
令和４年度(後期)

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？

コロナ禍の園対応

はどうですか？

(行事など)

４月以降のマスク

着用について

(子ども)

４月以降のマスク着用について

(保育士・保護者)

あおぞらこどもえんの保育について

(不適切保育報道等　それ以外の記入もうれし

いです)

その他、ご意見がありました

ら、ご自由にお書きくださ

い。

普通 普通 普通 どちらでもない

大変良い 大変良い 大変良い する

大変良い 大変良い 良い どちらでもない どちらでもよい。
子どもも楽しく通っているのでいいと思いま

す。

良い 良い 良い しない
個人それぞれの選択でいいと思いま

す。

行事の際の装飾や先生たちの子供達と一緒に全

力で取り組む姿勢がすごいなと思いました。

大変良い 大変良い 大変良い しない

子供の成長の影響も考えてしまうの

で、マスク着用なしで良いと思ってい

ます。

大変良い 大変良い 大変良い しない
それぞれ個人の自由で良いと思いま

す。

先生の人数も多く、目が行き届いていると感じ

ます。安心して子どもを預けることが出来ま

す。

良い 良い 大変良い しない
個人的には着用しますが。無くても良

いにこしたことはないと思います。

とても良い保育園を選んだと思っております。

子供も毎日楽しかったと言ってます。

良い 良い 普通 どちらでもない

コロナ禍前と同じ、風邪気味ならマス

クをつける、という対応でいいのでは

と思います。

日常では先生方も保護者もマスクなし

でいいと思います。

早くコロナ禍前の日常を取り戻すため

にも！

園の実態をライブでみられるところもあるらし

い、と噂では聞きましたが、実現できればいい

なぁと少し思います。

もちろん、園を信頼していますが

子どもの様子をいつでもみられるのは安心感が

あります。

でも結局、コンプラ的にも難しいんだろうなぁ

と思います。

大変良い 大変良い 良い しない



大変良い 大変良い 大変良い しない なしでいいと思う。

日頃の保育内容も充実しており、行事にもとて

も力が入っていて感謝しています。

子どもたちも先生のことが大好きで、休みの日

でも保育園に行きたがっています。

コロナ緩和後も、運動会、お

遊戯会は今のスタイルのまま

が良いです。全学年は今はも

うクラス数も多く難しいかも

しれませんが、同時に行うク

ラス数も少ない方が観覧もし

やすいですし、待ち時間も少

なくていいので。

大変良い 大変良い 良い どちらでもない

今回のコロナ禍で手洗い・消毒の有効

性とマスクでの感染予防(移さない)を

実感しているので類が変わっても以前

のように軽症で多少のくしゃみや鼻水

等症状がある人やインフルエンザ等が

流行している時は予防したい人や卒園

入園等の式典(年長で最後の行事等1回

限りの場合は行事の前に予防として)

や花粉症の方など状況に応じて4月以

降のマスク着用が継続出来ると安心で

す。(先生も保護者も園児も)

