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 2019 年度アンケートに回答いただきありがとうございました。 

今回初めて GOOGLE アンケートフォームを利用させて頂き、例年より回答数がへりましたが

（通常は回収率 90％以上）保護者の皆さまから頂いた声を活かし、今後の保育に繋げていけるよ

う努めて行きます。 

1 年の成長を振返って書いていただいた欄は皆様のお子様への暖かな眼差しを感じることがで

き、職員みんなで共有させて頂きました。 

自由記述の回答はいただいたご意見を全て載せてあります。全員記名でアンケートを取らせてい

ただいたので、必要だと思うご家庭には個別にご連絡を取らせて頂きます。簡単に緑の文字で回

答を書かせて頂いている箇所もあります。ご意見だけでなく感謝の言葉もたくさんいただきまし

た。保護者の方の温かい言葉が職員の励みになります。そんな言葉をたくさんいただき本当に感

謝申し上げます。これからもかほる保育園をよろしくお願いいたします。 

2020 年 5 月 園長 落合陽子 

 

GOOGLE アンケートフォーム使用      137 件回答 

アンケート回答期間 2020 年 3 月 25 日～2020 年 4 月 10 日 



 

  



 

  

●参加した 

●参加できなかった 

●まだ離れることが難しいと思ったので保育参観しなかった。 

●仕事都合で中々時間が取れず 

●来年度参加予定のため 

●途中入園のため参加していません 

●中々平日は仕事で時間が取れない 

●出産後で完母のため、下の子を置いて参加できなかった 

●赤ちゃんがいるため長時間預けられなかった 

●気づいたら期限が過ぎてしまっていた 

●下の子がいて日にちの調整ができなかった 

●参加するために、職場を一日休む体制を作りづらかったため 

●参加を予定していたが、体調不良で参加できなかった 

●妊娠中や産後だった為、参加できませんでした 

●仕事のため 

●仕事が調整できなかった 

●見たことはある 

●見たことがない 

●見るための PC またはスマート 

フォンを持っていない 

●早く再開してほしい。 

●もっと日常の様子、写真を頻繁に

たくさん載せてほしい。 



 

  

●通っている 

●行きたがらない 

●たまに行きたがらない日がある 

●友だちがいないといって行きたがらない 

●先生が怖い、さみしい 

●年度末に部屋が変わったことで変化に敏感になった様子 

●母が仕事が休みの日は行きたがらないことがある 

●家にいたいから。お友だちにかじられたりするからと言っ

ていました。 



 

  

●床に砂ぼこりが散ってしまうのは仕方ないと思います。  

先生たちが毎朝掃除してくださっているのは充分承知です。 

 
●すみれさんの建物はいつもお迎えの時には玄関や  デッキ

の砂もキレイに掃除されていて、忙しい中常に気持ち良い環

境を整えて下さっていて感激と感謝でした。また夕方の外遊

び中にお迎えが来ることが分かっていると、デッキにカバン

を用意して下さり、カバンも直接デッキに置くのではなく、

ちゃんと敷物まで敷いてありました。お迎えに来た私を見つ

けて駆け寄ってきた子どもを連れて、玄関から室内へカバン

を持ちに行く大変さを考えての先生方の心遣いと配慮にも感

謝でした。そんなすみれさんの新園舎からのたんぽぽさんの

お部屋へのお引越しだった為、たんぽぽさんのお部屋の老朽

化？古い感じ？がちょっと衝撃的でした。 

 



 

  

●送迎時にお互い余裕がなく、あまり話

ができない 

●遅番でのお迎えなので中々ないです 

●「◯◯しなさい」というような、たまに 

強い口調で指導していることがある。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自宅ではなかなかダイナミックに遊ぶ環境がないですが、園では様々な遊具があった

り、泥遊びや水遊びなどができてありがたいです。 寝る前に子供と今日あった出来事

を話すのですが、楽しかったことや嫌だったことなど素直に教えてくれます。楽しいこ

とはほんと嬉しそうな顔をして、悲しいことは泣きそうな顔で。そうやって、話を伝え

られることができることや、貴重な体験ができ、本人も楽しんでいるのだと感じていま

す。 

 

