
令和４年度(前期)

を振り返りどうで

したか？

保育者の姿勢・言

動はどうでした

か？

キャンプについて

(年長児のみ)

コロナ禍の園対応はどうですか？(運動会・キャンプ・

遠足等)

園内の環境設定について感じられたことを教えてくださ

い。

その他、ご意見がありましたら、ご自由にお書きくださ

い。

大変良い 大変良い 大変良い 入れ替え制はとてもありがたいです。

先生方は大変かと思いますが人数制限が無くなっても短

時間の観覧は熱中症対策としても良いと思います。

大変良い 大変良い 大変良い 運動会で2人と決められていたのに、

在園では無い子供を連れて3人できている保護者がいま

した。赤ちゃんだし別にいいけど

みんな平等にしてほしいな、とすこし思いました。

自然が多いと言うか田んぼが多いのか虫や生き物が多く

て、虫を捕まえたり、かえるを捕まえたり出来、成功体

験を感じることが他園より多い気がする

コロナ禍で、休みも多く、

まとまった練習が出来てないと思ったので、

コロナ禍以前の運動会にくらべれば、クオリティは低いのか

な、と思っていましたが、

とてもみんな上手で、クオリティも高く、

感動しました。先生が泣いているのを見て、そんなに頑張っ

てくれたんだって思って、さらに感動しました。キャンプに

関しても、最終日に迎えに行った時に、先生がみんなゲッソ

リしていて、それくらい、一生懸命取り組んでくれたんだと

思って、胸が熱くなりました。ルールとか決まり事は多いけ

ど、真面目で熱心な先生が多くて、行事を経験するごとに感

動します。ありがとうございました。

良い 良い 検温、手指消毒等しっかりあり良かったと思います。 制服移行した日の気温が31℃予報なのに長袖ブラウ

ス、長袖スモックはかわいそうだと思いました。

熱中症対策の園庭にミストがでてますが、長袖ブラウ

ス、長袖スモックで外遊びをしてたら意味ないかなとも

思いました。

袖をまくっていただいても熱がこもるので熱中症が心配

です。



大変良い 大変良い 運動会では出来る限りの対策を考え、実施して頂いた事

に感謝しかありません。

コロナ後の入園だったため、対策を取っての行事しか参

加していませんが、内容も十分だと感じています。

コロナがなければ全体での式や親子競技もあるのかなと

思いますが、

まずは皆が安心して、子ども達が楽しく運動会が出来る

事が一番だと感じています。

特に不安な点などはありません。

少しの怪我などでもご報告頂けて安心しています。

園庭も広くなり、伸び伸びと遊べていいなと感じていま

す。

畑も食育にとっても良いと感じます。

コロナの終息がなかなか見えませんが、大規模な閉園措

置が無かったのは先生方の日頃の対策のおかげだと思っ

ています。

子どもが毎日、行きたい！先生に会いたい！と言っている姿

が全てだなと思っています。

発語が少し遅かったり、トイレトレーニングがマイペースで

なかなか進みませんが、温かく見守ってくださり、親子共々

その姿勢に救われています。

また、どの先生も笑顔でご挨拶頂き、子どもの名前をしっか

りと覚えていてくださり、アットホームな雰囲気がとても嬉

しいです。

社会では痛ましい事故や事件も聞く中、先生方はきっと日々

細心の注意をしてくださっているのだと思います。

そこに改めて感謝すると共に、先生方の勤務環境も案じてい

ます。

全ての先生方がご自身の生活や心身が安定している事が、子

どもたちの安定にも繋がると思っています。

こちらから垣間見る事は難しいですが、どうかご無理ならさ

ず、引き続きどうぞよろしくお願いします。

良い 大変良い 検温や消毒などの対策をして下さりありがとうございま

した。

コロナ禍においては政府の規定も緩やかになっているの

で運動会ではもう少し観覧人数を増やせたら良いなと思

いました。来年はコロナ禍以前の状態に戻るのでしょう

か？

大変良い 大変良い 妥当だと思います^_^ 良いと思います^_^ なかなか難しいと思いますが、日頃の短い動画とかも見