また、乳幼児等細やかに対応しづらい

と思うのですが手洗いに力を入れてい

ただけると嬉しいです。

お家でも引き続き手洗いうがいを継続

して外出時の消毒も継続していきま

す。

いつも様々な成功体験をさせ

て頂きありがとうございま

す。先生方のおかげです。

お家で体験した事を色々教え

てくれて子供も喜んでます！

コロナ禍の保育園生活を送っ

てきたので可能なら今後徐々

にコロナ前に出来ていた体験

や行事の項目などで復活出来

るものがあれば体験させてあ

げたいです。

先生方の尽力もありますし必

要性を感じない所は簡素化し

出来る範囲で色々模索出来れ

ば良いのですが…これからも

子供達が素敵な保育園生活を

送れ先生方の負担を出来るだ

け少なく保護者も協力してよ

り良い園生活にしていけたら

と思います。



大変良い 大変良い 大変良い どちらでもない
国の方針を基に各自で判断して頂けれ

ば良いと思います。

子供達が色んな体験を出来るように工夫して頂

いており、成長が実感出来ているので、とても

満足しています。連絡帳も丁寧に書いて頂い

て、いつもありがとうございます。

特に無し

大変良い 大変良い 大変良い しない

大きな声を出したり、歌を歌ったり、

マスクを着用した上で苦しい思いを沢

山してきてたと思います。なので、保

育士さん達は個人の考え方でいいと

思っています。

とても小さな怪我でもすぐに教えてくださるの

で助かっています。

毎朝元気を貰うほど、皆様

とっても明るく笑顔が素敵な

方たちばかりで、先生たちを

尊敬しています。

安心して預けられるので、と

ても助かっています。

これからもご迷惑をおかけし

ますが、よろしくお願いしま

す。

大変良い 大変良い 大変良い どちらでもない

その場で必要と判断される場合はつけ

てもらう形でいいと思います。

園にお任せしたいと思います。

いつもお世話になってます！

一度も嫌がることなく毎日楽しかったと言って

帰ってきます。行事もいつも手が混んでいて、

凄いなと感動してますし、子供達がイキイキと

楽しんでいる姿をみて、先生達の努力が感じら

れ、先生達の愛情が感じられる素敵な園だと思

います！コロナ禍で大変な中、色々対策を考え

て下さって、本当にありがとうございました！

安心して預けられました！

担任の先生は本当に笑顔が素敵で、子どもも優

しくて大好きだと言ってました！

元気な先生、明るい先生、面白い先生等、色ん

な先生がいますが、皆さんが共通して感じられ

るのは思いやりです！

本当に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 する マスクは、していたほうが思います。 とても適切な対応で良いと思います。
園生活もあと少しですが宜し

