになりました。幼稚園で始めた⼯作の続きを家でやったり、必要
な材料を家の中から⾃分で集めて作り始めたりしています。作品のクオリティも上がりましたが、⾃分で考え
たものを作り上げようとするところに成⻑を感じます。
●お友達との関わり⽅
●発想⼒豊かに、遊びを展開していくこと。お友達への接し⽅や気付いて⾏動できること。
●今⽇何があった？と聞かなくても⾊々教えてくれるようになりました。





保護者の⽅との連携・ドキュメンテーション・お便りについ
てお気づきのことがあれば⾃由にお書きください。
●個⼈的にLINEでの連絡が始まってから、紙媒体のお便りは必要ないと感じています。保管場所も取られ
ますし、無くしてしまう可能性があるので…もちろん紙媒体で貰いたい保護者の⽅もいらっしゃると思うの
で、紙媒体が必要な家庭のみの配布で良いのではないかと思います。ドキュメンテーションの更新もLINE
か何かでお知らせしてくれると嬉しいです。
●希望は、LINE の配信のみで完結してほしいですが、PDFが画像データとして保存できないのが不便です。
現在は、いただいた紙のお便りをスマホで撮影し、プリント管理アプリで管理している状況です。今後、
データをそのまま保存できるろうになると、⼤変便利だと思います。
●ドキュメンテーションの更新通知がほしい。
●タブレットやスマホでお便り等を確認したり写真を⾒れるので外出先でも確認できて嬉しい。
●ドキュメンテーションは⼦供も⾒るので先⽣のコメントはもっとラフでもいいのかなーなんて思いま
す。
お便りだけでなく家で⾒ることが出来て、お迎えに来れない夫とも共有出来るのが嬉しいです。
●ドキュメンテーションは更新タイミングが分からないので、気づいた時に何⽇も前の内容だったという
こともあり、更新時に通知があれば便利なのにと思います。
●ドキュメンテーションの内容は分かりやすく、⼦供がどんな⾵に過ごしているのか良く分かりました。
コロナ禍でなかなか難しいが保護者同⼠で話すことがないので何かそういう⾏事があると嬉しいです。
●毎回、ドキュメンテーションを⾒て画像つきで園での様⼦を教えて頂き有り難く思っています。また、
お便りは担任のまお先⽣が絵や伝え⽅が上⼿く楽しく拝⾒させて貰っています。
●LINE配信になり後から確認しやすくなりました
●前年度や４⽉にあった『写真のお便り』が急に無くなったのは残念でした…。先⽣からのコメントや⺟が
成⻑を振り返る良い機会だったし、思い出として残しておけるので、凄い良いな。と思っていました。
●ドキュメンテーションも携帯で⾒れるのは凄く便利だし良いと思いますが、私は『写真のお便り』の⽅
が気持ちがこもってて好きでした。
●ドキュメンテーションを追いかける時間がないので、LINEお知らせは確認しやすいです。ただ先⽣と話
すことが減った気もします。
●お便りなど、紙やラインなど⾊々あって分からなくなるので、どれかひとつにした⽅が受け取る側は分
かりやすい。
●ドキュメンテーションで、園での様⼦の動画も⾒たい。降園時にタッチパネル打刻システムになってか
ら、時間に追われるようになり、先⽣と園の様⼦や家庭での様⼦を話し合う時間がなくなった。
●ドキュメンテーションの更新頻度が週に何回かあったり1ヶ⽉以上何もなかったり，ばらつきがあるかな
と。
●お便りはLINEか紙どちらかにしてほしいです。LINEで⾒て、紙のチェックをついつい忘れてしまいま
す｡｡｡