・1 年間ありがとうございました。 体も小さく、喘息で咳込みがちでしたが、手厚く

見守って頂き、この 1 年で体が強くなり、咳き込むことも少なくなりました。ご心配や

ご迷惑もたくさんおかけしましたが、元気に過ごせるようになったのも先生方のおかげ

です。ありがとうございました。 今後もよろしくお願いします。 

 

・一年間本当にありがとうございました。 いつも安心して預けることができます。 

これからもよろしくお願い致します。 

 

・1 年間充実して過ごすことが出来たように思います。初めてお世話になる担任の先生

だったので子供自身少し不安に感じていたようですが気付けば大好きな先生になったよ

うで来年度から違うクラスになってしまったりお友達も転園があり寂しいようです。 

 

読ませていただきました。掲載は省略いたします。 

１９．自由にコメントしてください 



・長い園生活が終わります。この６年間、大事に育てていただきありがとうございまし

た。 感謝しかありません。小学校でも、きっと、園生活で身につけたことを生かし、

頑張れると思います。先生方、お世話になりました。 

 

・DVD、ありがとうございました。 感動しました。 縮小でしたが、卒園式も行って

いただき、ありがとうございました。 担任の●●先生、●●先生には、大変にお世話

になりました。 1 日の事を、毎日教えて頂き、悩みなども、聞いて貰えて、最後の先

生が 2 人で良かったと、ホントに思います。 話しやすくて、熱心で、感謝しかありま

せん。 ありがとうございました 

 

・1 年間お世話になりました。 

 

・未だに親と離れるとき、不安な様で泣いてしまう事もあります。(誰もいない教室に

1 人残されるのも嫌な様です) まだ朝は先生の所に親と行かないと離れるのが不安な様

なので、ご迷惑かけますがよろしくお願いします。 

 

・これからも宜しくお願いします 

 

・一年間ありがとうございました！大変な時期を親の代わりに長時間見ていただき、本

当に感謝しています。担任の先生はじめ、他のクラスの先生も声をかけていただいた

り、娘も毎日保育園に行きたい！！という雰囲気で、本当に助かります。また、お部屋

も日々充実しており、毎日色々な玩具などで遊んだ話など教えてくれました。また、引

き続き来年もよろしくお願いいたします！ 

 

・いつもお世話になっています。優しい担任の先生達がいつも丁寧に関わってくれ、私

も安心して娘を預けて保育をすることができました。一年間本当にお世話になりまし

た。来年度も引き続きよろしくお願いします！ 

 

・あと 2 日で卒園を迎えます。かほる保育園で過ごした 5 年間は子どもにとっても、

私にとってもとても充実し、かけがえのない日々になりました。子供がやりたい事をと

ことんやらせてくれ、伸び伸びとした保育をしてくれたことに感謝しています。この 5

年間で育んだ優しい気持ちと創造力をこれからも大切にしていってほしいです。 

 

・今年も先生方に気長に温かく優しく見守っていただき、時には諭してもらいながら、

母としても助けられ、一緒に成長できた１年でした。感謝しかありません。 ありがと

うございました。 



 

・子供が毎日保育園で楽しんでいるな～と感じます。また、異学年の子と接することで

学んでいることがたくさんあるように思いました。 少し気になることは、担任の先生

が不在になる時はできたら、知らせていただきたいなと思うことがありました。 

長期でお休みの時は本人に了解をとり予めお知らせするようにいたします。複数担任な

ので必ずクラス担任はいるようになっております。しかし体調不良等でクラス担任がお

休みする場合は他の職員が入るので、何かありましたらその職員にお伝えください。 

 

・今年も一年間ありがとうございました。今年はこどもがお友達関係に悩む時期があ

り、親としても心配でしたが先生方が相談にのってくださり、毎日様子も教えてくれ、

保育参加でも様子を知ることができ心配も解消されました。嫌な顔ひとつせず、相談に

のってくださりありがとうございました。 

 