くお願いします



大変良い 大変良い 普通 しない する

大変良い 大変良い 大変良い する

自分たちがコロナや他の最近を

保有している可能性もあるので

園の子供達に移ってしまったり

する可能性があるので

マスクは4月以降も着用しようと思い

ます

子供からも今日何をしたかなど

話をした際とても子供にとっても

いい経験をしていると思うので

不満、心配等はありません

普通 普通 普通 どちらでもない 政府が必要ないと言えばしない

保育園の決まりが多すぎてか

なりストレスです。

靴下をタイツの上にするとい

うものは特に意味が分かりま

せん。私服でもその格好をし

たりするので困っています。

大変良い 大変良い 良い どちらでもない

どちらでもいいと思います。

でも夏の暑い時期等はなしでもいいん

じゃないかなぁ？と思います。

不適切保育のニュースがあるとすごく不安にな

りますが、あおぞらは大丈夫だと信じていま

す。

月１とか定期的に普段の様子

の子供の動画がほしいです。

保育参観でも子供の様子は見

えますが、親がいると恥ずか

しいと言って何もやらなく

なったりします。

親がいるからなのか、普段も

なのか少し不安になります。

親が見ていない時の普段の様

子等、定期的に配信して頂け

るとありがたいです。



大変良い 大変良い 良い しない

子どもたちも先生の色んな表情を見ら

れたら嬉しいし、勉強になると思うの

で基本的になしでいいと思います。

風邪の症状などがある場合だけ個人の

判断でマスクをすればいいのではない

かと思います。

今日は授業でこのステップの練習をしたよって

披露してくれたり、給食嫌いな野菜だったけど

頑張って食べたんだーと教えてくれたり、お友

達とケンカしちゃったけどちゃんと仲直りでき

たんだよとお話ししてくれたりします。

お家にいるだけでは絶対経験することがない事

をたくさん保育園で経験してきてくれるので娘

にとって、とてもいい環境だと思っています。

いつも先生方にはたくさん可愛がってもらい、

娘も先生がすごい大好きで安心して預ける事が

できて嬉しく思います。

後期はお遊戯会がありとても

可愛い衣装に振り付けにあり

がとうございました。

毎年成長していく娘やクラス

の友達の姿に感動させられぱ

なしです。

普段の仕事が大変な中でたく

さんの行事をやってくださり

ありがとうございました。

これからもよろしくお願いし

ます。

大変良い 大変良い 大変良い しない
送迎などの時はしないで

行事などではします

特にありません

子供同士の小さな出来事でも報告して頂き安心

して預ける事ができています。

ドッチボールの時は胸の名札

を外すか、体操服だけはアイ

ロンで貼るワッペンだとより

安全かなと思いました。

毎日帰ったあとは先生とどん

なお話をしたか楽しそうに話

してくれて、時には叱られた

話もありましたが何が悪くて

注意されたのかまで本人が

ちゃんと理解できているので

理不尽だと感じた事もなく報

道で見るような不適切な保育

を心配した事は一度もありま

せん。

あおぞらこどもえんに通えて

本当に良かったです。



大変良い 大変良い 良い しない

子どもの成長のためには先生の表情が

わかる方が良いと思うので、先生方の

マスク着用は任意として、あくまで個

人の判断とした方が良いと思います。

保護者についても、送り迎えの限られ

た時間の滞在であれば任意で良いと思

います。

保育園に通えているときの方が子どもの情緒が

安定していると感じています。先生方の作られ

る良い環境の下で色々な経験をして良い刺激を

受けているのだと思っています。いつもありが

とうございます。

良い 良い 良い しない
マスクなしのが子供達に表情や口の動

きが見えるのでいいと思います。

子供達が楽しく色々なことに好奇心を持って取

り組めるよう声掛けしてくれていて、子供の成

長が感じられます。

できないからと無理矢理やらせるのではなく、

その子のペースに合わせて見守ってもらえると

ころも素敵です。

どの先生も朝元気に挨拶をし

てくださるのでとても良い雰

囲気だと思います。

なにか気になることがあった

ときには帰りに話をしてくだ

さるのもありがたいです。

行事のDVDですが、カメラマ

ンが動きを把握できておらず

うまく取れていない印象があ

り残念に感じます。改善して

もらえると有りがたいです。

良い 良い 良い どちらでもない

個々の判断でいいと思いますが、子供

達には表情から情報を得ることを学ん

で欲しいので、マスクで顔が覆われた

時間が少しずつでも少なくなればいい

なと思います。

良い 良い 良い どちらでもない

個々の判断でいいと思いますが、子供

達には表情から情報を得ることを学ん

で欲しいので、マスクで顔が覆われた

時間が少しずつでも少なくなればいい

なと思います。



大変良い 大変良い 大変良い どちらでもない

保育士さんも他の保護者さんも付けて

もつけなくてもどちらでも構わないと