れたら嬉しいなと思いました^_^

どんな顔で過ごしているのか、よりわかりやすいのと

運動会などは、なかなか日頃の頑張りが発揮できない年

頃でもあるので練習ではどんな感じなのか見てみたいな

と思いました^_^



良い 大変良い コロナでなかなか例年通りにはならず残念ですが仕方な

いです。運動会も去年は親も1人だけで撮影時間もなく

残念でした。せめて両親はOKにして欲しかった。今年

は写真から撮影タイムもあり、ビデオ撮影もクラスごと

に変われたりしてありがたかったです。出来れば昔のよ

うに運動会も撮影専用スペースを作って頂き自分のクラ

スの時だけそのスペースで撮影出来るとありがたいで

す。コロナもだいぶ緩和されてきているので来年こそは

例年通りの親子協議など賑やかな運動会を出来ることを

願います。

夏など熱中しが気になりますが、ミストなど設置して頂

いてよかったです。お茶がたまに空になっていることが

あったので自分で言えない時などあるかもしれないので

お茶がまだあるか確認して頂けたらありがたいです。

衣替えの時期が来て10月になってもまだまだ暑い日が

あったり5月になっても寒い日があったりするので半袖

でも長袖でもその日の気温によって融通が利くといいな

と思います。

いつもしっかり見て頂きありがとうございます。

保育園でも色々と事件があったりする中であおぞらこど

も園は大丈夫。といつも安心して預けられています。学

びがあったりイベントがあったりとても楽しそうに過ご

して居ます。運動会や発表会ではかわいい衣装や飾りな

ど素晴らしいです。一生懸命先生達が教えたりし準備し

てくれているおかげで頑張ってる子供の姿を見れていま

す。いつも元気いっぱいな子供達相手で大変だと思いま

すがこれからもよろしくお願いします。

大変良い 大変良い 全然いいと思います。

正直行事が中止になることは辛いけど、コロナ禍の今の

時代はどうしようもないので仕方がないのかなと思いま

す。

良いと思います。 あおぞらの方にあるそらっこの下駄箱ですが、今日倒れ

そうになったので、倒れないように固定か何かしてほし

いです。

合服の今の時期、暑い日はまだ30℃以上あったりしま

す。完全冬服、になるまではスモックやシャツを半袖に

できると嬉しいです。

大変良い 大変良い 大変良い

良い 大変良い 問題ないと思います。 特に不快に思うことはありません。

大変良い 大変良い

大変良い 良い コロナ禍の中で規制された保育園生活になって

運動会や遠足など元通りにはならない中でも

開催して頂き嬉しく思います。

見た目も園庭もいつも綺麗で掃除が行き届いてるなと感

じます。

また他の保育園に比べて色々な授業があり、今日はこれ

やったんだよーって話を聞くのがとても楽しみです。

いつも先生方には色んな行事や、作品や衣装など可愛く

作ってくださり感謝しかないです。

お誕生日カードや学年最後に貰えるカードなどを額縁に

入れて家の中に飾ってるのですが、成長をいつでもすぐ

に見ることができ娘がとても喜んでます。

これからも娘が楽しく保育園に通えると嬉しいです。

良い 良い ３部制に分けることで、大人数になりすぎず良かったと

思います。

特になし まだオムツで過ごしてる時にお尻半分出てる状態(オム

ツがちゃんと装着されていない)で帰ってくる時が何回

かあったのでそのことが少し気になりました。



大変良い 大変良い 入口での検温や、3部制にして親の密を避けたりなど、

素晴らしいと思います。

細かな成長や、少しの怪我でもお話してくださるので、

すごく見てくださってるんだなと感じます。お迎えに

いっても、すぐに呼んでくださるので、たくさん親御さ

んも見えるのによく覚えているな～といつも驚いていま

す。

今年度は保育参観も運動会も参加でき、とても楽しかったで

す。毎度毎度感動し、子供の急成長ぶりに涙しています。運

動会でも入場したあたりから泣いてしまい、旦那さんに笑わ

