
 かほる保育園  
 

平成 30年度保護者アンケート（平成 31年 3月 20日配） 

集計・回答  回答 172/199 家庭    (回答率 86％) 

                   

★家庭との連携    当てはまる回答に○をしてください （青字は回答件数）           

1. 園への意見・苦情を伝えることができましたか？また意見苦情は言いやすい環境でしたか 

・言いづらかった 9   ・  苦情意見はなかった 124   ・言いやすかった 27     

2. 園でのお子様の様子をきちんと伝えられているとおもいますか 

・思う  139       ・思わない  5           ・どちらともいえない 15 

3. 園だより・クラス便り【ドキュメンテーション含む】・ポートフォリオ【0.1.2歳児】等園からの

記録を読んでいますか 

・よんでいる 171（誰が読んでいますか 父 ・ 母 ・ 祖父母  ）    ・読んでいない 1 

4. 子育ての悩みを保育者に相談することができますか 

・できる 156     

・できない 16（誰に主に相談しますか？  配偶者 祖父母 友人 ママ友 専門機関  ） 

5. 保育参加には参加されましたか？ 

・参加した  106  ・参加できなかった 44（理由  仕事の都合がつかなかった等 ） 

6. かほる保育園の HPは見たことがありますか？ 

・見たことはある 141 ・ 見たことがない 8 ・見るための PC またはスマートフォンを持っていない 1 

HP内であれば良いなという情報はありますか？お書きください。    

★カリキュラム 

7. 園の基本方針・保育方針をご存じですか 
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・知っている 121  ・少し知っている 26  ・知らない 3 

8. かほる保育園の保育目標は「子どもが子どもを満喫中の保育の創造」・「一人ひとり丁寧

に時間を重ねていく」です。お子様は充実した園生活を過ごしていると感じています

か 

 ・感じている 169    ・感じていない  0  ・わからない 3 

9. かほる保育園での保育・教育で特にお子様の成長に良い影響があると思うカリ

キュラムを３つ選んでください。（赤・黄・青のみお答えください） 

・園庭での遊び 67   ・森の日を含む自然体験 59   ・食育活動 35 

・保育理論に基づいた環境構成（園庭・お部屋の環境（色・素材・玩具）29 

  ・子どもたちの協働的学び  34   ・表現活動（造形・絵画等）19 

  ・子どもたちの振返り（対話）20  ・自分の力で考えていける保育者の関わり 37 

  ・動いてあそぼう 3  ・わらべうた 2  ・英語で遊ぼう 3  ・音楽コンサート 0 

   ・ 交通安全教室 1  ・避難訓練 2  ・夏のプール活動 0  ・運動会等の行事 6 

・ 睡眠・排泄・衣服の着脱など生活面での配慮 8  ・絵本 ４ 

・ 多様な大人や子どもとの関わり 7 

・ その他（具体的にお書きください                           ） 

10. 金曜日に貸し出す絵本をご家庭でお子様に読んであげますか 

・読んでいる 134  ・読んでいない 6  ・子ども一人で読んでいる 16    

・上の子が読んでいる 5 

11. お子様は楽しんで保育園へ通っていますか 

・通っている 118    ・行きたがらない 2    ・たまに行きたがらない日がある 31 

   行きたがらない理由を担任に相談したことはありますか ある 19・ない 14 

  わかる範囲で行きたがらない理由をおかきください。 

12. かほる保育園では、お子様の人権が守られ大切にされていますか 

・とても守られ安心している 83  ・守られていると感じる 69 

・どちらともいえない 3 ・そうは感じない 0 ・全くそうは感じない 0 
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★環境 

13. 園内の清掃がいきとどいていると感じますか 

・掃除され清潔感がある 66 ・掃除されている 63 ・どちらともいえない 7 

・そう感じない 3  ・ 全くそう感じない 0 

そう感じない・全くそう感じないに○を入れた方は理由を教えてください 

 蜘蛛の巣やホコリをみます（特に廊下）。素材としたこどもへの掲示なのか？部

屋はきれいなので、廊下の掃除の担当がいないのか、子どもしているのかな？と思

っているのですが。 

暖かい眼差しで園を見守って頂きありがとうございます。日々の生活の中でなかな

か掃除が行き届かない箇所もあるので気を付けていきたいと思います。 

14. 園内の雰囲気は明るいと感じますか  

・明るい感じがする 129  ・どちらともいえない 9 ・暗い感じがする 1 

 

15. 保育者はお子様一人一人の個性を尊重し、丁寧に保育していると感じますか 

・とてもそう感じる 82  ・ そう感じる 52  どちらともいえない 4 

・そう感じない 0 ・全くそう感じない 0 

そう感じない・全くそう感じないに○を入れた方は理由を教えてください 

 

 

 

16. 保育者と保護者の方の日々のコミュニケーションはとれていると感じますか 

・とてもそう感じる 56 ・そう感じる 69  どちらともいえない 6 

・そう感じない 0 ・ 全くそう感じない 0 

そう感じない・全くそう感じないに○を入れた方は理由を教えてください 

 

17. 保育者・職員の言葉遣いで気になる点はありますか 

・気になる点はない 13 ・気になる点はある 1・時々気になる点がある 7 

   気になる点がある方はどのような時ですか 

 

18. 保育者・職員は保護者の皆様にすすんで挨拶を心掛けていると感じますか 

・とてもそう感じる 75  ・そう感じる 53 ・どちらともいえない 9 

・そう感じない 0  ・全くそう感じない 0 
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★自由記述 

19. 一年を振り返りお子様が成長されたと思う事をお書きください。 

（青組） 

・いつも安心して子供をまかせられて、本当に感謝しています。 

・自分で園へ行く準備が出来るようになった。園に早く行きたがることが増えた。園で何か

製作して持って帰って来るようになった。 

・保育園での連絡を伝えてくれるところ。料理等手伝ってくれるところ。 

・集団での生活が少しずつですが出来るようになりました。友だちとの関わり方も、ケンカ

ももちろんありましたが、しっかり仲直りも早くできるように、そしてもっともっと仲良

くなっているんだなと本人と話をして感じました。 

・ゆっくり成長していることもあり、色々な思いをいてきたと思います。でも、先生方の協

力もあり、楽しい園生活ができていたようです。少しずつ言葉も増え、お手伝いや片づけ

も頑張れるようになっています。これからもチャレンジする姿を観ていきたいです。 

・言葉のレパートリーが増えました。又、日々園で振り返りを行っている影響からか、自分

の意見をきちんと述べられるようになってきました。日々の園生活の中でお友だちと仲良

く遊んだり、時にけんかをしたり、お友だちの心を傷つけてしまったりする中で、相手の

対場煮たり、物事を考えられるようになったのかなと思います。 

・私にはよく分かりませんが、先生が、「少しずつ我慢ができるようになってきましたよ」

と言ってくれていました。私には変わったように見えないけど…。いつも先生方にはよく

見て頂いて本当に感謝しています。どうすればいいんだろう？と思う事ばかりだった息子

を一緒に考えてくれて本当にありがとうございます。毎日楽しく保育園に行くことができ

たのも先生方のおかげです。 

・カレンダーや時間を意識するようになった。そのため、曜日の間隔やスケジュールの把握

ができるようになり、自分のやる事が自覚できるようになった。リーダーシップをとりた

がるようになり達成すると自信に繋がる発言が聞かれた。すすんで親元から離れ、友達と

の時間を長く持ちたいと動くようになった。 

・赤組～3年間お世話になりました。 

・今年はお泊り保育や〇〇先生に会いに浜松へ行くなど、親元を離れ、お友だちと一緒に行

動するという事が多々ありましたが、親の心配はいらなかったほど楽しんで、そして、また

一回り大きくなって帰ってきた気がします。本人の自信にも繋がったようでした。特に、浜

松行という異例なことを許して下さった園に感謝しております。 

・振り返りの時間、運動遊び、お着替え、集合など…卒園式の「またやらなかったんだ～」

「またできなかったかあ…」と思う事が多かったのですが、すこし遅めではあるけど、い

つの間にかちゃんと参加し、できるようになっていました。親からすると、”みんなと同

じ様に…”と思いがちですが、息子のペースでゆっくりゆっくり成長していたことに気付

かされました。自分の中で納得し、自分で一歩を踏み出す!! そんな力がついたような気

がします。それをじっくり待ち、付き合ってくれた先生方に感謝します。 
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・人を思いやる発言をするようになりました。先生方にはとても感謝しています。 