・親はたくさんの園の中から親が気に入った園を選び、入園希望することができます

が、担任の先生は選べません。また親がいいなっと思った園であっても、子どもにとっ

て実際その園が合っているかどうかも入園前には分かりません。そんな中、生まれてか

ら、お腹の中からずっと離れたことのない母親と離れての園生活で出会った先生＝家族

以外で初めて大好きな人（●●先生、●●先生、●●先生）となり、娘も親も本当に幸

せでラッキーだったと思っています。先生との会話の中で娘たちのことはもちろん、親

の私たちのことも大事にして下さっていることがいつも伝わり本当に嬉しかったです。 

また入園から毎日泥んこ服だけでなく泥んこコーティングされた靴も洗っている我が家

(笑)そんなにも泥遊び砂遊び水遊びが大好きな子だとは入園前は知りませんでした(笑)

外遊びの中に先生方が毎日用意して下さってる楽しい仕掛けにまんまと誘われ…毎日夢

中になって楽しんでいる様子が目に浮かびます。これまた担任の先生だけでなく、娘た

ちにピッタリの園に入園できたのでは？？と嬉しく思っています!! お迎えの時に、言わ

れなきゃ気づかないようなほんの小さな怪我や異変にも気づいて、お伝えして下さった

り、娘たちのことを大事にし可愛がってくれてることが伝わりまくるお話をして下さる

ことにもとても感謝しています。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろ

しくお願いいたします。一つ心配？気になっていることがあります。外遊びを大切にし

て下さっている園なことは承知ですが、たんぽぽさんになると午前中だけでなく、おや

つ後も寒い日も暑い日も外遊びしている姿を見ていて… 熱はなくても、北風の寒い夕

方や真夏の灼熱太陽の下の午後だけでも、風邪をひいていて悪化させたくない時は室内

保育をお願いする選択はできるのでしょうか？ 風邪をひいた分だけだんだんと体も強

くなっている！入園一年目はみんな風邪ひくのは仕方ない！と分かっているつもりです

が、すみれさんの一年の体調不良で仕事を休むことが多かったので、 長時間の外遊び

をさせたくない＝家庭保育になるのかなぁ…と気になってます。 



子どもさんの具合が悪いと心配になりますよね。お仕事も休まなくてはいけないので大変

ですよね。園としては個々に配慮しながらお外遊びをしておりますのでご理解頂きたいと

思います。ただ、病気の為室内ですごさせてくれとい病児病後児の保育には対応してお

りませんので、ご理解ください。日本の保育業界がそうゆう時も柔軟に対応できる人員

配置になる事を切に願います。（無理をして多く職員配置をしていますが、一園の努力

ではどうにもできません） 

 

・いつもみていただき、ありがとうございます。来年度もよろしくお願いいたします。 

 

・一年間、丁寧に保育していただき、ありがとうございました。 

 

・今年も 1 年、子供たちを優しく大切に見守って頂いて本当にありがとうございまし

た。 この 1 年で、体と共に心も大きく成長したと言います。2 人の個性は全く違いま

すが、家庭でもそれぞれの良いところが伸びていけるように関わっていきたいと思いま

すので、また一緒に成長を見守って頂けたらと思います。  

 

・年間を通して感じる事ですが、家庭で準備するモノがある時のおたよりを現在のタイ

ミングより早めに頂けると嬉しいです。仕事をしている中なのですぐに動く事ができ

ず、ある程度見通しをつけて段取りをつけられたらと感じます。 

皆さんお仕事で忙しいので、間にあわなくても大丈夫ですよ。園にあるものは貸し出し

もできるので、そういうときはお伝えください。そのモノが無い事で子どもが傷ついた

りする時は担任がきちんとフォローします。 

でも、できる限り早くおしらせするようにいたします。 

 

・一年間、大変お世話になりました。いつも温かく見守り、支えて頂き、子どもも私も

安心して保育園に行くことが出来ました。感謝しております。また、●●先生との面談

の時間も設けて頂き、的確なアドバイスや子育てのヒントに大変助けられております。

有難うございます。年少さんになること、お姉さんらしくなることへのワクワクした気

持ちと新しい環境への不安もあり、少し落ち着かない様子も見られます。我が子の繊細

な部分を雑にせず、寄り添っていけたらと思います。パワフル全開で大変なこともあり

ますが、どうぞこれからもよろしくお願い致します。 

 