れてしまう次第でした。先生達もテキパキ動いていて楽しそ

うで、とっても素敵でした。

来年度はもう少し落ち着いて、祖父祖母も見にこられる世の

中になるといいなと思います。

優しくしてくださる先生達のおかげで子供たちも楽しく通っ

ています。本当にありがとうございます。あおぞらさんに兄

弟で通えて本当に嬉しく思います。これからもおてんば娘と

泣き虫甘えん坊をよろしくお願いします。

良い 良い

大変良い 大変良い 感染状況や市の要請に合わせて対応していただいてい

る。中止ではなく、できる方法を探して実施していただ

いているので、子供もいろいろな思い出ができ感謝して

います。

いつも綺麗に整えられている 低年齢から色々なおけいこがあるため、遊びだけではな

い様々な経験ができています。共働きで習い事の送迎が

難しいため、園での取組はありがたいです。

子供も楽しそうに登園してくれます。

運動会の衣装や母の日等のプレゼントがとても丁寧に

作ってあり完成度が高いです。いつも感心しながらいた

だいていますが、プレゼント(乳児クラス)は子供中心の

作品でも良いかなと思います。殴り書きのカードなど？

普通 大変良い

大変良い 大変良い

大変良い 大変良い しっかりと対応してくださっていたと思います。 のびとのびとできる環境。子供達の為に過ごしやすい素

敵な園だと感じております！

先生達の細やかな気遣い、対応に感謝してます！

運動会の際は、本当に先生達の努力が伝わりました。

本当に素敵ないい運動会で、子供達もとても生き生きし

ていて、観てるこっちが楽しくなりましたし、すごく感

動しました！

あおぞらこども園で良かったなと改めて思いました！

ありがとうございました！

大変良い 大変良い よかったと思います。 なし 暑い日は半袖でも良いのではないかなと思いました。

大変良い 大変良い 良かったと思います。 なし なし

良い 良い 園内は綺麗で清潔に保たれています。

運動場も広くなったり

新しく遊具も増えて

子供達がのびのび

遊べる環境になって良かったです。

また、暑さ対策やコロナ対策も

しっかりされているので

有り難く感じられます。

送迎の際

門が完全に閉まっていない

状況を見かける事 があります！

事故につながる危険性もあるので

常に気をつけて行動しようと思います。



大変良い 大変良い

大変良い 大変良い コロナ禍で他の園では休園があったりと、

とても大変な時期なのにも関わらず

子供の日々の成長をイベントで見る事ができ

とても感謝します。

また、イベント開催時の検温、消毒、人数制限も、

良い対応をしていると思います。

2歳児～年長の子供たちが

職員の方何人かしっかり見守りの中

屋外で自由に遊んでいるのが、娘、息子にとって

とてもいい刺激になっていると思います。

お迎えに行くと、たまに年中のクラスの子が

帰り際に娘や息子をギュッとしてくれたりしている姿を

見ると、仲良くしているんだな。ととても安心できま

す。

乳幼児のときは

毎日連絡帳がくるので

食事量などの把握はできますが

幼児クラス（年少）にあがると

週末にまとめてしか連絡帳が来ないので

特に娘が偏食、少食なので毎日の給食摂取量をお迎え時

でも構わないので担任の先生から教えてもらえるとあり

がたいなと思います。

たまに朝の登園時、先生があおぞらタッチのある入り口

に一人も居なくて、子供が靴を脱いで

一人で階段へ上がっていく姿を見ます。

職員の方にその場で聞きたい事があっても聞けなかった

ということが数回あるので

最低一人はくつおきの所に配置しておいてもいいのか

な？と思います。

大変良い 大変良い 良いと思う。 特になし 特になし

良い 良い 分散対応にて開催して頂けることがありがたい。 特になし 降園時にお迎えが来ているのに帰らず遊んでいる子がい

ると釣られて遊びたがるので、お迎え後は速やかに帰宅

して欲しい。(先生が時々通知してくれているのは承知

していますが。)