・周りをみてお友だちがどんなふうに考えているかを学び、思いやりの気持ちが出たように

思います。それに伴い自分は誰とどんな風に過ごすと楽しいかも分かるようになり、仲の

良いお友だちと遊ぶ楽しさを感じられているようでした。なので、今年は”行きたくな

い”と怒ったりすることもありませんでした。心の成長とともに安定した 1 年を送るこ

とができたように思います。 

・戸外での遊びを通して、虫の観察、四季の「葉っぱの移り変わりを知り、手触り、匂いな

ど様々なことに目を向け、発見し、お友だちと共有しながら楽しく学ぶことができ、観察

力、集中力、継続する力がつきました。勇気を出してチャレンジしてみようという力もつ

きました。食事面や運動面で「〇回頑張るね」と自ら目標を決めて努力するようになり、

成長を感じています。 

・自分の気持ちを言えるようになった。青組さんになり、ますます自分より下の子に優しく

できるようになった。 

・青組になっての 1 年を振り返ると、体の最長とともに心の成長も強く感じます。家に帰

ってくると、友達と遊んだことやケンカした話し、保育園での楽しかった出来事をたくさ

ん話してくれます。その中で少しずつ人の気持ちを考え、悩んだり。考えたりしている姿

を観ると成長を感じます。 

・遊びを子ども達の力で工夫できるようになった。 

・自分の事は自分で!! 保育園から帰ってくると持ち物を片づけたりし、明日の準備を。明

日は何を着て行こうかなあ？と自分で考えて自分から支度をするようになりました。保育

園でのことも年中さんの時は聞かないと教えてくれませんでしたが、笑顔で今日は誰々と

何をしたよ～!! などいろいろ話をしてくれるようになり、成長をものすごく感じます。 

・自分の考えや気持ちを言葉で上手に表現できるようになったと思います。語彙力も上がり

ました。 

・成長はしてくれていると思います。色々と迷惑ばかりかけてしまって申し訳ない気持ちと

感謝しかありません。成長させてくれたのは先生達のおかげです。本当にありがとうござ

います。娘に感じることは、自分がされて嫌な事はしないでねって言ってきた事には１㎜

ずつ改善され始めている気がします。まだまだダメな部分、弱点が目立ちがちですが、長

い目で見ていきたいと思っています。 

・この１年で成長した点は、人の立場になって物事を考えるようになった事だと思います。

これまで利己的な行動のみであった二人が他者の感謝や思いを踏まえて考察し発言、行動

する場面が増えたように思います。 

・お友だちの嫌なところ、悪いところの注目ではなく、「こんなこともするんだけど、優し

いところもあるんだよなあ～」とか、「〇〇くんが助けてくれて嬉しかったんだあ」等、

良い所に注目できるようになってきました。 

・自分の意見を人に伝える。人の意見を聞くということができるようになったこと。 

・困っているお友だちがいたら、助けたあげたり、落し物を見つけたら届けたりと、色々な

ことに気付き、行動ができるようになりました。 

・１年１年成長しているが、６歳になりずいぶん字、ひらがなも書けるようになり、ビック

リ!! 自分の名前もちゃんと書けるようになり、えらいゾ！ 
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・保育園で行うこと等に積極性が出て頑張ろうとする姿勢が出てきて嬉しく思いました。

（娘の意志が見られるようになってきたように感じます。） 家でも大人がずっとついて

いないと、遊ぶことも一人でなかなか出来なかったのですが、生活面でも遊ぶことでも、

一人で出来ることが増えたと感じています。食べることもすこし自信がついて体格もしっ

かりしてきてよかったです。 

・自分の気持ちだけでなく、お友だちや相手の気持ちも考えて行動することができるように

なりました。自分の気持ちに上手に折り合いをつけて、我慢したり、納得したり、気持ち

のコントロールが出来るようになりました。とにかく虫が好きで、色々な虫を捕まえては

図鑑で調べたりと”知ろう”という意欲がさらに身に着きました。 

・年長となり、ただ通うだけでなく話をし、理解し、行動するという力が身に着いた１年だ

ったと思います。お友だちや先生方と生活することで色々な感じ方、考え方がある事を知

り、いろいろな意見を聞いてみんなで話し合い、答を出すという事をよくクラスで話した

と本人が伝えてくれた１年で、大人になったなあと思いました。 

・以前は友達に何か言われた時、自分の意見や思いを伝えられなかったが、段々言えるよう

になってきた。友だちの中にポンと入っていけるようになった。友だちと面白い事を言い

合ってはゲラゲラ笑うようになった（元気になった）。身体をよく動かすようになった。 

・自分の事（着替え、荷物の準備など）を自主的に自分で出来るようになった。お友だちと

ぶつかることもあったが、反省したり、謝ったり、自分の気持ちを伝えたり、少しずつ出

来るようになったと思う。初めての集団生活でお友だちとのやりとりや、給食、お昼寝な

ど生活面でのルールを守ること等を学べたと思います。靴を並べたり、タオルをたたむの

を手伝ったり、人のために何かをしようという気持ちが出てきた。 

・前よりも友達との関わりが増えた。 

・サッカー、ひらがなや数字への興味が出てきたかな。あや取りを集中して取り組むことが

できる。（手先が器用になってきた） 

・年長としての自覚を持って、また自信を持って生活していました。遊ぶ学びの集大成と言

った生活ぶりだったと思います。 

・保育園での過ごし方やクラスでの取り組み、お友だちとのやり取りなどが積極的になった

と感じました。今までは、クラス全体で取り組んでいる物事に対して傍観しているような

「僕は別に興味がないからやりたくないんだけど仕方なくやったんだ～」という態度が感

じられていたのですが、最近は自分から楽しんで参加しているような充実した様子が感じ

られます。お友だちとも特定の今年か遊んでいなかった様子が多く見られていた昨年に比

べ、色々なお友だちの名前が上がるようになり、卒園して別れてしまう事を寂しがるほど

クラスにも愛着があるようです。青 2 組で過ごした 1 年は本当に貴重だったと思いま

す。 

・読み書きが出来るようになり自分の気持ち、考えをより表現できるようになった。話し合

いの中で相手の気持ち、考えを聞き入れることができるようになってきたと感じます。 

 

〈黄組〉 

・友達との関わりや活動を通して色々な学び合いがあった事だと思います。 
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・平仮名が読めるようになった。絵が上手になった。手先を使う、細かいブロックなどで思

っている物を作れるようになった。身体がしっかりしてきて、公園の遊具など出来るもの

が増えた。お友だちとのコミュニケーションがとれるようになった。 

・友達との関係が深まり自分の気持ちの表現とともに相手の思いも知り、折り合いをつけて

いくことを経験できたように思います。また、不安な事にも少しずつですが、やってみよ

うという気持ちと行動に移すことが増えてきました。 

・兄は成長がゆっくりの点がありますが、担任の先生達は特別視せず、でもたくさんフォロ

ーして下さり、充実して過ごすことができました。弟は今年度入園しましたが、先生やお

友だちとの関わりの中で、コミュニケーションや衣類の着脱など身の回りの事など出来る

ことが増えました。 

・お友だちと協調性を持って接することができるようになったと思います。また、お友だち

の言った事を素直に受け止め良いところを吸収しようとする姿勢が身につきました。 

・お友だちに自分の意見を言えるようになったのかなと感じます。 

・一人遊びから友達と一緒にと言う遊びが増えたように思います。友達から受ける影響がと

ても大きいと思いました。何かに夢中になって取り組んだり、友達がやっている遊びに興

味を持ったりしていることが、日々の話の中で分かります。”自分が一人良い”というよ

り”みんなで楽しみたい“という気持ち が大きくなり、友達とのやり取りでも色々な意

見をだし気持ちに折り合いをつけられるようになってき ました。 

・園での出来事を少しずつが話してくれるようになって、日々、何をして遊んでいるのかと

か、どんな給食だったのかとか園での様子を子どもから聞けるようになりました。 

・自分で考え行動する点に成長を感じます。 

・文字や数字に興味を持つようになった。色々な事（着替えや歯磨き等）自分でやることが

できるようになった。 

・一番成長したと思うところは黄組の始めに隣の席の子が「嫌だ」と言っていたのが今で

は、仲良しの友達になっている事。相手の良いところも悪いところも分かって仲良くなれ

たのはすごいと思う。カッとなって怒った後、今ではごめんなさいと言ってくるところ。 

・赤組さんの頃にはまだできなかったこと等が黄組さんになって 1年を通す中で少しずつ

出来るようになり、ととても成長を感じることができたと思います。1～10 まで数えら

れるようになり、寝るときはいたオムツは朝必ず尿が一杯だったものが最近では朝になっ

ても尿がされず次に持ち越せるようにもなりました。 

・友達と一緒の活動、共同して行う事が増えた。興味を持つことが増えた。 

・物作りが好きだった双子で、最初は簡単な物から、冬になると一つの作品が細かい所まで

作ってあって感心しました。鉄棒も日に日に出来るようになり、苦手な物も少しずつ取り

組め、良かったです。初めての保育園で初めは泣いていたのに、ちゃんと切り替えて行け

るようになりました！ 

・お友だちとの関係を深めることができたと思います。自分の思いや考えをしっかり相手に

伝えることや意志表示ができるようになり、相手を思いやること、自分の気持ちを我慢す

ること、精神面ですごく成長したと思います。 

・友達同士で問題を解決できるところ、友達の気持ちを尊重するようになった事、自分の意

見をいえるようになった。今日あった事を話すようになった事。かほるっ子祭で楽しく目

一杯踊れたこと。自分でしたくできるようになった事。虫に触れるようになった。 
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・空き箱などから工作し、刀などを作るのが好きになり、日ごとに工夫し、立派な刀を作っ