思います。

実家も遠く保育園以外に子供を預ける所がない

ので、先生方にはいつも感謝しています。

大変良い 大変良い 良い しない

体調管理に気をつけていれば、おやつ

や給食等の時間以外なしでもいいと思

う

いろんなことを経験できるし、のんびりした時

間を過ごすこともできるところがいいと思う

トイレがきれいなところがすごくいい

大変良い 大変良い 良い する

大変良い 大変良い 大変良い どちらでもない

咳や鼻水が出ていなければしなくても

良いのではと思っています。

もちろん、花粉症やインフルエンザ等

も含め予防のためにマスクをしたい方

もいらっしゃると思うので、それぞれ

のお考えが尊重されると良いなと思っ

ています。

不適切保育やバスの置き去りなど、悲しい

ニュースも多いですが、あおぞらの先生方は日

頃から小さな事でもご共有くださるので安心し

ています。

こどもが楽しく通えているのが何りよです。い

つもありがとうございます。

いつも楽しい園生活をありが

とうございます。

お忙しい中、こちらの質問に

も丁寧に答えて頂き感謝しか

ありません。

コロナ対策もしつつ、こども

達が楽しめるような工夫には

いつも驚かされます。

来年度からはまたコロナ対策

も大きく変わるかと思いま

す。

私たち保護者でもご協力でき

る事があればいつでもご相談

頂けたら嬉しいです。

引き続きよろしくお願い致し

ます。

良い 良い 良い しない

自覚症状として、風邪や身体の異常が

ある場合は積極的に付けることを前提

として、マスクなしに移行していって

もいいのかなと思います。

コロナ禍での行事も楽しめるよう、工夫しなが

ら開催して頂けて嬉しかったです。

職員の方々も毎日子どもたちと楽しそうに関

わって保育してくださり、安心して預けること

ができました。いつもありがとうございます。



大変良い 大変良い 普通 しない

保育士も保護者も基本なしでもいいと

思う。特に保育士さんはない方がい

い。写真とか顔がわからないし、普段

もしっかり顔が見えた方がいい。どう

してもしたい場合はすればいいと思う

けど写真の時は外して欲しい。

コロナも治ってきて今年は後半に劇場を見に

行ったりプール参観やお別れ会などイベントが

たくさんあって子供が楽しそうでよかったで

す。今後も子供が楽しく過ごせるようお願いし

ます。保育参観の時に園長先生が教えていてみ

んなもすごく楽しそうでとても雰囲気が良く園

長先生がそうやって参加してくれてるのがとて

も良かったです。

４月以降は運動会やお遊戯会

など家族は参加出来るように

して欲しいです。

今後もよろしくお願いしま

す。

大変良い 大変良い 大変良い しない

コロナ禍前同様に戻して良いと思いま

す。

咳等症状あれば着用。

今後も、子供が楽しく登園できる園であること

を期待しています。

他施設の不適切保育の報道ではしつけの行き過

ぎで、、との弁明もあります。子供が園でどの

様に過ごしているか、いい事だけではなく、苦

手な事、困っている事もぜひ、親に共有してい

ただきたいです。

大変良い 大変良い 大変良い する

保育士さんは園にお任せします

保護者も任意で良いと思います、私は

着用します。

カリキュラム(英語、スイミング等)は極力減ら

さずしっかり取り組ませてほしい

楽しく登園できているのは先

生方のおかげです。次年度も

よろしくお願いします。

大変良い 大変良い 大変良い する

大変良い 大変良い 大変良い する

大変良い 大変良い 大変良い する

大変良い 大変良い 大変良い する

大変良い 大変良い 大変良い する

大変良い 大変良い 大変良い する

大変良い 大変良い 大変良い する

良い 良い 良い する

大変良い 大変良い 大変良い どちらでもない

保育士さんも他の保護者さんも付けて

も付けなくてもどちらでも構わないと

思います。

実家も遠く保育園以外に子供を預ける所がない

ので、先生方にはいつも感謝しています。

良い 良い 普通 する



大変良い 大変良い 大変良い どちらでもない

風邪症状がない限りは着用は個人の自

由でもいいと思います

出来るならば先生方には保育中はマス

クを外して子どもたちとコミュニケー

ションをとってほしいです

成長に合わせてトイレトレーニングを始めても

らえて助かっています

連絡帳は毎日楽しみに読ませてもらっています

忙しい中、丁寧に書かれているのでありがたい

です

どの先生も気持ちのいい挨拶

をいつもしてくださるので、

声をかけてもらえると気持ち

が明るくなります

良い 良い 良い する
まだマスクをしていただけると安心し

ます。

いつも子供達に明るく挨拶してくれて優しくし

てくれてありがとうございます。

先生方の挨拶や子供たちへの接し方を見ている

ととても嬉しいし安心します。

おたよりのフォントを細い

フォントにしていただけると

読みやすいです。

(太文字で特に漢字はつながっ

て見えるため拡大しないと読

みづらいので)