園生活を楽しんでいるのは先生方のおかげです。いつも

ありがとうございます。

大変良い 大変良い 大変良い とても、良かったと思います。

子供たちが頑張った成果を保護者２人まで見られるよう

にしていただき、とても助かりました。

元気に外、(砂場遊び)するのが好きでこおり鬼ごっこす

るのが好きなので、天気の良い日は、外で行事をしたり

元気に遊んだりととても良いと思いました。

迎えに行った際に、良く手を洗わずに帰るのでたまに手

を洗うよう息子に話しかけたりはします。



大変良い 大変良い 大変良い コロナ禍でも子供たちの事を考えて下さって、遠足や

キャンプ等で家では味わえない楽しみを沢山出来て喜ん

でいたし、運動会も開催して頂いて子供の成長を間近で

見る事が出来たので先生方には感謝しかないです。本当

にありがとうございました。

園庭も広くなり、遊具なども増えて子供たちがのびのび

遊べるようになったと思います。

また夏の暑い日にはブルーシートやテントなど日よけを

して下さったり、水しぶきが出てくるものを設置して頂

けたりと熱中症対策もしっかりして下さってると思いま

す。

あと、行事での衣装準備や小道具など親の負担が全くな

く、全て先生方がして下さってるのは凄くありがたい環

境だと思います。そしてクオリティーが高いので毎回行

事が楽しみです。

大変良い 大変良い 感染対策を意識しなくてはならない中、毎回本当にしっ

かりと行事の準備をして頂き、ありがとうございます。

親戚で集まった時に行事の写真を見せるとクオリティの

高さにとても驚かれます。

園庭を拡大したり、遊具を増やしたり、生き物を飼った

り、常により良い環境を作って頂いていると思います。

また帰る時にはすれ違う全ての先生が子供に挨拶して頂

けるのもとても良いなと感じています。

コロナ禍で難しいかもしれませんが、お昼の歯磨きをし

て頂けると良いなと思います。

良い 良い コロナ禍でも親2人とも行けるように3部制にして頂けて

良かったです。初めての運動会は家では見られない姿や

ちっち組のお友達と一緒に頑張っているところを見られ

て嬉しかったです。

いつも園内が綺麗で、運動会も雨が降った後にも関わら

ず運動場の整備がされていて感動しました。普段も雨の

後は先生方が整備して下さっていて有難いです。また、

わかんないことや不安に思ったこともアプリを通して聞

くことが出来るので安心です。休みの日に連絡してもご

丁寧に対応して下さりありがとうございます。

入園したばっかりの時は不安そうな息子でしたが、今で

は先生を見つけるとすぐ抱っこしてもらいにいったり、

お迎えの時もニコニコで楽しそうに帰って来ます。

大変良い 大変良い

良い 大変良い コロナ禍で運動会や行事の開催ができない園もある中で

先生方のおかげでこどもの成長した姿が見れたこと、大

変感謝しております。３部制にすることでソーシャル

ディスタンスが保てるだけでなく、こどもの姿をそれぞ

れいい位置で見れるのも良い点かと思います。兄弟児が

いるご家庭は大変かもしれませんが、今後もこのままの

形の開催でも良いかなと思います。



大変良い 大変良い 運動会を夫婦で観覧できたのが嬉しかったです。コロナ

対策に敏感にならざるを得ない状況の中、開催いただい

たことに感謝しています。

子どもの顔と名前をすぐに覚えていただき、保護者も祖

母、父母の顔もすぐに覚えていただいて凄いと思いまし

た。安全管理の面から安心しました。

日々の送迎や参観日などで、多くの先生方に見守られ、

声をかけていただくお陰で子どもが安心して過ごせてい

ると感じました。

預かり時間について、可能な限り短くしたいという思い

をとても感じ、今後祖母の体力が低下した場合に仕事と

の両立が苦しくなるだろう状況を心配しています。当初

の申込内容を勘案いただき今後ともご対応いただけます

と幸いに存じます。

良い 普通 コロナ禍でも、今できる最大限のことを検討して実現し

てくださっていると思います。

物的環境の面と人的環境の面があると思いますが、この欄に

書かせていただきます。

園だより、クラスだよりで丁寧に、行事の内容、登園時間、

制服着用など書いていただいていますが、日々の忙しいさか

ら確認をし忘れてしますこともあります。忘れた場合、こち

らのミスなので取りに帰りますが、仕事に支障をきたしま

す。

園としても忘れ物等がない方がよいと思いますので、お知ら

せボードを下駄箱の上あたりに設置していただけたらなと思