ていたことに驚きました。形を見て思考し、様々な物を作るのがとても上手になり、成長

を感じました。 

・友達とたくさん遊ぶようになった。 

・歌を上手にうたいます。ひとりで着替えができます。歯磨きも自分で出来ます。姉ともち

ゃんとケンカになります。トランプで一緒に遊べます。このように、1 年前とは比べ物に

ならないほどいろいろの事が出来るようになりました。 

・黄組に上がったばかりのころから半年（夏位まで）の間は、朝、なかなか私から離れられ

ずに泣いてしまったり、時には駐車場まで裸足で追いかけてしまったりすることがありま

したが、今では自ら「バイバイ」と言ってお支度をするようになりました。また、今まで

あまりお友だちと遊んだという話を聞かなかったのですが、「今日は〇〇くん、〇〇ちゃ

んと遊んだよ！」と、お友だちと一緒に遊び、遊びの中でも、ある程度ルールのある遊び

がゲームなどで遊べるようになった事が、成長したなあと感じました。 

・お友だちとの関わりの中で、相手の気持ちを想像したり、考えて言葉を選んだりすること

が少しずつ出来始めてきたのかな、と思います。 

・物事をよく考え、みんなの意見を聞くようになりました。 

・恥ずかしがり屋は相変わらずですが、少しずつ人前でもそういった部分が少なくなってき

ました。 

・友達の輪に入れる場面が増えたと思います。会話で自分の思う事や気持ちを伝えられるよ

うになったと思います。 

・進級当初は、保育園に行きたくないと泣きじゃくるに日が続き、園での出来事を聞いて

も、分からないとの返答ばかりでした。最近では気の合うお友だちができたようで、園で

の生活を教えてくれたり、お友だちとの関わりの点でもとても成長を感じます。残念なが

ら、そのお友だちとはクラスが離れてしまいましたがまた新たなお友だちと出会い、最後

の園生活を思い切り楽しんでほしいです。 

 

≪赤組≫ 

・入園した頃は先生の側にいつもくっついていましたが、今では毎朝お友だちのもとへ走っ

ていき遊べるようになりました。毎日の遊びや生活を通して、自分の思いだけではなく、

相手の思いもあるという事を少しずつ理解してきているように思います。 

・友達思いになったと思います。出来ないと思ったことができるようになっていたことに成

長を感じました。 

・1 日の中であった出来事が自ら言えるようになった事。家族に話をしてくれます。 

・お話が上手になってきたことや、表現の仕方がより豊かになったと思います。また、今ま

では興味を示さなかったこと等へ関心を持つようになったりと好奇心が出てきたと感じま

す。周囲の人の様子も以前より気にするようになり、コミュニケーションが上手に取れて

いると思います。 

・保育園での出来事などを話してくれたり、それに対して質問すると返答がしっかり出来る

ようになり、色々と会話が成り立つようになってきた。 



 かほる保育園 9 
 

・お友だちとの関係作り。生活面での自立。 

・虫が触れるようになった。友だちとケンカできるようになった。保育園でしたことを家で

話すようになった。 

・コミュニケーションが以前よりもスムーズになりました。指が使えるようになり、木登り

が出来るようになって体の使い方も習得してきています。 

・優しさ・思いやり・行動力・観察力・気持ちの切り替え。 

・人見知りはするものの、自分がやりたい事は自ら前に出て意志を表現していると思う。お

世話をすることができるようになった。同世代のおお友だちと初めて会っても交わって遊

ぶようになった。トイレが完全に自立できた。 

・毎日の保育園での 1日の様子を自分で話してくれるようになりました。保育園で観て聴

いて感じた事を吸収し、”こういう時はこうするんだよ””そういうことは言っちゃダメ

なんだよ”と教えてくれることも増えました。 

・お友だちとの関わりも増え、遊ぶ幅も広がった。トイレ、着替えなどひとりで出来ること

も増えた。いつの間にか、出来ることが増え、少しずつお兄さんになってきたなと感じま

す。 

・入園時は大泣きしていた息子が今では毎日楽しそうに遊び、沢山のお友だちができまし

た。家では出来ないことも保育園でいろいろ体験できたみたいです。初めての運動会では

泣きながらだったのが、かほるっ子祭では元気に歌って踊っていました。涙が出るほど嬉

しかったです。 

・兄の方は好きなだけ工作をさせて頂きありがとうございます。作ることへの楽しさを感

じ、自分で考え、工夫できるようになったと思います。勉強も楽しく出来る感じになって

いると思います。 

・弟はこの 1 年でトイレトレーニングが終わったのが大きいです。家でも自主的に失敗も

なく成長したなと感じます。会話も増え、色々な事を教えてくれるようになりました。 

・たんぽぽ組までは消極的で、積極的に友達や保育者に話しかけることが少なかったです

が、明るく、友達や先生に話しかけたり、園での活動に積極的に加わったりする姿があり

ました。先生が話したことをよく覚えて家に帰ってからも次の日の事を楽しみに日々過ご

していました。そんな姿を見ることがとても喜ばしかったです。 

・秋頃までは、なかなか新しいクラスに慣れず、泣いて離れるのを嫌がっていましたが、終

わり頃には、自分から先生の所に行って、「バイバイ」と笑顔で別れたり、お友だちとは

知って後ろも振り向かずに行ってしまう姿を見て寂しくもあり、嬉しく思います。また新

しいクラスになり、慣れるかどうか不安もありますが、子どもと一緒に乗り越えて行ける

よう気持ちに寄り添いながら毎日を過ごしていきたいと思います。 

・身の回りの事がひとりで出来るようになりました。お友だちともたくさん遊べるようにな

りました。自分の気持ちを言葉で伝えられるようになりました。 

・“できない”“どこにある？”と人任せな面が少しずつ自立したこと。気の合う友だちと

一緒に遊びを楽しんでいる姿を見たこと。好きな事を年中通して頑張ったこと（サッカ

ー、縄跳び、鉄棒など）。女の子の活動に自分なりにチャレンジしたり、加わろうとした

こと。 
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・お友だちや先生との関わりが深くなり、園であった事をよく話してくれるようになりまし

た。時には、叩いてしまったり、逆もあったりもありますが、間に先生が入ってくれて話

をしてくれているので助かります。心身ともに成長した 1 年だったと思います。 

・先生、お友だちの関わりが楽しく日々イキイキしています。 

・保育園でのことをよく話してくれる。担任以外の先生とも楽しく関わることができるよう

になった。 

・東京での決まった保育からかほるに転園してあきらかに遊び方が変わった。興味を持って

色々な事をやりたいと言うようになっている。土いじりや畑での作業も怖がらずに出来る

ようになった。妹の面倒をみてあげることができるようになり、一緒に遊んであげられる

ようになった。大好きな先生やお友だちとのお別れも経験して寂しさや会いたいという気

持ちを体験し、きちんと表現できるようになった。 

・言葉では沢山お話しできるようになり、また、色々な言葉を覚えました。会話も達者にな

りました。ひらがなを読めるようになった事や絵を描いたり、色塗りが上手になった事。

お友だちとの関わりは、ごっこ遊びや一緒に遊んだり、協力して片付けしたり、小さい子

には優しく接したり、お家では弟の面倒をみたりと優しいです。 

・集団行動が出来るようになりました。お友だちと仲良く遊べるようになりました。 

・たんぽぽさんの時より毎日のように園での塗り絵や自分で作った工作や折り紙など持って

帰ってきて成長を感じておりました。黄組さんになってもさらに成長する娘を見守りたい

と思います。 

・ルールがある遊びが出来るようになってきたようで、お友だちと一緒に遊ぶ楽しさも感じ

られるようになったと思います。トイレでおしっこ、うんちができるようになって、保育

園のおかげだと思っています。 

・下の子が 4 月から入園して、初めはとても心配でしたが、先生方がとても話しやすく接

してくれたり、園での様子を教えてくれて、良かったです。ふたば組での 1 年は本当に

毎日毎日出来ることが増えたり、おしゃべりできるようになったと思います。赤組になっ

て困っていたトイレと食事については両方とも成功するようになりました。食事はおかわ

りもすると聞いたので、驚いています。 

・入園前は好き嫌いが多く、野菜はほとんど食べてくれませんでしたが、今では食べられる

野菜も増え、保育園で育てている野菜の話をしながら家でもお食べてくれるようになりま

した。自分が 1 番という気持ちが強かったが”順番””お先にどうぞ”が出来るように

なった事。 

・自分で出来ることが増えました。3 月生まれなのでどうしても他の子と比べると遅い部分

もありますが、本人のペースで頑張っているなと思います。先生方が見守っていてくれる

からかなと思い感謝しています。 

・人見知りがとてもあり恥ずかしがり屋で入園当初は心配ばかりでしたが、先生方の関わり

やお友だちとの関わりで親の助けがなく、挨拶や身支度が出来るようになった事に大きく

成長したなと感じました。かほるっ子祭でも恥ずかしさはあっても最後まで踊る姿を見た

時には感動しました。 

・新しいことにチャレンジするのがなかなか気持ちを強く持てず時間がかかったり、やる前

から「できない」とあきらめてしまいがちですが、この 1 年でゆっくり時間はかかりま

すが、少しずつ「やってみよう」「挑戦するぞ!」という前向きな気持ちが出てきた気が
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します。その瞬間を見逃さずチャンスを与えて頂けることにとてもありがたい気持ちで

す。 

・赤組さんになったころは全部受け入れていましたが、最近では自分の意見や友達の意見を

聞く、伝えることができるようになりました。そこでぶつかり、ケンカになったりします

が、それも成長したと感じます。食事も積極的に食べられるようになってきたと思いま

す。 

・保育園で様々な経験をして、遊びの工夫、創造性、友達との関わり方など 1 年前とは変

わったなと感じます。この 1 年で成長が見られ、親としても嬉しく思います。 

・よくおしゃべりするようになりました。そして、だいたい話の内容が分かるようになりま

した。お手伝いを喜んでしてくれます。自分のことは自分でできることが増えました。 

・おともだちとの関わりが一段と増え、まだ少しずつですが相手のことも考えられるように

なってきた。食事を一人でしっかりとれるようになった。自分の気持ちを悲しい時も少し

ずつ言葉でも伝えられるようになってきた（泣いているだけではなく）。字の読み書きが

出来るようになってきて、お手紙を沢山書いてくれるようになった。 

 