・この一年間、先生方には大変お世話になりました。お陰さまで毎日楽しく通うことが

出来、遊びを通して様々な成長をすることが出来たと感じています。 来年度も、宜し

くお願いいたします。 

 



・いつもありがとうございます。Q18 でも書きましたが、家庭だけでなく、ありのま

まの我が子を受け止めてくれる環境が保育園でも作られてるのを実感しています。だか

らこそ、こうやって、妹ができた喜びやお兄ちゃんになるための辛抱や葛藤を保育園で

も発散できて、穏やかに成長できてるんだと思います。今後もよろしくお願いします。 

 

・いつもありがとうございます。いろいろな事に丁寧に対応していただき有難いです。 

 

・いつも心細やかな保育をして下さりありがとうございます！新年度から息子２人お世

話になります。先生方にいつも感謝しております！ 

 

・楽しく保育園に通うことができました。ありがとうございました。 

 

・自分の好きなことを思う存分取り組ませてもらえたので、集中力もついたり自信につ

ながりとても有難いです。 

 

・給食や身長体重などアプリになってから全然見なくなってしまいました。ログインな

ど面倒で正直使いずらいと思いました。 以前みたいにノートに記入などすぐ目に見え

る方が私は良かったです。 

IT 化の世の中で慣れないと大変ですよね。年々システムは改善されていくとおもいます

が、使いやすくなるように業者さんへ要望しておきます。ログインは個人情報の関係も

あるので回避できないと思いますが、さらなる技術の進歩に期待しましょう。園でも子

どもたちの未来のためペーパーレス化を考えていますのでご理解お願いいたします。 

 

・かほるっ子祭りの時、ちょうど我が子の出番の時に指定席だったのですが、小学生が

ウロウロしていてビデオ撮影中に目の前を通ろうとしたり、話をしていました。その子

達の親がしっかりと自分の子どもに決まりを伝えなければいけないことだと思いますの

で、今一度注意喚起をしていただけるとありがたいです。 

もちろん皆さんに迷惑のかかる行為なので注意はしますが、親も含め周りの大人も毅然

とした態度で子どもに伝えることができたらいいですよね。 

 

・ホームページが見られない間感染症情報が中央通路にしか掲示されず、早番遅番で中

央通路を通らないため見ることができませんでした。以前お願いもしたのですが、事務

所玄関の掲示板にもクラス発表と同様に掲示していただきたかったです。 

・挨拶の件ですが、ほとんどの先生は気持ちよく挨拶をしてくれます。一名だけ早番遅

番で、まるで聞こえないかのように振る舞われてしまうことがありました。（複数回）

最初は聞こえていないのかと思いましたが、何度もおはようございますと伝えても返答



がなく。子どもが先生の目の前に行ってもなにも声をかけてもらえず、非常に悲しい気

持ちになりました。私だけなのかと思っていましたが、祖母も同じようなことを言って

いました。 しかし、担任の先生を始め、先生方には朝早くから遅くまで本当によく見

ていただき、二人とも可愛がっていただいて本当に感謝しかありません。二人とも保育

園が大好きで先生が大好きです。先日長男が入園してからずっと大好きな先生の、思っ

てもみなかった東京異動の知らせを受け、ショックを受けていました。私も同じく二人

で涙を流しました。それほど子どもたちにとっても親にとっても保育園の先生方は大き

な存在です。上の子は来年度が最後の 1 年ですが、楽しい思い出をいっぱいつくっても

らいたいと思います。  

以前もお伝えしたように二か所に掲示だと間違えがおこりやすいので、１つにしまし

た。ご期待に添えず申し訳ございませんでした。お手数をお掛けいたしますが、ご心配

な時はいつでもお電話いただければお答えします。また４月よりホームページでの掲載

を再開しましたのでそちらもご利用ください。 

挨拶の件ですが、不快な思いをさせて申し訳ございませんでした。園ではたとえ相手の

方に挨拶して頂けなくても、挨拶はこちらからするように指導しているつもりでしたの

で残念です。もう一度周知していきます。 

大好きな先生がいなくなるのは寂しいですよね。今回の職員の東京異動は園命令ではな

く本人の気持ちを最優先しました。新たな地で頑張ってみようという気もちを応援して

いただけたら幸いです。 

 