います。そこに知らせたい内容がある時は書き、降園時に保

護者に見てもらう。もしくは、月の園だより、クラスだより

を掲示しておく。もしくは、コドモンでメールを流すことは

可能ではないですか？お茶会の時に何人も間違えて体操服で

来たといきました。うちもその1人ですが。

また、前日に保育の中で、子どもに伝達もしていただけたら

いいなと思います。（現在、やっていたらすみません）化学

実験教室、誕生会、内科検診、お茶会等、子どもが明日の見

通しを持ち、楽しみにすることは大切だと思っていますが、

「先生、何にも言ってなかった」と言うことが多いです。運

動会や総練習前は「あと○日」と楽しみにしたり、備蓄水を

使った時は「明日持ってきて」と話したりしていました。そ

の結果、子どもから情報が入るため、忘れ物防止にもつなが

るのではないかと思います。直接お話したかったのですが、

なかなか機会がなく、この場を借りて連絡させていただきま

す。



良い 良い 人数制限や部毎の開催など工夫して行事をやってくれて

いるので有難いです。

特になし。 お迎え時に外でみてくれている先生が複数いますが、同

じ場所にかたまっていたり、メモをみて保護者探しをし

ていたりで、隅っこの方で遊んでいる園児の様子を見れ

ていない時がある。隅の遊具で遊んでいるところをみて

いる先生がいない時があったので、もう少しみる範囲を

広げてもらえると安心します。

後は、暑すぎる日でも風の強い日でも外で遊んでること

がよくある。短時間だとは思いますが少し心配になる時

もあります。先生も暑い中大変そう。

良い 大変良い 良い 開催してもらい感謝してい？ 年長のキャンプの見学が可能なことは事前に周知して欲

しかった。運動会は園外から見るのはダメなので、てっ

きりそうなのかな…と。

見たい親御さんはたくさん居ると思うし、子どもも見に

来てほしい子もいると思う。

大変良い 大変良い 色々と制限される中でも行事等楽しめるよう計画、対策

してくださって感謝です。

清潔に保たれ、子どもたちが活動や遊びを充実させられ

るよう整えられている。

良い 良い コロナに配慮してくれているので、安心して登園できま

す。

遊具なども新しくなったり、子供も楽しく過ごせている

と思います。

いつもありがとうございます。

大変良い 大変良い 徹底してやっていただけたと思います。 いつも先生方が綺麗に清掃されており清潔に保たれてい

ると思います。

大変良い 大変良い 運動会の三部制はとても良かったです。三部制にするこ

とで人数も少なかったので、観覧場所にも余裕があり、

かけっこの時はかけっこが見やすい場所、お遊戯の時は

お遊戯が見やすい場所に移動して見ることができたの

で、それぞれベストポジションで見ることができたので

とても良かったです。移動して見ることができたのも、

三部制で保護者の人数が少なかったから出来たことだと

思うので、とてもありがたかったです。

大変良い 大変良い 大変良い

大変良い 大変良い 大変良い

大変良い 大変良い 大変良い

大変良い 大変良い 大変良い

大変良い 大変良い 大変良い

大変良い 大変良い 大変良い



普通 普通 遠足は、本年度は開催して頂きありがとうございまし

た。子供にとって楽しい思い出ができた様で嬉しく思い

ます。

運動会はコロナ禍で縮小したとは思えないような見応え

のある内容で素晴らしいものでした。

ありがとうございました。

ただ、コロナ禍でと考えると、お遊戯とヒップホップは

どうしてもどちらも正面から見ることとなり、観覧席が

横や後ろに広くとってあっても、密集になりがちなのが

少し残念に思いました。

お遊戯とヒップホップはどちらも見たいのが本音です

が、それをどちらか一方でも良いので、子供だけの競技

種目をかけっこの他にも取り入れると観覧席も分散し、

また子供達が競技で頑張る姿が見られるのも嬉しいので

ご検討をお願いします。

現状で子供達も安全に過ごせていると思うので、安心し

て預けることができています。

歩行が不安定な0歳時でも、預けてからお迎えに行くま

での間に怪我一つ無いので、例え何かあっても事故を未

然に防いで下さる先生方に感謝しています。

良い 良い 大変な時期で運動会やお遊戯会の開催ができることだけ

で感謝です。

夏休み中のお外遊びが長いので、日陰がもう少し多く

なったらいいなと思ったことがあります。

特にないです。

良い 良い 運動会は三部制で人が密になることなく、消毒や検温も

しっかりされていてよかったと思います。