環境づくり・感染予防対策について



環境整備・感染予防対策についてお気づきの点があれば
⾃由にお書きください。
●⽞関のスペースが狭く、時々、話ながら通⾏を妨げる保護者がおり、通りずらいことがある。
●保育園は給⾷時に向かい合う⼦はパーテーションなどを置き対策しているので、給⾷、おやつの時間が
少し⼼配でいます。
●もちろんみんな注意して歩くし⾞も徐⾏してるけど、駐⾞場から園⾨までの⾏き来がいつも不安。道は
ツルツルだし、ニコット側から駐⾞場に⼊る所は建物の陰になるので⾶び出して来ないかドキドキ。
●先⽇コロナウイルス感染症で休園になった際に、その週末の⼟⽇に病院でくるみ幼稚園の園児限定のPCR
検査を⾏っていたという話を聞きました。我が⼦も濃厚接触者にあたったため⾃宅待機していましたが、
もし知ってたら検査を受けにいっていたと思います。先⽣⽅も園児の感染状況の把握や除菌作業などで混
乱があったかもしれませんが、そのようなお知らせをできれば発信してほしかったです。
●去年の冬より駐⾞場の状態が良くなったと思います。
●室外機が外にありますが、おもちゃを差し込んだり指を⼊れるなどトラブルがないか気になりました。
●⼦ども達が楽しめる環境作りありがとうございます。ただ時々⼦ども達に⽬が届いてないんじゃないか
な？と思うことがありました。(⼦どもだけで部屋にいてケンカをしていたことがありました。怪我はな
かったのでよかったですが、後で何かあってたらと思い少し恐くなりました。)
●⾜の裏にとげが刺さった園児もいたので、裸⾜になっている⼦がいたら靴下や靴を履かせて貰えるよう
促して欲しいです。預かりの時に裸⾜の⼦がたまにいるので。
●コロナが発⽣した時は毎⽇症状確認の連絡や園での消毒作業など、先⽣⽅はとても⼤変だったと思いま
す。LINEでの報告や、全員検査をしての登園開始など、再開時は⽐較的安⼼して幼稚園に通わすことが出
来ました。



●駐⾞場の除雪をもう少し綺麗にしてほしい。氷が厚すぎて全然溶けていなく、⼩さい⼦を抱っこしている
お⺟さんが滑ると危ない。(園児も)砂だけでは対応できていないと思います。
●⼣⽅駐⾞場が暗く、危ない気がする。
●先⽇、参観⽇の時に園庭にタバコの吸殻が落ちていました(数個)⼯事の⽅だと思いますが、園の敷地内で喫
煙はやめていただきたいですし、吸殻を園内に捨てるのは⾮常識だと思います。園⻑先⽣からも⼯事の⽅に
注意をお願いしたいです。
●感染予防ですが、年⻑さんで咳をしている⼦はなるべくマスクを着⽤すべきでは？⼩学校になると毎⽇
ずっとマスク着⽤ですよ。⼊学前にマスクに慣れるためにも無理せずですが⾵邪症状の⼦は着⽤してほしい
です(年中から下は難しいかもしれないので可能な限りで良いかと思いますが) 
●オープンルームになって、狭い部屋に沢⼭の物があるなー。という印象です。もっと広いプレイルームく
らいの広さで⾊々なコーナーがあるなら広々してて良いと思いますが、ちょっとごちゃごちゃしすぎ…の⽤
に感じます。
●以前、⼦どもが裸⾜で遊んでてトゲが刺さって痛い想いをしました。裸⾜で遊ぶ本⼈も悪いのですが、裸
⾜保育が出来る環境ではないと思います。裸⾜で遊んでいる⼦もその後もチラホラ⾒るし、裸⾜の⼦・上靴
を履いている⼦と⼀緒に遊んでいたら、裸⾜の⼦の⾜を踏んでしまったりと痛い想いをすることもあるので
は？と思います。
●廊下や⽞関ホール?で遊ぶ事が当たり前の⽤になっているのはいいのかな？と思います。普通にクラスごと
の時間に⽞関ホールで集団遊び…などをしてて。それは良いのかな?と思いました。
●園児からコロナ感染者が出たときに、くるみ幼稚園の感染拡⼤のおそれから別海病院の⼩児科が⼟⽇対応
していたはずですが、幼稚園側からは何も情報提供がありませんでした。拡⼤しなかったので結果的に良
かったですが、対応としてはいかがなものかと思います。
●駐⾞場はいつもどうにかならないかなと思います。冬はツルツルで⼩さい⼦が縁⽯のところで滑ってます。
夏場も狭さと段差が気になります。
●排⽔の臭いなのかトイレ前の廊下がいつも匂う ●みんながマスクをするように指導するべき
●コロナ感染について幼稚園で教える場⾯がもう少し必要給⾷時の席など、感染予防しているとは思えない
1号のお迎え時、たくさんの保護者が園に同じタイミングで幼稚園に⼊ること
●屋根の雪は、⼊っちゃいけないゾーンがピンクテープ等で仕切られていても少し怖いなと参観⽇の時に思
いました。