・兄は今年で卒園で、いろいろ心配な部分もある子ですが、伸び伸びと過ごさせてもら

い感謝しています。変わったところやみんなと一緒にできないこともありましたが、担

任の先生たちは否定しないでいてくれたし、担任でない先生方もたくさん声をかけてく

れました。療育センターからの訪問支援も受けていましたが、外部からの訪問も快く受

け入れてくださり、ありがとうございました。 

 

・ふたば組からお世話になって今年で青組さんになります。息子の成長を一緒に見守っ

ていただいてありがとうございます。安心して仕事もできて本当に感謝しています。 

今年度もよろしくお願いします。 

 

・かほる保育園での日々は、かほるっこたちの宝物であり、かほるっこの親たちにとっ

ても宝物です。 卒園までの 5 年間、いろんな先生にお世話になりました。 ベテランの

先生はしっかりと子供に指導もしつつ、子供の興味や関心を面倒くさがらずに全て拾い

上げて、どんどん深く掘り下げながら世界を広げてくださいました。若手の先生も、優

しい笑顔で子供たちとたくさん触れ合い、遊びにも付き合ってくれていました。そして

どの世代の先生も皆さん一様に、子供たちをたくさんたくさん愛してくれました。 か



ほる保育園には本当に愛があるなと思います。その先生達の愛に包まれて、伸び伸びと

子供を目一杯満喫したかほるっこたちは、みんな素直で優しくて、保育参加では毎年親

の方が楽しませてもらっていました。 こんなに長い時間お世話になってきたのに、た

だの一度も園に対して不満や不信感を持ったことがなく、いつも 100%の信頼と感謝

で子供を預かってもらうことができました。 また、子供のことを第一に考えてくれる

だけでなく、働く親への負担が少ないようにと様々な気遣いをしていただけたことも、

とても大きかったと思います。(お弁当や持ち物など親の負担が最小限、行事前後でも

時短でなく普通保育をしてくれる、保育参加なども親の都合でいつでも参加できる、土

曜保育もしてくれる、習い事も園を使ってさせてもらえる等) おかげさまで家族全員い

つも笑顔で過ごすことができました。 さらに、毎日先生から直接子供の様子を教えて

いただけるだけでなく、写真やお便り、USB や DVD など様々な形で子供の様子をた

くさん教えて頂けたのも嬉しかったです。 かほる保育園は子供がたくさんいるので、

少しでも先生方の負担にならないようにと、夫婦共にお迎え時などは先生と話し込まな

いようにと心がけていたつもりなのですが、それでも毎日何かしらの様子を教えてくだ

さったり、さらには入口に写真付きでその日の様子を掲示してあったりと、先生はもは

やトイレにすらいけないんじゃないかと心配になるほど、一日一日を大切に色々な方法

で子供の様子を最大限伝えてくださいました。 日々の様子を子供から聞くのももちろ

ん楽しいのですが、やはり先生方から教えていただける内容の濃さは何倍もあり、家で

は逐一夫婦で共有しながら楽しませてもらいました。 感謝を伝え出すとキリがないの

ですが、表現力が乏しく、うまく伝えられないことが悔しいです。 本当に本当に、か

ほる保育園に通えたことは私たち家族にとっての宝です。 今までたくさんありがとう

ございました。 

 

・かほる保育園は個性を大切にして保育してくださり、子どもが安心してのびのび生活

できていると思います。新年度から大好きだった先生が東京へ行かれ、新人の先生が入

ってきて、今までのような先生方のように子どもたちの個性を大切にし、保育者同士が

連絡をしっかり取り、子どもたちが安心して園に通うことができるのかすごく心配で

す。 

変化する時はご心配ですよね。かほるの大きな柱は変わり無いので、新人の職員にも理

念を伝えつつ今まで以上に良い保育ができるように学び続けていける組織でありたいと

考えます。 

 