出入りの際も動線が重ならないよう配慮されていたり、

職員の誘導のおかげでとてもスムーズに参加できまし

た。

観覧席が広く取られていて、リレーが正面近くから見ら

れたり、スロープの場所から見下ろせたりできてよかっ

たと感じました。

どこの場面でも、困ったり混雑することなく動くことが

できました。

2人までの入場制限があることから、当日観に来られな

い家族親族のために、LIVE動画配信などもあると嬉し

いなと思いました。

乳児は全身衣装でなくても、帽子や何かワンポイント飾

りなど、もう少し動きやすい衣装の方が、よりお遊戯も

踊りやすく、子どもたちもさらに楽しめるのではないか

なぁと思いました。

大変良い 大変良い コロナ禍でも子どもや保護者の感染予防に配慮しながら

も、コロナ禍とは思えないほどの運動会を開催していた

だきとても感謝しています。

三部に分けて行ってくれたお陰で安心して行事に参加す

ることができ、また、観ることもできました。

いつも、先生方がきれいにしてくださってたり、お部屋

のなかも製作が飾ってあったりして園でどんなことを

やっているのかをしることができるのが保護者としては

とてもうれしいです。

また、芝生もいつもきれいできもちがよく、園内に畑も

あるので季節を感じることもできて子どもにとってもい

い環境でえれしいです。

先生たちがいつも笑顔でハキハキとしていて安心してあ

ずけることがてきます。ありがとうございます！！

良い 良い 中止されてしまったものもありましたが、できる限り開

催していただいてよかったです。

いつも先生たちが掃除をしてくださり、気持ちよく過ご

せています。ありがとうございます。

保育参観ではなかなか普段の様子がわからないので、動

画配信があったらうれしいです。

大変良い 大変良い こんな状況下でも、子どもたちの為にと頑張ってくだ

さっているのを感じます。子どもたちがいきいきとして

いる姿を見てとても嬉しく思います。

園庭が広くなり遊具も増えて、より元気いっぱい楽しそ

うです。

先生方も沢山おられるので安心です。

先生方の雰囲気を見ていると、園全体の雰囲気の良さを

感じます。安心して子どもを預けられ、日々成長してい

く我が子の姿を見ると、とても感謝でいっぱいです！



良い 普通 良い 運動会での3部制はとても良くコロナ対策としても遊戯

を見る側としてもとても見やすかったです。

大変良い 大変良い 運動会のお遊戯やヒップホップのとき、保護者席から見

させていただきましたが、前で見本になって踊る先生と

奥の娘がかぶっていて見にくいところがありました。来

年改善されると嬉しいです！

いつもお世話になりありがとうございます。今後もよろ

しくお願い致します！

大変良い 大変良い 休園にすることなく、ご対応されていて素晴らしいと思って

います。行き過ぎた消毒は常在菌を殺してしまい逆に不健康

になりますし、子供達に優しい害のない物を使っていらっ

しゃることに感謝致します。マスクの効果は以前から疑問

で、30分に１回はマスクを外して深呼吸しないといけないく

らい低酸素脳症のリスクも高まります。感染対策が終わって

いる海外からは未だにマスクや消毒を徹底している日本人が

白い目で見られているようですし、徹底しているにも関わら

ず感染率が世界一位という無意味な感染対策になっていま

す。河村市長がこどもが親の表情を見れないことで情緒に影

響すること、マスクをしない方向で進めたいと言われている

ことに共感しましたし、マスクをせず近距離でバイデン大統

領とお話する岸田首相を見ていると、子供どころか大人も、

もうマスクは不要だと思っています。一部敏感な親御さんも

いらっしゃるので大変な中、適切なご対応だと思っていま

す。

公園や他の園で外からちらっと見える遊具と比べても、

なかなか見かけないおしゃれでシンプルな遊具は、周り

の田んぼの自然豊かな景観と一体化して素敵です。壁に

掛かっている絵画やマグネット式の壁、様々な工夫や

時々の変化に園の愛を感じています。

いつも些細な変化に声をかけて頂いて、それがものすご

く嬉しいです。今まで沢山声をかけて頂きましたが、例

えば「ママに可愛くしてもらったのね」と、よくママの

ワードを入れて下さって私へのお心遣いが身に沁みて、

子育てに疲れた時は、本当に些細なお言葉が励みにな

り、また頑張ろうと思えます。最初にお話して頂いた園

長先生の明るいお人柄が良くお世話になり始めて、先生

方皆さん娘をよく見て下さって、成長ぶりを一緒に喜ん