週一回送ってくださっている

写真が全体的の他にも個人の

写真もあるとより嬉しいで

す。

おたより見るの毎週楽しみに

しています。

色々書かせてもらいました

が、いつも子供によりそって

いただいてありがとうござい

ます。感謝しております。こ

れからもよろしくお願いしま

す。



良い 良い 良い しない

コロナの治療薬が出来るまでは、大人

の方々にはマスクをして頂けると、安

心して子供を送り出す事が出来ます。

英語等の教育が通常保育の中に組み込まれてお

り、子供にとってとても良い経験をさせて上げ

れていると思ってます。これからも、続けて

いって欲しいです。

たくさんの教育に力を入れて

頂いており、とても感謝して

います。下記の様な教育も

あったら良いなと思い記載し

ます。

・お金の使い方や運用の仕方

の教育

良い 良い 普通 する しばらくする予定です。
子どもが楽しく通園しているので、特に問題な

いと思います。

良い 良い 良い する
室内で密になる場所は着用する。

周りに合わせる部分もある。

満足している。

小さな事でも何かあった際は報告をして下さる

ので安心できる。

良い 良い 良い する 室内で密になる場所は着用する予定。 満足している。

良い 良い 大変良い どちらでもない
任意で構わないと思います。

運動会などの練習の時は幼児に対して体育会系

の熱血指導で少々厳しめの声掛けになるのが親

ごころで少し心配になりますが、たくましく成

長する為にも必要な事だとも思っています。

それを踏まえても、いつも子供が楽しんで通っ

ている姿が全てを物語っていると思います！

体調不良などで休むたびにあおぞらに行きたい

と言っていますので。

良い 大変良い 大変良い しない

保護者のマスク着用は、行事の時と感

染症が流行ったら着用するという前提

のもと、個人の判断に任せて良いので

はと思います。

保育士

特にありません。

いつもありがとうございます。



良い 良い 大変良い どちらでもない

保護者は登降園の短時間ならマスクな

しでもよいと思います。保育士も通常

保育時はなしでも良いと思います。

保育参観などたくさん集まる時は状況

に応じてかなと思います。

運動会のDVD、今年度のは撮

り方が酷すぎてびっくりし

た。年々雑になっている気が

します。

運動会、お遊戯会どちらも前

みたいに練習の様子や当日の

様子もDVDにいれてほしいで

す。

良い 良い 良い しない

マスクの着用は個人の自由でいいと思

います。保護者としては先生の顔が見

られる方が安心なのかなと思います

が、今の時代マスクをしていることが

当たり前となり、子ども達も違和感な

く過ごしているので特に気にしませ

ん。ただ、園でコロナが流行し始め

た、世の中でも感染者が増えてきたと

いう状況になった場合はマスクを付け

られない0.1歳がいるのでなるべくマ

スクの着用を求めます。

家では体験のできないことを子どもにさせても

らっているので有り難く思います。

良い 良い 良い する
必要に応じてマスクをしてもらいたい

です。

今期は行事をたくさん行っていただいたので身

近でこどもえんでの様子を見ることができよ

かったです。

大変良い 大変良い 大変良い どちらでもない

どちらとも言えない。

個人の自由だと思い着用していてもし

ていなくても

なんとも思わない。



良い 大変良い 良い どちらでもない

個人的には、小さな子供が相手の表情

が見えないまま成長していくことに不

安を持っていますが、先生方にも保護

者にも各々の考えも家庭状況も違うの

で、一律に決められることなく個人の

判断が尊重されてほしいです。

働く親としては休園など感染拡大する

と困るのも事実なので、感染状況に

よって臨機応変に通知していただけれ

ばと思います。

後期になり、先生の名前もようやく言えるよう

になり、園が楽しいと話してくれるようになり

ました。

この言葉は親にとって1番の安心に繋がりま

す。

同時に親の私も、担任の先生とお話する機会も

増えて、とても親身に子供と向き合っていただ

いていると感じることが増えました。本当にあ

りがたいです。

これからも色々あると思いますが、変わらず温

かく見守っていただけると嬉しいです。