上記の質問で「はい」と答えた⽅。関わってみたい活動な
どがあれば、ご記⼊ください。
●⼯作、草刈り ●環境整備でお⼿伝いできることがあれば！
●環境整備は仕事をしているのでなかなか難しいですが、家での遊びの共有など他の家でやってる事やおスス
メの知育本など知りたいです。
●除草、除雪 ●畑の管理、絵本の提案、⾷育
●絵本の読み聞かせをさせていただけたら嬉しいです。久しぶりに⼦ども達に読み聞かせをしてあげたいで
す。
●環境整備など、時間などが合えば参加できるかと思います。
●⼿作りのおもちゃ
●具体的にはうまく⾔えませんが、⾃分にできることがあれば協⼒したいです。
●どんなことでも構いません。園に関わることであればぜひ参加したいです。
●遊びの共有 ●なんでも。





給⾷・⾷育について、お気づきの点などありました
らご⾃由にお書きください。

●⾷べず嫌いの⾷材でも美味しいと伝えてくれ家でも同じく作ったら⾷べてくれるレシピも教えて頂き偏
⾷の⼦供の栄養⾯も考えて頂きありがとうございます。
●⿂がさけばかりのような気がしているのですが(記憶違いでしたらごめんなさい)他の⿂も出してほしい
です。
●いつも美味しくて健康的な給⾷を作っていただき、感謝しかありません！⼦供も給⾷⼤好きです。あり
がとうございます。
●いつも美味しいと⾔って⾷べてることを話してくれる
●もしできるならレシピ公開してほしい。野菜をたくさん使ってるけど⼦供たちに⼈気メニューとか。家
でも参考にしたい。
●Instagramで⼦供達がどんなご飯を⾷べているのか写真でゆっくり⾒ることが出来て嬉しいです。今年度
は⼦供たちにお⽶(稲)に触れ合ったり興味を持ってもらえて良かったです。
●いつも美味しそうな給⾷ありがとうございます
●ポトフとゆかりごはんの⽇など、ちょっとボリュームが寂しいと思う⽇もあります。いろいろ⼦ども達
が野菜を⾷べられるように、⼯夫していただきありがとうございます！
●毎⽇作りたて、暖かい給⾷で有難いです。メニューも豊富で⼦どもが不満を⾔ってるのを聞いたことが
ありません。
●野菜が苦⼿なので残してしまう⽇も多くあるのですが今⽇は完⾷したよとか野菜これくらい⾷べれたよ
と報告してくれますいつもありがとうございます
●もう少しメニューのレパートリー増えるといいかと思います。同じメニューが繰り返しかと感じてま
す。
とても美味しそうなメニューで羨ましいです！
●好き嫌いはありますがいつも楽しく⾷べていると思います。⾷材について学ぶこともありとても良いで
す。メニューや⾷育とは別ですが、うちの⼦は給⾷の席で好きなお友達と座れないことが多く悲しんでい
ることがしばしばあるので、⼦どもがコミュニケーションに困ってたら軽く⼿助けしてもらえると嬉しい
です。
●⼦どもたちがどのような形態で給⾷を⾷べているのかあまり分からない。どのような感染対策をしてい
るのか分からない。陽性者が出たとき、どのように濃厚接触者を判別してるのか。
●⽞関の給⾷の写真は何を⾷べたか分かりやすいのでありがたいです。



⼦育て⽀援事業（預かり保育・園開放）について、お気
づきの点があればご⾃由にお書きください。
●保育園のように預かってくれるのでとても助かっている
●⽀援事業のおかげで幼稚園が⾝近になったし、⼦供もすんなりと幼稚園⽣活に馴染めた。とても素敵な活
動だと思う。コロナで難しい部分でもあると思うけど続けてほしいです。
●休園時なども対応して頂けて⼤変助かっています。
●暴⾵警報で休園になった時でも、預かり保育をやって頂いたけたの助かりました。
●夏時期や体操教室の⽇とか?おやつの時間がバラバラなのが、お迎えに⾏くタイミングがつかめなかったこ
とがありました。でもおやつの時間にお迎えと重なったときに、持ち帰れる様に袋に⼊れて頂けるのは、⼦
どもも喜ぶし有難いです。預かりに関しては、いつも本当に助かっています。ありがとうございます。
●コロナ感染者が出て休園のときに、預かり保育を⾏うのはどうかと思う。ほとんどが2号で幼稚園に⾏くの
であれば、休園の意味がない。
●平⽇仕事をしているので、預かり保育はとても助かります。ですが、四⽉は預かり保育をしていただけな
い⽇もあり、誰が⼦供を⾒るか家族内で調整が必要となりました。臨時休園等もあったので、続けて休みを
取るのが⼤変です。難しいとは思いますが、預かり保育ができない⽇を出来るだけ少なくしていただけると
助かります。
●⼦どもが預かりのときのおやつの話もしてくれますが、よく分からない説明で何を⾷べたんだ！とモヤモ
ヤするときがあり、⼦どもも説明が伝わらないもどかしさがあるようなので笑、給⾷とかと⼀緒で、今⽇の
おやつ。とかででインスタや⽞関に掲⽰があると嬉しいです。