・先生方の子どもへの寄り添い方が、その子その子に合わせての必要な支援だったりす

るので、有り難いなと思います。大変なお仕事だと思いますが、心身共に先生方が健康

に過ごしていただきたいです。 来年度もよろしくお願いいたします。 

 



・身長体重の確認の仕方が分かりにくいと思います。 

使いやすくなるように業者さんへ要望しておきます。 

・園のホームページが早く見れるようにして頂きたいです。 

リニューアルが遅くなりすみませんでした。４月より再開しました。 

・楽しい保育園生活を送っています。外遊びが大好きで、家だけでは体験できない事を

させてもらっています。先生方の事も大好きで、お休みの日も話に出てきます。 いつ

もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

 

・1 年間ありがとうございました 先生方に温かく見守っていただき感謝しています 来

年度もよろしくお願いします 

 

・お忙しい中、毎日のように“日々のようす“を更新して頂き、担任の先生方にはとて

も感謝しています。子供自身からその日あった出来事を聞くのは、詳しい内容までは現

状難しいので、“日々のようす“を掲載して頂いたおかげで、その日一日の園での様子

を事細かに知ることが出来、子供との会話も弾んで毎日とても楽しませて頂けました。 

入園当初から保育園よりもお家派で、あまり園を好んでいませんでしたが、先生方のこ

とは好きで、最後の最後になり“楽しい“と言うワードを聞くことが出来てホッとして

います。 お迎えの際にも、タイミングが合えば直接その日あったエピソードを担任の

先生からお伺いすることが出来、いつも最善を尽くして頂いてとても感謝しています。 

本当にありがとうございました。 

 

・一年間ありがとうございました。子どもらしく、楽しく遊べたと思います。最後一

年、どんな成長を見せてくれるのか楽しみです。 

 

・いつもお世話になっています。これからも、ご迷惑をおかけすることも多いかと思い

ますが、よろしくお願いします。 

 

・あと○回しか行けないな、と毎日悲しそう話しています。 楽しい 5 年間を過ごせて

良かったです。ありがとうございました。 

・最近は発想力や創造力が身に付いてきて とても斬新な物を製作してきます。 発想力

の豊かさに感動しています。 

 

・今まで 3 人の子供が入園させてもらいましたがとても楽しく過ごせていたと思いま

す。3 人目の時には、少し間も開いていたせいか、園の遊具も増え行事も変わったりし

て良い意味での変化を感じました。先生方にいつも優しく見守られたおかげで安心して

預けられました。本当にありがとうございました。 



 

・●●先生が好きで●●先生のとこ行くよと言うと「行くー」と言って家を出てくれま

す。1 年間本当にありがとうございました。 

 

・子供はとにかく毎日保育園へ行くことが楽しいようです。先生方やお友達が大好きな

ようです。そんな子供の様子を見て、親も元気をもらっています。ありがとうございま

す 

 

・いつもありがとうございます。 来年度は妹も入園するので とても楽しみにしている

ようです。 来年度もよろしくお願いいたします。 

 

・子どもが安心して楽しく園生活が送れるよう支援してくださりありがとうございま

す。 これからも宜しくお願い致します。 

 

・私がお迎えにいくと毎回泣いてしまいますが、日々楽しんで園生活を送っている様子

を先生方から聞き、安心しています。 これからも、宜しくお願い致します。 

 

・この一年で色んな事が出来るようになりました。いつも一緒に子育てしてくださりあ

りがとうございます。送り迎えの際、先生方が皆笑顔で挨拶してくれて、とても気持ち

が良いです。先生方が笑顔でお仕事しているので園の雰囲気も明るく、子供ものびのび

遊んでいます。入園前のイメージ通りの素敵な保育園です。 

 

・先生が我が子のように大切にしてくださり本当に素晴らしいと思います。細やかなこ

とも気づき、成長を一緒に喜んでくれきちんと伝達してくださりありがとうございま

す。1 歳から預けて不安なことが多かったですが、大切な時期にかほる保育園にみてい

ただき本当良かったと思っています。 たくさんの成長を見届けてくれほんとうに感謝

しかありません。どの先生も挨拶がきちんとされとても素敵です！  

 