≪たんぽぽ組≫ 

・大きいお姉ちゃん、お兄ちゃんと一緒に遊ぶことで、ぐんぐんと成長しました。出来ない

と思ったことができると「ヤッター！」と喜んでいます。 

・全体的にとても大きな成長を感じます。まだ朝行きたがらないことは多いですが、保育園

に着くとちゃんと気持ちの切り替えができるようになったり、毎日のリズムがしっかりで

きてきて驚きました。友だちとの関わり合いや、今までこちらが知らなかった部分、一人

では出来なかったこともお友だちや先生と一緒にして出来るようになった事、沢山ありま

す。本当に保育園に入れて良かったなと思います。 

・よく話すようになり、きちんと会話することができるようになりました。歌ったり、踊っ

たり、ボールを蹴ったり、走るのが速くなったり、身体面での成長も感じます。 

・自分で出来ることが増えました。着替えもトイレも進んで出来るようになり嬉しく思いま

す。親が教えていないのに、いつの間にかボタンを留められるようになりました。きっと

先生が教えてくれたのでしょう。ありがとうございました。 

・おしゃべりがとても上手になった。言葉の理解も早い。 

・トイレに行くようになりました。 

・想像力が豊かになり、遊びも広がって面白いです。親の私達には思いつかないような考え

や工夫に驚かされます。先生やお友だちと過ごす中で、気持ちの伝え方や切り替え方を学

んでいったように思います。 

・自分の身の回りの事をやろうとする気持ちが育ち、実際に服の着脱、排泄、持ち物の準備

を出来る範囲でするようになりました。言葉が単語や簡単な文から自分の気持ちを伝えた

り、相手と分のやりとりができるようになり、語彙の数も増え、表現する力がついたと思

います。友達との関わりで、相手の事を気に掛けたり、自己主張をしてみたり中目の中で

生活することに慣れ、楽しんでいるようになったと思います。 
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・沢山の成長が見られました。着替えや排泄などの生活面、おしゃべりも上手になり、コミ

ュニケーションも活発になりました。お友だちとの関わりの中でも学ぶことが沢山あった

ようです。 

・毎日ではないが、自分でお着替え（お風呂後や朝）をするようになってきた。食事の後使

った食器を運んでくれるようになった。姉妹げんかが激しくなってきた。（主張が強くな

った）自分たちの意志で”ごめんね“と言いあい仲直りが出来るようになった。ママが怒

ってもへこたれなくなった。 

・自分の気持ちを伝えられるようになった。また、自分が興味がある事や好きな事を積極的

に取り組む姿も多かった。弟がいる為、弟の事を気遣う優しさや自分で出来ることはやろ

うとする力もついたように思う。体力もしっかりとしてきて、遊び方もダイナミックにな

ってきたと思う。 

・今年度は下に弟が生まれるに当たり、私の管理入院などもあり息子にも負担をかけてしま

った１年でした。育休に入り、子ども達とゆっくり向かい、先生方にも相談しつつ、息子

の気持ちに寄り添い関わるよう努めました。少しずつ弟がいる生活にも慣れ、優しく接し

てくれることも増えてきました。まだまだ寂しくなってしまう事も多く、朝元気に登園で

きない日も多いですが、息子が安心して園生活を送れるよう家族みんなで関わっていきま

す。 

・日々、園から帰ってきて覚えた歌を歌ってくれたり、遊びを教えてくれたり、「こんなこ

とができるようになったんだ！」と思う事はたくさんあります。先日、初めて保育参加を

させて頂いて、沢山の成長を感じました。トイレに行く時間にはちゃんとおしっこをして

いるんだとか、給食の支度をしたり、自分でお茶を汲んだり、片付けたり、お着替えも自

分で出して袋に入れたり、家ではなかなかしないことを沢山やっていて感心しました。写

真のデータのUSB を頂いて、見ていても少し前までは怖がって出来なそうな遊びをして

いたり、（高いところから一人でジャンプとか）家にはないものが沢山あるので鏡の前で

お化粧をしていたり、今までは一人一人での遊びをしていたのがだんだん沢山のお友だち

と一緒に遊ぶことが楽しいという経験をしたり、とてもいい笑顔の写真が沢山あって、書

ききれないほどの成長をしていることを実感しています。 

・排泄、衣服の着脱がひとりで出来るようになった。お出かけをした後、必ずうがい、手洗

いが出来るようになった。相手の事を思いやる事。誰にでも挨拶ができる。 

・今年度新入園したので、集団生活に不安がありましたが、徐々に慣れ、今では目一杯遊ん

で帰ってこられることを幸せに感じます。 

・お友だちとの関わり合いの中で相手の気持ちに気付けたり、感謝したり嫌な気持ちになっ

たらと複雑な心の発達が見られたと思います。 

 

≪すみれ組≫ 

・他者との関わりが持てるようになった。少しではあるが、他の人の意見を聞き入れること

ができるようになった。お話が上手になった。 

・1 人で衣服を着脱できるようになり、本人も出来ることで大変うれしそう。コミュニケー

ションが少し出来るようになり考えていることが言葉として帰ってくるようになった。食

事も座るようになりスプーン・フォークなどの使用が上手になり楽しく食べられるように

なった。 

・色々と自分でチャレンジすることが増えました。 
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・入園当初は「あった」「まんま」位したおしゃべりをしておらす、「あ！あ！」と自分の

主張をしていましたが、「わんわん いた」等 2 語文を話すようになったり、「あめ」

「くるま」「バイク」「はっぱ」「どんぐり」「〇〇ちゃんの（自分の物）」など、ボキ

ャブラリーが沢山増えたなと感じます。また、よちよち歩きだったのが、走り回れるよう

になったり、1 日１回ミルクを飲んで、離乳食中～後期位だったのが、幼児食になったり

と体の面でもとても成長したと思います。 

・入園した頃は毎日泣いていましたが、今では毎朝ニコニコしてお部屋に走っていき登園す

るようになりました。カバンや服を自分で着脱しようとする姿が見られるようになりまし

た。様々な遊びに興味を持ち、集中した遊ぶ姿も増えてきました。 

・自分から何かをしようと言う気持ちが芽生えてきたと思います。親の行動を見ていて真似

をしたり食器を運んだり、おもちゃの片づけをしたり。段々わがままを言うようになり、

怒るのではなく言い聞かせると伝わるようになってきました。生活リズムがきちんとして

きました。 

・１歳２か月から保育して下さり、食事のとり方、うた、言葉、自分の事を少しずつする

等、大きく成長できた１年でした。そして、何よりも初めてのお友だちとの関わりを通し

て息子がこの１年で学んだことは宝ものになったと思います。 

・入園してからしばらくは登園を嫌がり、スモックを着てくれず、登園しても外で遊ぶこと

が苦手でしたが、今ではすっかり保育園が大好きになり、遊びを楽しんでいるようです。

成長が遅く、友達と同じことができない時もありましたが、先生方が息子の個性を尊重

し、寄り添ってくれたおかげでそれなりになりました。先生方には心から感謝したおりま

す。本当にありがとうございました。 

・この１年間、体も心も大きく成長しました。入園時は１歳２か月、よちよち歩きで言葉も

話せなかった息子が今では走ったりジャンプしたり、目一杯体を動かし遊んでいます。先

生やお友だちの名前も憶え、挨拶もできるようになりました。身体も寒暖強くなり、入園

から１年、風邪をあまりひかなくなりました。書ききれないほどの成長を感じています。 

・言葉数が増え、時間がかかってもズボンや靴下を一人で履けるようになった事。 

・保育園での生活を楽しめるようになった。外遊びが好きになった事。運動機能が発達した

こと。 

・発語が増えたこと。人との関わりが増え、思いやる心が芽生えたこと。 

・当初はなかなか発語が少なく心配でしたが、保育園での出来事を聞くと「せんせい」お友

だち（名前等）と遊んだなど会話が成立することが多くなりました。自分の意志がはっき

りし、自己主張をするようになりました。自分で挑戦してみたいと色々なことに興味を持

つようになりました。 

・「自分でやる」が増えてきた！その気持ちを先生が大切にしてくれたおかげで出来ること

が増え自信につながっていると思います。お友だちの存在を意識でき、お友だちの名前を

読んでいます。「保育園いかない」から「今日保育園行く！」にかわりました。身体が一

段と大きくなりおしゃべりが上手になりました。 

・入園時苦手だった言葉を理解し、声掛けに反応できるようになった。つかむ、持つ、投げ

る等手先を動かすことができるようになった。出来ることが少しずつ増え、気持ちの面で

もよく笑い、よく泣き、よく怒り、成長していると感じています。 

・保育園に通い始めてからほとんど夜泣きもせず、元気いっぱい色々な遊びをして帰ってき

ます。トイレに座ることやおままごとをはじめとする遊び、遊び方、ご飯の食べ方、言
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葉、心など、この１年で色々な生活に関わる事、精神的にも身体に置いても成長しまし