この１年間幼稚園に通って、お気づきの点や、感想な
どがありましたらお書きください。
●⼈⼀倍迷惑をかけていた息⼦ですが先⽣がほぼ側で⾒守って頂けたおかげで、「⾏きたくない」から「早
く幼稚園⾏こう」に変わり解らないことも解りやすく説明していただき通わせて良かったと思いました。
●コロナ禍のさなか、オープンルームになり、全員給⾷になり、かなり不安でした。ですが、⼦どもは以前
より楽しそうにイキイキと園⽣活を送ってますし、担任の先⽣だけでなく、⾊々な先⽣から⼦どもの様⼦を
聞けるので良かったなと思います。異年齢で関わることにより、誰かがやってたから⾃分もやってみたい！
と⾃分でやりたいことを選べるというのは思考の幅が広がる反⾯、同じことしかやらないというデメリット
もあると感じました。
●今年度は「⼦ども主体の保育」に⼤きく転換されて、⾊々なことが変化し、またコロナ禍においても⾊々
なことに最⼤限チャレンジされていたという印象です。⾏事等においては、おそらく来年は、さらに試⾏錯
誤された上でよりいっそう良いものへと磨き上げられるのではないかと期待を感じさせるものでした。また、
オープンルームの保育が⾏われることにより、担任・副担任ではない先⽣⽅にも⾒ていただく機会が増え、
幼稚園全体で⼦どもをみていただいているという印象が強くなりました。⾊んな先⽣から普段の様⼦を聞く
ことができ、いっそう安⼼感をもって預けることができるようになったと感じています。
●給⾷⾷べられなかったのが、⾷べれるようになり、ありがとうや、ごめんなさいができるようになり、⾃
分じゃない、他の⼈の事を考えられるようになり、進級する事に成⻑していて、びっくりします。後1年、ど
んな成⻑をするかとても楽しみです。後1年間よろしくお願いします！