で頂いて、行事にも力を入れて頂いて、娘も私も毎日楽

しく通っています。娘の目がキラキラで、お友達や先生

のお話をしてくれたり、園でやったダンスを見せてくれ

たりします。娘がこちらの園に合っていると言って頂い

て、これからもお世話になりたいです。ありがとうござ

います。

宜しくお願い致します。

良い 普通 前半は過剰じゃないかなと思う時もありましたが、今年

は参観、キャンプ、遠足、運動会の行事開催ができて良

かったでと思います。

人数の制限も少しずつ緩和してほしいです。

最近はコロナは落ち着いていますが、世間的にも濃厚接

触者などの定義も緩和されてます。働いていると長期で

子供の休みも苦しいので園側の規定もわかりますがその

辺り保護者の立場を先生方にもご理解ご協力お願いした

いです。

教育カルキュラムがあって色々体感できる事はとても良

いです。ただ子供が苦手だったり出来ない時に先生に怒

られた、などと耳にしたことがあるので大目に見てほし

い時もあります。

お伝えしにくいですが、色々と規則が悪く言うと厳しい

とこもあり、よく言えばしっかりしていると思います

が。土曜日保育の受け入れや希望保育の時間、持参して

る物の名前の書く位置など細かい点が多い気がするな

と、感じました。

子供を預かってもらってる以上園の方針にしたがってま

すが、もう少しゆる～いところがあっても、子供にとっ

ても若手の先生にとってももっと良いあおぞらこどもえ

んになると思います！

長年通わせていただいて園長先生はじめ先生方には大変

お世話になり、ありがとうございます。

あおぞらこどもえんでなければ見出せなった我が子の素

質もたくさん気づかせてもらってます。

このようなアンケートは初めてでしたのではっきりと書

かせてもらいましたが、定期的にこのようなアンケート

があると普段言い難いこともお伝えできるので良いツー

ルだと思いました！



良い 良い 検温機や消毒もすぐ導入されたり、コロナでの連絡もす

ぐしてくれるので、園に対して不安や心配なく過ごせれ

ています。イベント等については、出来るだけ実施しよ

うと考えてくれてるのが伝わり、とても感謝しておりま

す

手作りの衣装はいつも驚かされてます！

新しい遊具も増えて喜んでおりました

夏場のミスト噴射もあり、良かったと思います

良い 良い コロナ禍が落ち着いても３部制の運動会の方がいいと感

じました

入れ替えがあり、主役になっている年齢の保護者がいい

場所で子どもを応援することが出来るのは続けてほしい

と思いました

おもちゃが置いてある低い棚の角に角あてがなく少し危

ないような気がしました

大変良い 大変良い 大変良い お泊りの経験はさせたいと思っていたのでキャンプを実

施していただけてありがたかったです。ありがとうござ

いました。

withコロナになってきた今、運動会は親子競技なども再

開できるといいですね。

良い 良い 適切だったのではないかと思います。 ひとつひとつの物を大切にされているんだなと感じま

す。

夏場は日陰を作ってくださり安心でした。

運動会はとても楽しませていただきました。衣装につい

てですが、とても凝っていて可愛らしかったのですが、

0,1歳児だと着替えも大変ですし子ども達もビニール衣

装の初めての感覚に驚いて泣いてしまう子も多かったよ

うなので、服の上からの簡易なものでも充分可愛く演出

できるのではないかなと思いました。

大変良い 大変良い コロナ禍の中でも状況を見ながら出来る限り運動会など

の行事を開催してくれてありがたく思います。感染予防

対策もきちんと取ってくださっています。園での子供の

様子や友達を思いやる姿や成長を見る事ができて嬉しく

思います。運動会の発表時は関わる先生方々が皆さん一

生懸命に笑顔で応援して下さるのを見て、日頃から温か

い眼差しで子供達を保育して下さってるのが伝わってき

ます。ありがとうございます。

園庭が広くなったことで子供達が楽しそうに走り回って

いるのがたくさん見受けられるようになったと思いま

す。



良い 良い キャンプ初日に年長児以外の子どもを受け入れてもらえ

ないのはキツい。コロナ禍で出来る限り協力して休みに

したりていたし、長期休みもなるべく協力しているの

に、求められるばかりと感じた。

保護者向けの体温測定器やアルコール除菌剤はただ置い

てあるだけで活用されていないと感じる。設置するなら

活用されるように工夫してほしいし、活用しないなら設

置しないで欲しい(配線が危なく感じる)