た。 

・下の子は歌やことば、生活習慣が身に着いたこと、上の子はお友だちとの関わり方や気遣

い、パズルや文字に興味を持ったことが大きく成長してきたと思います。お友だちや先生

方 の影響が人としての当たり前を伸ばしていると感じています。 

・だんだんしゃべるようになってきて、「ワンワン見た」など、何をしたのか教えてくれた

り、先生や友達の真似をしたり、楽しく生活できているんだなあと感じます。歩きはじめ

るのもゆっくり目でしたが、通い始めてからだんだん歩くようになり、今では走ったり、

ジャンプしたり、周りからの刺激もあり成長しているように思います。 

・おしゃべりが上手になって、お友だちや先生の話をよくしてくれます。園でのことが本人

の中でとても大きく新鮮なんだと毎日感じています。他のお友だちの事を気遣かったり、

喜ぶだろうことをしようとして、褒めると嬉しい反応をする。ベターな事ですが、そんな

やりとりを出来る楽しみを感じています。いろんな動作や運動が出来るようになりまし

た。 

・自分の思いをすぐ言える。 

・一番成長したと思う事は、笑顔が増え、とっても元気になった事です。４月の入園当初は

ほとんど笑わず心配しましたが、友達や先生方と過ごす中で、保育園がとっても楽しくな

ったようです。それ以外にも、おしゃべりが増え、自分の思いを伝えられるようになった

り、「私も！」と自分で色々なことにチャレンジするようになったり、全身を使って動け

るようになったり、熱を出さなくなったりと日々成長したすみれ組での１年でした。 

・家での子どもの姿を観ていると、遊びのひとつをとっても自分で”ああやってみよう””

こうやったら楽しそう”と考えて工夫して遊んでいるように感じます。かほる保育園の園

庭でお兄ちゃんお姉ちゃんの姿をまねて、沢山刺激を受けているのだなあと子どもが考え

る力がついているようで親としてとても嬉しかったです。 

 

≪ふたば組≫ 

・色々な遊びもできるようになったり掃除の手伝い、あいさつ、食事、口には出せないのが

こちらで言う事はわかり、とても 1日 1 日楽しい日を送ることができています。 

・まだ人見知りや歩くことも出来なかった娘がこの 1 年でビックリするほど成長し、お友

だちの名前を呼んだり楽しく遊んだりしている姿も見られて嬉しく思います。 

・初めての保育園で娘にとっては全て初めての経験や体験となり優しい先生方に囲まれ、心

身ともに大きくなったなあと感じます。生活習慣も自ら”やってみたい”ということが増

えたり、自己主張もはっきりとあり…成長を感じます、また毎月書いて頂いたポートフォ

リオで園での様子や娘の成長に対しての先生方の願いも分かりいつもの家庭での関わり方

の参考にもさせて頂きました。 

・毎日の連絡帳とポートフォリオはとても楽しみにしており、成長を感じられ、本当に先生

方がしっかり見ていてくれるのだなと思っています。0 歳～1歳～1 歳 6 か月と一番成

長が著しい時期なので、沢山の成長がありました。色々なお世話をすることが好きみたい

なので、友達やお人形のお世話などができ、自分の事以外にも関心がもてたことでしょう

か。 
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・初めて家族から離れての集団生活でお友だちや先生方と安心して過ごせ、心も身体もすご

く成長し嬉しく思います。これからも色々な人、環境の中で伸び伸びと成長していってほ

しいです。 

 

２０・コメント 

≪青組≫ 

・長男から始まり、長女、そして次男まで、実に 10 年間本当にありがとうございました。 

親も楽しく過ごせたので、かほるで良かったと思っています。  

・3 年間、本当にありがとうございました。良い先生方、お友だちに出会えて充実した 3

年間を過ごせたと思います。 

・3 年間お世話になり、1 年 1 年がとても濃く、大切な幼児期にかほる保育園で過ごせた

ことが、本人にとってとても良かったと思います。 

・つい先日、お友だちの心を傷つける行動を息子がとってしまいましたが、担任にフォロー

して頂き、息子も担任と話をする中で、自分のしてしまった行動がどの程相手のお友だち

を傷つけてしまったのかを感じ、深く反省したようです。子どもを育てていく中で迷い悩

む中で、本当に担任には様々なアドバイスを頂き、ただただ、感謝の思い出いでいっぱい

です。黄・青組と息子が先生に教えて頂いたことは、長い人生の中でほんのひとときかも

知れませんが、大きな宝となると思います。また、他の先生の事も大好きで一緒にサッカ

ーをしたり、穴を掘って皆が遊べるようにしたり…と大の仲良しなようです。素敵な先生

方に教えて頂いたことは息子にとって一生の宝物になることと思います。 

・今年もいろんな行事で楽しませて頂きました。私事ですが、我が家では 10 年間途切れる

ことなく園に通わせて頂き、毎年色々な行事に参加させて頂いてきました。子どもも頑張

るのだから、親も一緒に頑張ってそして、楽しもうという思いで来ましたが、それももう

終わってしまうのかと思うと、寂しい限りです。子どもも親も成長させて頂きありがとう

ございました。かほるっ子を満喫できて楽しかったです。 

・お迎え時に駐車場が混雑していて、時間におくれそうになる時が多々ありました。お迎え

後に 10 分以内に園を出るようにするなど、ルールがあるといいなと思いました。 

 毎日のお迎えお疲れさまです。駐車場については日々ご迷惑をお掛けいたしております。 

ルールよりもお互い様が存在する園でありたと思っていいます。混みそうな時間帯だから

遊ばずに帰ろうとか・・・。ちょっぴリ時間を変えようとか・・・。 

あまりにも渋滞しているようでしたら園内放送を入れるなどして対応させていただきたい

と思います。 

・運動会は家族でお弁当を囲み頑張る機会にもなるので、以前のような形が良いなあと思い

ました。 

 1 日開催ですと子どもへの負担が大きくなってしまいます。また武道館を利用させていた

だくので平日開催になり、お弁当作りへの負担も大きくなることを考慮させていただきま

した。運動会終了後ご家族とお子様とゆっくりお食事をしながら運動会を振り返るお時間

をもっていただければと思います。 
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・10 ヶ月で入園し、約 6 年間、先生方に愛情をかけてここまで成長させて頂き本当に感謝

しています。様々な場面で緊張しては吐き気が出て嘔吐してしまう娘でしたが、温かく迎

え入れて頂き本当にありがとうございました。9年間 3 人の子ども達がお世話になりあ

りがとうございました。 

・4 月から小学校になりますが、かほる保育園で 3 年間過ごしてとても子どもが成長しま

した。3 年間の間で一度も保育園に行きたくないと言ったこともなく、楽しんで通えたこ

とが良かったです。 

・いよいよ卒園です。すみれ組から 5 年間、たくさんお世話になりました。先生方には感

謝してもしきれません!! 本当にたくさんの経験をさせて下さり、ありがとうございまし

た。 

・かほる保育園で学んだことを小学生になって力になると思います。親子共々、色々とお世

話になりました。 

・子どもの自主性を育てる保育をしてください。今しかない子ども時代を目いっぱい楽しめ

たと思います。 

・３年間、本当にありがとうございました。先生達のおかげで素晴らしい保育園生活を歩ん

でこられたと思います。親の私が全てにおいて、足りないことだらけで娘にもいらない苦

労を掛けてしまっていました。かほる保育園で出会えた先生、お友だちには本当に恵ま

れ、娘も私も幸せ者です。仕事柄、娘に寂しい思いをさせて、保育園ではあまり良くない

部分を感じていました。親の不甲斐なさで先生達、お友だちに沢山の迷惑をかけ苦労を掛

けてしまい、本当にすみませんでした。共に心より感謝申し上げます。 

・このたび、かほる保育園を卒園し、新天地へと飛び立つ我が子をこれまで以上に応援して

いく決意とともに これまでお世話になりました園の先生方に対する感謝の思いが湧き立

ち言葉では言い尽くせません。子ども達にはかよる保育園で培った「人間味」をさらに活

かし、次のステージ、将来の自分の為育んでもらいたいです。お世話になりました。 

・１年間ありがとうございました。今年度が最後の年です。６年以上お世話になりました。

１日１日を終え、帰ってきて話してくれる園での出来事、楽しかったこと、つらかったこ

と、悲しかったこと、怒った事、様々な感情を一生懸命伝えてくれる姿、心の成長を日々

感じられます。小学生になってもかほる保育園での思い出を糧に過ごして切ると信じてい

ます。本当にありがとうございました。 

・上の子と合わせて８年間、大変お世話になりました。遊びや子ども達の協働的学びなどを

通して、自分の考えを友人に伝えること、友人の意見を聞くこと、お互いの意見が異なる

際には話し合って意見をまとめることを学べたと思います。園の雰囲気や先生方が優しく

とても親切で、かほる保育園に通わせてよかったと思います。 

・先生方には大変お世話になり、おかげさまで無事に保育園生活を楽しみ、学校への期待を

持ちながら、卒園することができました。本当にありがとうございました。年少から年中

はなかなか園に慣れず;、よく泣いたり（家で）して、悩んでばかりでしたが、年長さん

になる頃、急に楽しめるようになり、最後の１年は本当に本人がいろいろなことに喜びを

感じて、意欲をもって通ってくれたなと思っています。保育園での３年間は本当に成長す

る時期なのですね。おむつをして入園したことが懐かしいです。おむつはずれにしても食

事面にしても、園で学ばせてもらうことも多く、感謝しています。この先も悩みは尽きな

いと思いますが、娘を信じて子育てを続けていきたいと思います。親子共にたくさんのこ

とを学ばせて頂きました。 
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・長男は卒園になりますが、３年間お世話になりました。今はただただ「かほる保育園」で