●⼦どもが毎⽇いくことを楽しみにしているので、充実した⽇々を過ごしているのだと感じている
●常に熱⼼で⼀⽣懸命⼦供と向き合ってくださる先⽣⽅にはいつも感謝です。オープンルームになってか
ら先⽣⽅は⽬配り範囲が増加する状況になってより⼤変そうに思いました。でもおかげで⼦供たちの主体
化は進んだのかなとも思いますが、その分⼦供たちの変化や出来事は（良い⾯も悪い⾯も）⾒えずらい？
とも。何かあってもその時⾒てなかったのですが、、と説明を受ける声が増えた気がします。我が⼦はあ
りがたく積極的に遊んでいるようですが、オープンルームになって1⼈遊びばかりする⼦等いたりしない
のかなと変な⼼配も。ドキュメンテーションがあるからとは思いますが先⽣との会話もめっきり減ってし
まい、それは少し残念かなと思っています。
●オープンルームになって異年齢の関わりがより増えたことによって、思いやりの気持ちやコミュニケー
ション⼒がついてきたような気がします。まだまだ⾃⼰主張が強いのでケンカしたりすることもありご迷
惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いいたします。
●主体的保育への移⾏は先⽣達にとっても⼤変なことだったと思います。⼦どもの普段の様⼦を⾒ると、
やりたいことが出来るわくわくする環境で過ごせているんだなということが分かります。先⽣たちの頑張
りのおかげで、健がのびのび過ごせて嬉しいです。本当にありがとうございます。くるみ幼稚園で過ごせ
るのもあと1年ですが、どんな1年になるか私もとても楽しみです！
●運動会とお遊戯会は普通の⼀般的なものが⾒たいと思う気持ちは否めませんが、普段の保育に関しては
感謝が沢⼭あります。いつもありがとうございます。
●途中からでしたが毎⽇楽しく幼稚園に通うことができました。担任の先⽣⼤好きなんですが、担任外に
も⼤好きな先⽣(望先⽣)ができてさらに楽しい園⽣活が送れたと思います。⾊々な先⽣と関われることは
オープン保育のいい所だと思いました。先⽣⽅の笑顔や元気な声で親も⼀⽇元気に過ごせる気がします。
●⼊園時は外遊びに⼒を⼊れてますとのことでしたが、新しい園舎の⼯事などでどんどん園庭が⼩さくな
り。。園庭が狭く満⾜できない部分もありましたが、オープンルームができ、部屋遊びが充実したので⼦
ども⾃⾝はとても楽しいようです。今では室内遊びの⽅が好きなようです。⾏事や参観などコロナ禍で縮
⼩はされたもの、無事に開催されて良かったです。ただ、⼟⽇開催の⾏事も何かしらあれば嬉しいです。
⼟⽇しか休⽇がない⽗⺟もいるので、、
●⼀年間毎⽇先⽣、お友達と遊べて楽しそうでした
●楽しく通えていたかと思います。くるみ⽂庫をもっと活⽤してほしいかと思いました。予約制で…とな
ると仕事している家庭はほとんど利⽤できません。保育時間に⼦供達にも使わせてあげてほしいです。
●今年度は沢⼭の事が変わって、正直変わらない⽅が良かった。と思うことばかりでした。コロナ対策の
為のフェスや、⽣活発表会では3⽇間なのかな？と思っていたら、そういうことではないようで…。伝統
⾏事みたいな物がなくなってしまったことが、残念だな。と思いました。年度途中で、⾊々と変わってし
まった事が何より残念というか、気持ちがついていかない…という感じでした。前年度の時点で、『来年
度はこのように変わります』とひと⾔お知らせがあったら良かったな。と思いました。園全体のことを聞
かれると、⾏事のことや、園舎（⼯事が続いてること）など、不満というか⼼配だな。⼤丈夫かな？と思
うことが多いのが本⾳です。ですが、先⽣達⼀⼈⼀⼈とお話するととても親⾝になって話を聞いてくれる
し、⼤好きな先⽣ばかりです。本当にいつもお世話になってます。ありがとうございます。
●様々な⾯で成⻑させていただきました。ありがとうございました。
●園児主体の教育⽅針への転換期で⾏事などは正直不満もありますし、まだまだ試⾏錯誤が必要なのでは
ないかと思います。感染症対策も⼤変な中、しっかり幼児教育に向き合っていただけていると感じます。
先⽣たちはいつも明るく接してくださり感謝しかありません。
●駐⾞場が混んでるのにも関わらず、⼦供を送り届けても、いつまでも駐⾞したまま駐⾞場で⻑々と⽴ち
話される保護者がいて困る
●主体性を⽣かす保育になってから、主体性という名の放任になっている気がする。それによって、⾃由
に遊ばせてばかりで、本⼈が興味のなかったことや新しいことに触れる機会がなくなった気がする。 (ひ
たすら同じことを毎⽇している…など。)
●いろんなことが⾃分でできるようになって本⼈も喜んでいます。これからも楽しく登園してくれたら良
いなと思っています。
●担任の先⽣はもちろん、多くの先⽣⽅が息⼦と関わってくださり、それを伝えてくださるので、私も息
⼦もありがたく感じています。「みんなが⾒てくれている」と思える事で、⼦育てしている中での孤独感
というか、不安や悩みを共有出来る環境に感謝しています。
●毎⽇明るく⼦どもを迎え⼊れ、温かい⾔葉をかけて下さり本当にありがとうございます。お陰で娘も毎
⽇楽しく幼稚園に通えています。今年度は⾏事内容や保育環境が多々変わりましたが、それは直前に決ま
るのでしょうか。変更しますと、直前に伝えられるだけなので、出来れば年度始めに変わることを保護者
に伝えて、保護者の意⾒も踏まえた上で実施すると良いのではと感じることがありました。例年通りでは
なく、今の⼦供達の様⼦から保育内容をどんどん新しく考えて下さる先⽣⽅には感謝の気持ちでいっぱい
です。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
●1年間お世話になりました。楽しく過ごしてるのが毎⽇伝わってきます。⾊々作って、描いて、跳んで
⾛って、登って器⽤になりました。4⽉からもよろしくお願いします。