まだ乳児クラスだからかもし

れませんが、この1年の間に近

くの公園へ行ったと聞いたの

は1度くらいでした。安全面

等の課題は多いのかもしれま

せんが、道中にも普段の園庭

とは違う発見や学び、楽しみ

もあるかと思います。季節が

良い時期になるので、体力を

つける意味でも公園に限らず

少し長い距離を歩く機会を

作ってもらえれば…と思いま

す。

大変良い 大変良い 大変良い どちらでもない

場面に応じて使い分けたりして（戸外

でははずしたり）徐々に自由に判断で

きる流れができていったらいいなと思

います。

いつも子どもたちのことを第一に考え保育して

くださって色々な経験をさせてくださり、なに

より子どもが今日も楽しかったと言って帰って

くるのは安心して預けられる環境を日々作って

くださる先生方のおかげです。感謝しておりま

す。

大変良い 大変良い 大変良い しない

マスクは自由でいいと思います。先生

達のお顔が見えた方が子供達も良いと

思います。ただコロナの陽性者が出た

り、その他の感染症が流行ってきた等

あればマスク着用しようかなと思うの

で、今まで通りお知らせしてもらえる

とありがたいです。

運動会の衣装や保育参観時のお店屋さんなど手

の込んだ物を作ってくれてすごいなと毎回思い

ます。いつもこだわったものを作ってくださり

ありがとうございます。子供達もたのしそうで

すし感性が育まれると思います。



良い 良い 良い どちらでもない どちらでも良い

いつも子供が楽しそうに通ってくれていて子供

の成長が目に見えて分かり私自身も嬉しかった

です。園長先生から担任の先生や他の先生方も

声を掛けてくれたり子供の様子を教えてくれた

りと安心して通わせることができました。

一つ気になったのは希望保育の間オムツがパン

パンになって帰る事が多かったり1日1.2回しか

オムツ変えをしてなかった日もありオムツかぶ

れしている事もあったので人手不足でお忙しい

と思いますがもう少し気にしていただけると嬉

しいです。

大変良い 良い 良い どちらでもない

私自身が不特定多数の人と接する仕事

をしているので、園に行く時には必ず

するつもりですが、他の方には自己判

断で着脱してもらえれば良いと思いま

す。

お迎えの時に小さな子が1人でジャングルジム

のような赤い遊具に登っているのを見かけるこ

とが何度かあるのですが、近くに先生がいなく

て心配な時はあります。離れたところに2人く

らいしか先生が園庭にいなかったので何かあっ

たら怖いなと思いました。

それ以外は、先生たちは明るくて話しやすい方

ばかりなので、子どもたちも楽しく登園してい

ますし、私も何かあった時は相談しやすいで

す。

運動会の準備も大変だったと思いますが、振り

付けから子ども達に教えることまでありがとう

ございました。



大変良い 良い 良い どちらでもない
個人の判断で着用・不着用自由に選択

しても良いと思います。

先生が子どもたちにどうやって接しているの

か、保護者にとっては全く見えない所ですの

で、送迎の僅かな時間で先生がどういう人柄な

のかを判断せざるを得ない場合も多いです。迎

えに行った時の「今日はこんなことがあった」

という報告はどんな些細な内容でもとても嬉し

いです。それだけ一人一人に目を配っていただ

いている証拠だと思いますので、良い事も悪い

事もお話ししていただけますとこちらとしても

安心でき、信頼して預けられます。

いつも親身に笑顔で接してい

ただきありがとうございま

す。子どもも大好きな先生が

いるようで拙い言葉でしぇん

しぇ、しぇんしぇと家で話し

ています。

良い 良い 普通 どちらでもない

園指定しかダメ

決まりだしわかってて入っているので、あまり

言えない立場ではありますが、

冬にフィルドトップだけは寒すぎる（中に暖か

いのを縫い付けるにも、限界あり）ので、

謎の校則ルールではないですが、

せめて、寒すぎる月くらいは、コート可、など

にしてほしいなと思います。もしくは1月、２

月は、15時以降の過ごし方について、絶対外し

かダメではなくて、

外で過ごすか、室内で過ごすか、子供に、選択

させてほしいです。保育士さん足りなたあ問題

などあるのかもしれませんが。

良い 良い 良い