過ごすことができて本当に良かったなと思っています。大好きな虫とりやサッカーにとこ

とん打ち込み、夢中になり、とても充実した３年間を送ることができました。お友だちと

も沢山ケンカをして、仲直りをし、自分だけでなく、相手の気持ちも大事にすることを学

びました。息子にとっても親にとっても一つ一つ本当に大切な思い出です。先生方にはい

つも温かく見守っていただき、感謝しています。「かほるっ子」として成長できて本当に

良かったです。 

・３年保育という時間でしたが、かほる保育園でしか味わう事のない保育生活を送れたと思

います。子どもにとっても親にとってもとてもいい経験、体験ができすごく良い保育園に

通えたことを幸せに思います。４月からは小学生になりますが、子どもにとってかほる保

育園での思い出はずっと忘れず残る宝物であり、これからの生活に活かしていけるものに

なっていると思います。下の子もいるので、まだまだ保護者としてお世話になりますが、

３年間ありがとうございました。変わらず素敵な保育園であるよう願っています。 

・とことん遊ばせてもらいました。子どもも楽しそうでしたが、見ているこっちも楽しくな

りました。いつ行っても、子ども達が遊んでいました。「子どもは１に遊び、２に遊び、

３・４がなくて５に遊び！」と、そんなふうに思っていました。とことん遊ばせてくれた

かほる保育園に巡り合えて、子どもは幸せな子ども時代を過ごせたと思っています。たく

さんのお友だちと遊んでいく中で、ケンカなどありますが、先生方が子どもの気持ちを受

け止めてくれたり、自分たちで考えることを教えてくれたりと温かい気持ちでいつも見守

ってくれていて、とても感謝しています。笑顔で卒園することができました。そんな温か

い環境、クラスをつくってくれた園長先生、担任の先生、先生方、全てに感謝です。 

・いつでも子ども達の事を第一に考えて行動して頂きありがとうございます。 

 子どもが子どもらしくのびのび遊べるかほる保育園を選んで本当に良かったと思います。 

年度末に頂いたUSBを見て、子ども達がどんなことをして遊んでいるのか知れて嬉しい

です。子ども達にとって先生との思い出もあると思うので、担任の先生の写真も入ってい

たらなおよいかなと思いました。（例えば先生方だけで写っている写真とか子どもの集合

写真に先生も入っているとか） 

そうですね。かほるでは先生たちが子どもの写真に入ることがあまりないので、ご意見参

考にさせて頂きます。（みんなシャイなのです・・・） 

・生き生きとした時間を過ごすことができたと思います。本人の性格があるので、ついつい

人のやっていることに口を出してしまい、ケンカになることも少なくはなかったかと思い

ます。素敵な仲間と出会えてよかったなと思います。 

・感謝しかありません。最高の保育園でした。 

・5 年前、すみれさんに入園した時は毎朝泣いて先生方にご迷惑をかけ、この子は保育園で

うまく過ごせるのだろうかと心配しましたが、おかげさまで私が思っていたより立派でし

っかりした青組さんになりあっという間の卒園になりました。家庭では与えられない様々

な環境やあそび、先生方やお友だちとのやり取りを経て今の我が子があると思います。ご

迷惑をおかけすることばかりで担任の先生方には申し訳ない事ばかりでしたが、温かく見

守って」いただき、時には厳しく導いて頂き本当に感謝しています。かほる保育園に通わ

せて頂くことができて本当に良かったです。まだ弟が在園していますので、これからもご

縁を頂けたことをありがたく思いつつ、またお世話になります。先生方のおかげで人並み

の育児ができているような感じですので何かと至らないことがあるかと思いますが、その

ときはまた指摘して頂けると幸いです。 



 かほる保育園 18 
 

・ご退職される先生方大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。 

・例年（昨年）と違う方針などにした場合、もう少し保護者に周知をお願いしたいと思いま

した。＊去年とは違い”なぜこうしたか”など都度都度で。 

 ご指摘ありがとうございます。私たちの中では対話を重ね様々な変更をしているのです

が、その過程をしっかり保護者にお伝えするようにいたします。 

 ただかほる保育園には去年と同じで良しとする文化が無いので、（常に今の子どもたちに

向き合い考えます）その点だけはご理解ください。 

〈黄組〉 

・いつも丁寧な関わり、保育をありがとうございます。今年、保育参加で改めて感じました

が、園で過ごす中で自由に遊べる時間が十分にあり、この幼児期に本当に大切な時間だな

と思います。”しなければいけない活動”が限られ、考え、学ぶ遊びの時間が重視されて

いる事、あらためてありがたいと感じています。また、日々の子ども達の生活の中からわ

いてくる興味、疑問に沿って、活動が展開され、子ども達の当たり前の日常を大切にして

下さっていることを感じています。他園のように行動や早期教育的な活動に追われること

のない園での日々をあと 1 年親子で楽しみたいと思います。今年度もありがとうござい

ました。 

・学年が 1つ上がりますが、楽しく通ってもらいたいです。引き続きお世話になります。 

・保育的訪問支援も快く受け入れて下さりありがとうございました。担任以外の先生もいつ

も温かく声を掛けて下さいました。 

・先生方に温かく見守られながら、のびのびと楽しく過ごしています。上手に、良いところ

を伸ばしてもらっていると思います。いつもありがとうございます。 

・今年は息子の成長を感じる 1 年でした。残念なのは保育参加できなかったことです。来

年は青組になる息子、来年の成長を楽しみにしています。来年は保育参加できるよう頑張

りたいです。 

・今年度は担任の先生方に息子の個性を受け入れ丁寧に対応して頂きました。昨年は年度末

まで保育園に行きたくないという事があり心配しましたが、今年は安心して送り出すこと

ができました。 

・1 年間温かく見守っていただきありあとうございました。人数の多いかほる保育園だから

こそ経験できるお友だちとのやりとりや子どもがのびのびと自分で選択できる環境で遊べ

ることで得られた経験は宝だと感じています。残り 1 年となりましたが、小学校に向け

て、遊びに夢中になって学んできてほしいなと思います。よろしくお願いします。 

・友達との関わりや自分の表現など、たくさんの成長はやはり保育園で学んでいることでと

ても感謝しています。あと 1 年よろしくお願いします。 

・園では、泥遊びや友達と思い切り楽しんで過ごせたようです。子どもの個性を大事にして

下さっていると感じます。また、そのおかげで、良い部分が延びていて嬉しく思います。 

・今年初めて保育参加に参加し、お友だちや先生との遊びやケンカの中から学んでいるなと

改めて感じることができました。たくさんの子ども達と思い切り遊ぶ機会はなかなかない

ので、私も久しぶりにリフレッシュし、先生方はこれを毎日やっているのかと思うと、感

謝と尊敬の気持ちでいっぱいになりました。いつもありがとうございます。かほる保育園

での生活も残り 1年、思い切り遊んで学んで欲しいです。 
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・素直に育ってほしいです。 

・黄組になったころは色々な先生やママから「今朝スゴイ泣いていたねー」と言われるくら

い毎日毎日泣いて先生方にもとてもご迷惑をかけてしまい、心配する日々でしたが、そん

な息子に寄り添い、優しく暖かく接して頂き、私も息子先生方を信頼し、安心して園に通

う事が出来ています。とてもマイペースで、色々な場面で気持ちの切り替えがなかなかで

きず、家でも手をやくことが多いので、クラスの先生に沢山相談にものっていただき、参

考にさせて頂いています。話を聞いて頂くだけでも、私自身の心が軽くなり、息子に対し

て優しくなれたように思います。私以上に息子の事を理解して愛をもって接して下さり本

当に感謝の気持ちでいっぱいです。最後の 1 年たくさんたくさん遊んで色々な事を学ん

で欲しいと思います。 

・クラス担任の先生でなくても、名前を呼んでくれたり声を掛けてくれて、先生方皆さんで

見守ってもらえているような安心感を感じます。 

・来年度も楽しんで頂きながら保育をお願いします。 

・先生方のおかげで安心して毎日園に送り出すことができました。 

・今回、運動会が平日に行われましたが、兄弟が上にいる家庭は上の子も自分が卒業した園

の運動会を楽しみにしているようなので、以前のように土日で開催して頂ければ一緒に観

覧することができるのでありがたいです。卒園式も以前のように過ごしてきた園で感慨深

く、しめくりたいので、準備等は大変だと思いますが、園での卒業式が理想です。 

 

≪赤組≫ 

・息子にとって初めての集団行動でしたが、先生方や明るく元気な子ども達、優しい保護者

の方々のおかげで 1 年間親子共々楽しく保育園生活を送ることができました。感謝して

おります。 

・家では妹に合わせて行動することが多かったのですが、保育園に行くことによって沢山遊

び、たくさん学び、子どもにとって大きな変化のある 1 年だったなと思います。毎日楽

しそうにしている子どもを見ると私自身も自然と笑顔が増えました。本当にありがとうご

ざいました。 

・いつも楽しく保育園で過ごしていることを話してくれます。先生達の優しさもとても分か

りました。 

・子どもの個性を大事にして下さっていて嬉しく思っています。 

・自分の興味のある方へ意識が向きがちで集団生活で出来るのかと心配ばかりしていました

が、子どもに寄り添いながら成長を見守っていただきありがとうございました。 

・6 年前の夏、保育園の見学でかほる保育園と出会いました。あのときに直感で「ここしか

ない！」と思いお手紙を書いたことがつい先日のように感じています。あの思いは間違い

なかったと、むしろ思っていた以上の先生方の取り組みにもう感謝しかありません。子ど

も達に良い影響があるカリキュラムを 3 つしか選べない（問 9 アンケート）のは困りま

した。全てが子ども達を成長させ、身になっていると思います。何事も過程を大切にして

いる所、素晴らしいです。私たちの仕事の都合で土曜日もほぼフルでお世話になり担任で

ない先生との関わりや縦割り保育は普通以上に濃密で貴重な時間だったのではないかと感

じています。卒園式の園長先生のお言葉はとてもとても暖かく、とても心に響きました。

小学校へ行くという事に不安いっぱいの娘にもとても刺さったようで、泣いてしまったと
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言っていました。家族以外にも味方になり応援してくれる人がたくさんいるという安心感