アルコールに関しては押しても出てこないことばかりな

ので、使わなくなってしまった。

運動会の演目で使った曲(誰のなんて曲か)をプログラム

などに記載して欲しい。終わった後も音楽を聴いて踊っ

たり歌ったり楽しそうにしているので、家でも流してあ

げたいが、探してもわからないものがあるため

良い 良い 大変良い 希望保育期間中の課外レッスンですが、園とスクールの

先生の都合もありますが、午前中に行うことは難しいで

しょうか。普段の登園中ならいいのですが、午前中休み

で午後からの眠い時間帯に連れて行くのが大変でした。

お泊まり保育時、体操服登園でもよかったのではと思い

ました。着替える練習等の理由があるのかもしれません

が、着替えの荷物が多いように感じました。

先生方は気になった事を質問や相談すると丁寧に答えて

くれるので、よく子どもを見ていてくれているなと思い

ます。

良い 良い 今年は運動会2人行けたのでありがたかったです！ 下駄箱前にマットなどあるといいなと思いました。 特にありません

大変良い 大変良い 大変良い 解熱後24時間は登園禁止について。

検査をして陰性かつ翌朝熱が下がり体調不良でなけれ

ば、登園可能にしていただけると有難いなと思います。

良い 良い 解熱後24時間登園禁止について。

検査をして、陰性かつ翌朝熱が下がっていて体調不良で

なければ、登園可能にしていただけると有難いなと思い

ます。

大変良い 大変良い 大変良い 可能な範囲で子供達の為に出来る事をしていただいてい

ると思います。キャンプは子供が本当に貴重な経験をさ

せてもらい、いい思い出になったと思ってます。

良い 普通 大変良い 開催してもらえて有り難かったです。 熱中症対策をしながら外遊びをしてくれるのが嬉しい。

大変良い 大変良い コロナ対策がしっかりされていると感じられたので

安心して運動会に参加する事ができました。

換気対策などがしっかりされていると感じました。



大変良い 大変良い 運動会では全クラス見られず残念だったが、短い時間で

しっかり内容のあるものだったと思う。

入口と出口が分かれていたので、入れ替えの時に密にな

らずにスムーズに出入りできてよかった。

保育室やトイレ、園庭など毎日きれいに手入れされてい

て、子どもを安心して預けられる。

子どもが過ごす場所に危険なものがなく、不慮の怪我が

ない。

大変良い 大変良い コロナ禍でも完全になし。というわけでなく、感染対策

を考慮してできる限り開催の方向で行っていただけたこ

と、本当に感謝してきます。毎日楽しそうに通えている

のは、先生方がいろんな形で考慮しながら子どもたちに

経験させてくださっているおかげです。ありがとうござ

います。

いつも、先生方が一生懸命園の清掃に取り組んでみえ

て、みていてとてもありがたい気持ちと、安心感でいっ

ぱいです。安全面のご配慮もありがとうございます。

運動会の開催も誠にありがとうございました！個々の一年の

成長を見ることができて、じんわりと温かい気持ちになり、

感動と愛おしさでいっぱいでした。どの子も本当に一生懸命

に輝いていて。先生方が子どもたちに寄り添って指導してく

ださっているおかげだなと、心より感謝申し上げます。コロ

ナ禍で子どものお休みがあったりして、練習も大変だったと

思いますが、みんなが自信をもって参加されていて…！皆さ

んで作り上げられた運動会…最高でした！！！ありがとうご

ざいました！年長さんの演技を見て。こりゃまたものすごく

感動して。来年はいよいよ年長か…と思うとまた想像しただ

けで楽しみです。

これからもお友達との関わりを通して、いろんなことを学

び・経験しながら、園での生活を楽しんでほしい。という願

いのみです。そして、その願いを叶えてくださる素敵な園だ

と思っております。いつもありがとうございます。今後とも

どうぞよろしくお願いします。

大変良い 大変良い はじめての運動会でしたが、子供たちが暑い中頑張って

きた成果が間近で見られ、短い時間でしたがとても充実

した時間になりました。先生たちの手作り衣装は運動会

が終わって家に帰っても脱ぎたくなくてしばらく着てい

たくらい、子供たちにとって思い入れのあるものになり

ました。

朝行くと先生が箒を履いている姿が見られ、清掃が行き

届いているように感じます。

特にありません。

普通 普通 コロナ禍でも感染対策をしつつ、子供や保護者がイベン

トを楽しめるように考えられていると思います。

子供にとって色々な経験が出来る環境だと感じました。

良い 良い 大変良い コロナ禍の中、出来る限りの対応を頑張って頂いている

と感じます。

キャンプも一時は中止かと思いましたが、親と子供の気

持ちを汲み取って園でお泊まり保育の開催をして頂けま

した。子供も『お泊まり出来た』が嬉しかった様で一皮

剥けて帰ってきました！ありがとうございました！

お迎え時等、芝生の手入れや窓掃除など頑張っておられ

る姿を見かけます。

入園時無かった遊具も少しずつ増えてきて子供達も楽し

いだろうなと思います。

合服期間の制服や体操服とスモックの組み合わせを、親

に任せて頂けたらなと、もう少し自由になると有難いな

と思います。行事の時はもちろん合わせますし、長袖に

ノースリーブのスモックは駄目かなと言うのはわかるの

ですが、子供の体調や天候によって変えたい時がありま

す。ご検討頂ければと思います。