はなによりもかけがえのない宝物です。絶対ずっとこの先も心の支えになることでしょ

う。先生方の存在は私にとっても同じで一緒に子どもを育ててもらったという同士（生意

気ですね）でもあり、先輩先生方にはほんと支えて頂き温かく見守って頂けたと頭が下が

ります。本当にいい先生ばかりで、私もかほるっ子になりたかったってつくづく思うほど

です。そんな、かほる保育園に出会えて本当に本当に嬉しいです。なかなか役員など出来

ず、いつも参加型でなにも貢献できておらずで申し訳ありませんが、娘の黄組さん、青組

さんでの成長をとことん楽しみたいと思います。 

・今年も何も心配なこともなく安心して預けさせていただきました。 

・担任の先生だけでなく、どの先生も声を掛けてもらい子どもだけでなく親も嬉しかったで

す。まだまだ朝はなかなか離れずお手数をおかけします。子どもも私も初めての園生活で

いたらない所ばかりでしたが今後もよろしくお願いします。 

・先日いただいた子育ての本大変良かったです。正直こそだてにつかれることも多く環境も

大分変り、心身ともに疲れている所にあの本だったので少し考えさせられ、取り入れたい

事も多々ありました。子どもへの本もありがたいですが、何か大人、子育てに疲れたママ

向けの本があればまた何かの機会に紹介してほしいです。 

 プレゼントさせていただいた本、喜んでいただき良かったです。 

園には子どもの絵本だけでなく大人用の本もたくさん用意してあります。園だより等を使

いオトナの方にも発信できたらと思っていいます。 

・子ども達をいつも温かく見守っていただき感謝しております。 

・息子は毎日保育園へ通う事がとても楽しいようで、充実した日々を過ごしております。温

かい目で見守って下さっている先生方のおかげです。いつもありがとうございます。 

・下の子は初めての保育園での生活がこの 1 年過ぎました。担任の先生が大好きで朝の自

宅から出る時も「先生行くー」と毎日嬉しそうに登園してくれてとても親として安心して

預けられました。毎日の連絡のーとでの園の出来事もきちんと書いてあり、母としてそれ

を見るのが楽しみでした。娘の出来事を笑顔で話してくださっていた先生にも本当に感謝

です。上の子も去年のたんぽぽさんでお友だちの関わり方に悩むこともあったようです

が、仲の良いお友だちも増え、楽しい年少さんの 1 年を過ごせたようです。たんぽぽさ

んの時より、毎日のように園での塗り絵や自分で考えて作った工作や折り紙など持って帰

ってきて成長を感じておりました黄組さんになっても。さらに成長する娘を見守りたいと

思います。 

・かほるっ子祭がコラニーの大ホールになりありがたいです。グリーンファイルやお便り、

とても楽しみにしています。忙しくてあまり園のこと等に心を配ることができずにいます

が、それらがあると「そうなんだ」とよく分かります。年度末に頂いている写真の USB

も嬉しいです。気が付けば 1 年が過ぎていて、写真がなかったりするので可愛い時代の

活動的な写真が手元に届くのはありがたいです。先生方に温かく見守って頂いていると感

じています。 

・毎日とても楽しそうに園に通っており、安心して預けることができました。 

・運動会を土曜日かに日曜日にお願いできたらありがたいです。平日はなかなか参加できな

くて。 

 運動会を小瀬武道館で行うことにしましたので、土日の予約がとりづらく平日になってし

まいます。年間行事予定で予め日程をご連絡いたしますので、是非参加してください。 
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かほるっ子祭は土曜日・日曜日に比較的予約がとりやすいので土日開催にさせていただい

ております。ご理解よろしくお願いします。 

・かほるっ子祭の衣装作り、親子で作る意味、衣装を大切にする気持ちなど意図はわかりま

すが、2 歳、3 歳児には難しい気がします。もし今後も続けるのでしたら、作成時間を延

ばす（とても時間内に満足のいく作品は作れない）衣装そのものの素材、装飾するものの

素材を変える（子どもが切ったり貼ったり簡単な作業をすることすら出来なかった）事前

にどんな素材で作るのか知らせる（イメージをして作成にのぞんだが、イメージに合う素

材がなく戸惑った）というような点を改めて見直して頂けたらと思います。 

 衣装のでき栄えでは無く、お子様をサポートすることを 

オトナのイメージよりもお子様と話し合いながらという事に重きを置いております。製作

時間もあまり長いと子どもが飽きて、子どもと保護者という意図から外れます。子どもが

今できる事を見つけ協同して衣装づくりをしていただけたらと思います。素材ですが、園

で用意するものには限界があります。無いものを嘆くのではなく、ある物の中でクリエイ

ティブになる力も大切だと考えます。衣装のでき栄えでは無く、お子様をサポートするこ

とを考えて頂ければ嬉しいです。 

・朝の登園時、部屋に先生がいないことが多々あり、園庭で遊ぶ子を見る為それは仕方のな

い事と理解していますが、たまに先生のメモ書きと思われるノートが開いて置いてあった

り、子どもの帳面の連絡事項が書いてあるノートが開いていたり（これは子どもの置き方

の問題かもしれませんが）と個人情報が他に知れてしまうのではと心配になる事がありま

す。 

・来年度からシールの帳面がなくなってしまい残念です。出席状況や欠席時も何で休んだか

書き込んでいたので“すぐ分かって便利”だったので。 

 

・親子で参加した森の日、運動会が平日だったのが大変でした。子どもの体調不良等で急に

仕事を休まなければならないことが多いので、園の行事は土曜日にして頂けると本当に助

かります。 

・先日、先生が辞めちゃったんだよーと子どもから言われました。今はクラスが違うのです

が、ふがば、すみれでとてもお世話になり親子とも大好きな先生だったので一言お礼が言

いたかったです。できたら少し前に大人だけでも教えて頂けると嬉しいです。（本人の意

向でしたら仕方ないのですが…） 

・今年は成長展がなくて寂しかったです。自分の子どもだけでなく、お友だちの作品も見る

ことができるので、来年度はあるといいなと思います。 

 

・①先生の指導の仕方（子どもへの）で少し気になる事がありました。一つは、子どもに対

し注意をする際に先生が経ったまま見下ろす感じで威圧的に指導しているのを目にした

時、たとえ子どもが悪い事をしたとしても、目線を合わせて話をするべきではないか、と

疑問に思いました。 

②二つ目はクラスの先生は許可していることに対し、他のクラスの先生から注意を受けた

ことです。クラスによってやり方が違うのかも知れないので、それに関しては仕方ないか

もしれませんが、その時の指導の仕方があまりにキツイ言い方だったので、正直気分が悪

かったです。頭ごなしに注意をしている様子がうかがえたので、子どもから話を聞いてど

うかと思いました。担任の先生には言いましたが、話をはがされてしまったような感じが
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あり残念に思いました。感情的にならず、諭すように理由が分かるように指導して頂きた

いです。 それ以外は本当に感謝しております。常に子ども達の事を考え、保育して頂き

本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

・要望としては、親としては子どもの成長した姿を見たいので、運動会ではもう少し子ども

だけの競技を中心にしてほしいです。 

 

≪たんぽぽ組≫ 

・朝送っていくと優しく笑顔で迎えてくれます。安心して預けられます。 

・たんぽぽ 1 組になって 1 年、園での請託も 1 年余りですが、担任の先生方は特に、親子

共々とても寄り添って頂きました。小さなことでも教えて下さい、些細な事でも相談にの

って頂いて、ここに入れて、私たちは幸せだなと思いました。これからは関わり方等また

成長とともに変わっていくのだと思いますが、楽しみです。行事等も保護者の就労等とて

も配慮して頂いて行事の参加がしやすいと思っています。 

・今年度はクラスのお友だちや良い担任の先生方に恵まれ、良い 1年を過ごせたと思いま

す。このまま持ち上がれないのが残念なくらいです。 

・クラスの担任の先生が皆笑顔で明るく毎日安心して預けることができました。 

・家ではなかなかできない経験を保育園でたくさんして頂き本当にありがたく思っていま

す。たくさんの先生方に見守られ、関わって頂きながら娘も大きくなりました。 

・1 年間子どもが園に行くことを嫌がらずに安心して登園できる環境を作ってくれた先生方

に感謝しています。先生との関わりから友達への関わりと遊びを通して昼がっていく様子

が毎日の先生方が記入してくれる文面から伝わってきて、親も安心して見守ることができ

ました。すみれ、たんぽぽと担任の先生方と安心した関係を築けたので、赤組からは色々

な活動を通してさらに友達との関わりから学んでいってほしいなあと思います。お忙しい

仕事だと思いますが、子ども達と共に先生方も楽しんで関わっている姿がすごくいいと思

います。無理をなさらず今後も子ども達と共に関わって頂ければと思います。クラスが変

わってもまたよろしくお願いします。 

・家ではなかなかできない経験を保育園でたくさんして頂き本当にありがたく思っていま

す。たくさんの先生方に見守られ、関わって頂きながら娘も大きくなりました。 

・先生達がいつも笑顔で迎えてくれ、丁寧に関わって下さる姿は、いつも子育てのお手本で

あり、私にとっての癒しでもありました。娘たちも先生が大好きで良く食事の時間に色々

な話を聞かせてくれました。たんぽぽ 1 組さんのメンバーは終了してしまいますが、ま

た園内で娘たちの成長していく姿を一緒に見守っていってくだされば嬉しいと思います。 

・保育園に行くことが大好きで、お友だちや先生と遊ぶことを毎日楽しみに通っていたと思

います。お迎えに行った時に生き生きとした上場を見ると本人がとても安心した環境で過

ごすことができているんだなあと安心します。先生方には本当に感謝の気持ちでいっぱい

です。 

・園長先生をはじめ、先生方には大変ご迷惑をお掛けしてしましました。その後も息子にと

ってどう接していけば一番良いのか担任の先生方が一緒に考え、対応して下さり安心して

通わせることができる園、先生方に出会えたことが二により息子の成長につながったと思

います。 
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・最近保育士さんが不足している中でたくさんの園児たちを熱心に見て下さっていて本当に

ありがたいと感じます。先日の保育参観で、半日子どもと遊ばせてもらいましたが、いろ

んな子たちが「これ見てー」「こっちに来てー」「こうやってー」とあちこちで声を掛け

てくれるのですが、なかなか対応できず…、これを毎日先生達はやってくれているんだと

本当に凄いと感じました。その中で一人ひとりを見て、今日は誰と何をして遊んだ、こう

いう事があったと毎日連絡帳やお迎え時に伝えてくれたり、成長記録や写真の撮影、他に

も私たちの知らない大変なお仕事、沢山されていると思います。そのおかげで安心して子

供を預けることができます。本人も楽しんでいます。本当にいつもありがとうございま

す。 

・1 年間関わって下さり、ありがとうございました。不安な気持ちで入園した 4 月が嘘の

ように今では伸び伸びと園生活が出来るようになりました。自分の思いを突き通そうとし

てご迷惑をお掛けしたこともあるかと思いますが、いつも広い心で見守り接して下さった

ことにとても感謝しております。 

 

≪すみれ組≫ 

・息子も毎日保育園に行って、お友だちや先生と会うのを楽しみにしています。家でも遊ん

だことや、給食のこと等楽しそうに伝えてくれます。 

・家庭環境の変化があり、子ども達に気持ちの負担をかけているなあと感じる場面もありま

したが、このところ少し乗り越えてきた感があります。園に置いても先生方にいろいろご

配慮いただきながら１年過ごすことができました。また、甲府から笛吹へ転居し笛吹市の

話では卒園まで継続できることがほとんどとの事ですが、二人とも卒園までお願いできた

らと思っています。 

・暑い日も寒い日も毎日子ども達と一緒に外で元気に遊んでもらったり、子どもの個性を尊

重し優しく見守っていただき、先生方には本当に感謝しています。子どもも保育園が大好

きなようで、この１年登園を嫌がる事は一度もありませんでした。緑のファイルも毎回楽

しく読ませて頂き、親の知らない一面や成長に驚かされています。忙しい中、いつもあり

がとうございます。次年度も親子共々よろしくお願いします。 

・給食では、旬の食材や行事に添った内容の物を食べさせて頂き、生活面では、豆まき等の

行事や焼き芋、餅つき等、季節のことを見たり経験させて頂き、家だけでは全て同じ体験

をさせるのは難しいと思うので、保育園で体験させて頂けるのはとても有難いことだなと

思っています。季節毎に濃い体験ができ、子どもも楽しく通えたのではないかと思いま

す。担任の先生をはじめ、色々な先生のおかげだと思います。朝の準備の時、「保育園行

くよ」と言うと、そそくさと用意するようになりました。保育園が楽しい場所と思ってい

るから子を自ら用意してくれるのだと思います。 

・家庭の事で先生方に迷惑をかけていますが、親身になって対応して頂きとても感謝してい

ます。園で水遊びが大好きと聞き、スイミングへ通うようになり毎週一生懸命泳ぐ練習を

している姿を観て、色々な遊びを自由にさせてもらえるからだと思いました。 

・お遊戯会では、綺麗に踊れなくても、人前に出たり、先生達がやらせようとする姿もな

く、祖母が「こういうのもいいね」と楽しんでいました！ほかの園の事は分かりません

が、毎日楽しく過ごす姿を観て、この保育園を選んで良かったと感じています。 

・この１年、沢山の事がありましたが、言葉を話せるようになって「せんせー行こう！」

「保育園行こう！」と、笑顔で言う息子を見ていると、かほる保育園に楽しく行けていて
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良かったなと感じます;。まだ泣いてしまう日もありますが、それも心の成長だと思って

見守っていきたいです。 

・お迎えに行った時など、園での一日の様子を教えて下さり、とてもありがたいです。「今

日は〇〇をしてとても嬉しそうに遊んでいました」や「今日は〇〇が原因でお友だちとト

ラブルが起きました。」などなど。色々な事を報告してくれました。私は日々の送り迎え

のみで、園での様子はほぼわからないので先生が教えて下さる情報で息子がどんな風に過

ごしているのか想像できます。たくさんの子の相手をして忙しい中でも園での様子を丁寧

に教えてくれありがとうございました。全ての先生方が笑顔であいさつしてくれてとても

感じが良いです。（入園前に見学した時から感じていました）先生方もニコニコお仕事さ

れていて私も朝から元気をもらっています。 

・１年がとても速く感じ、日々の子どもの成長に驚かされました。先生方の日々の子ども達

との関わりに大変ありがたく感謝しております。慣れた先生方の体色はとてもさみしく感

じます;。 

・子どもの様子を丁寧に教えて下さりよく見てくれているんだなあと感謝しかありません。

健康状態はもちろん、心のケアまで行き届いており、”いつもとちがう”というのを早め

にキャッチしてくれ先生達すごいな！と常に感じています。育休中であったので、朝帰り

のコミュニケーションがゆっくりでき充実した１年でした。 

・発達が遅く、まだ歩くこともできないですが、環境や関わり方等、息子にとって一番いい

方法を一緒に考えて下さる先生方には本当に感謝しています。まだまだ抱っこを求めるこ

とも多く、他のお友だちよりご迷惑をお掛けすることも多くあるかと思いますが、今後と

もよろしくお願い致します。 

・本年度も先生方衣お世話になり子ども達も楽しい一年を過ごせました。親の私たちが至ら

ない点をカバーしていただいて子どもの成長がある、そんな１年でした。 

・日々の様子や体調など気にかけて頂き、安心して預けることができました。成長に合わせ

て、自己主張も出てきたり、人見知りもあったり、「抱っこー」と先生から離れなかった

りしているかと思いますが、今後ともよろしくお願いします。 

・本人らしい園生活が送れるのも、先生方のおかげと思います。今年は本人も妹が生まれる

ことで、気持ちの中の葛藤の中での生活だと思いました。先生方の気遣いや声掛けで、今

の十頃（まだ生まれていませんが）音ついて毎日過ごせています。 

・平成３０年に入園し、無事に１年を過ごすことができました。娘は勿論、親も不安でいっ

ぱいでしたが、担任の先生方が温かく見守って下さり、安心して通園することができまし

た。毎日の連絡ノートや毎月のクラス便り・成長記録を通じて園での様子を教えて下さ

り、また来年末には１年分の写真を頂き手厚い配慮に驚いたと同時に嬉しく思いました。

「かほる保育園に入園できてよかった」と思える１年間でした。あと４年どうぞよろしく

お願いします。 

・保育者の方々が、子ども一人ひとりをとても大切に向き合って保育されていることを日々

実感します。 

 

≪ふたば≫ 

・ふたば組の先生方はとても話しやすく、悩みも言いやすくて、とても助かりました。第 2

の母のように大好きで、家でも先生方の話をするととても嬉しそうにしています。我がま

までヤンチャな息子で大変だったと思いますが、本当にありがとうおございました。 
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・1 年間温かく娘の成長を見守って頂きありがとうございました。毎日娘の様子をお帳面や

口頭で詳しく伝えて頂き、私も安心して娘をお願いすることができ、仕事も頑張れまし

た。クラスは離れてしまいますが、これからもよろしくお願いします。 

・毎日保育ありがとうございます。おかげさまで大きな病気にもならず、かなり出席日数は

多かったと思うので、本当にお世話になりました。だんだん大きくなってきたので、速く

あの園庭でダイナミックに遊ぶ姿や友達とのミーティング的なやりとりの話など、聞くの

が楽しみです。（まだ未満児なので先ですが）かほる保育園は本当に周りの環境も整って

いますし、先生方の努力もあり、本当に入園でき良かったと思う事がいっぱいです。 

・先生方にはこの１年間大変お世話になりました。イヤイヤ期もあったり、我が強く、いろ

んなことに敏感な娘ですが、いつも寄り添って頂き、娘も私も安心できました。 