・いつもよく見てくださり感謝です。毎日沢山遊んでいるのはとても有難いのですが、

時々トゲを刺したまま帰ってくる時があります。大勢の子どもがいるので大変だとは思

いますが、怪我を把握しきれていないのではないかと少し心配です。また、お知らせが

2 回ほど連絡帳になくて、担任の先生に伝えましたが、あれ？そうでしたか...？という

感じで、あまり気にしていないようでした。知り合いの保護者の方に写メで送ってもら

い読むことができましたが、ちょっと困りました。 

トゲ気付かずにすみませんでした。ケガは把握しているつもりですが、そのような思い

を抱かせてしまい申し訳ございません。子どもを常に監視しているわけでは無いので気



づかないこともあるかもしれません。お知らせの件もすみませんでした。その後の対応

が悪かったと反省しております。 

 

・先生方には、子どもの状況に応じて、丁寧に関わって頂きました。ありがとうござい

ました。 

・担当して下さっていた●●先生をはじめ、クラスの先生の明るさ、優しさ、温かさ、

思いやり、一緒に成長を喜んで見守ってくれ、私達親も息子もこの 1 年安心して楽しく

保育園生活を送れ感謝しています。 息子もおうちでもいつも先生の話をし、先生達の

事大好きです。 息子がのびのびと優しく明るい子に育ってくれているのも先生方のお

かげです。 本当にありがとうございました。 

 

・いつも成長をサポートしてもらってありがとうございます！ 色々なことができるよ

うになったり、これはダメや危ないなども分かるようになりとても感謝しています。 

 

・毎日楽しく通園することができました。ありがとうございました。 

 

・先生方には忙しい日々の中で息子の日々の成長を見落とさないよう常に見守って頂き

感謝してます。 また沢山外遊びをし泥だらけになった衣服を綺麗に洗って頂き働く母

としてとても助かります。 袋を開けて泥だらけになったのであろう衣服を見ると沢山

遊んで沢山楽しんだのかな。とこちらも想像しながら嬉しくなります。 これからも宜

しくお願いします。 

 

・打刻システムについて、保護者側からも現在の打刻状況を確認できるようにしてもら

いたい。 

 ご意見参考にさせていただき業者さんにお伝えいたします。 

 

・一年間とても楽しそうに保育園での生活を送っていたのが、子供の様子から良く伝わ

ってきました。特にお料理したことや森の日などの体験は、本人にとってすごく大切な

思い出になっていると思います。年長さんでも楽しく過ごしてほしいです。 

 

・今年は下の子の出産もあり娘も私自身も不安定な時期も多かったですが、担任の●●

先生と●●先生、●●先生に支えて頂きました。本当にありがとうございました。 

 

・子どもの件で、歴任の担任の先生はじめ、●●先生にもお話をたくさん聞いていただ

き、助けていただきました。 子育てをしていて、孤独を感じてしまうこともありまし



たが、相談に乗っていただきとても心強かったです。 本当にありがとうございまし

た。 

 

・とても感謝しています。 

 

・毎日保育園に行くのを楽しみにしている子どもを見ていて、かほる保育園に通わせて

いただいて本当によかったな、と思います。 

 

・0 歳児からお世話になり、6 年間。かほる保育園に預けて良かったなぁと感じていま

す。 沢山の事を経験して、まさに子供を満喫できたと思います。 優しく見守ってくだ

さり色々な事を教えてくれた先生方。喧嘩もしたけど楽しく遊び色んな感情を教えてく

れたお友達、みんなに感謝です。 下の子の卒園になるので、もうかほる保育園に毎日

行くことがないのはとても寂しいですが、親子共々これからもかほる保育園での経験を

糧に頑張って行こうと思います。 本当にありがとうございました 

 

・たんぽぽ 2 組では、本当によくみていただき、母子のどちらにも寄り添っていただき

感謝しています。 来年度は担任の数が減り保育が行き届くのかと、8 時前に預け 18

時頃迎えに行くので担任とほぼ会えないのが心配です。 

赤組さんになり心配な点があったり、担任に会えない時は連絡帳でお伝えいただければ

別日を設けますの遠慮なさらずにお伝えください。 

 

・きい２組で大変お世話になりました。先生方も優しく、朝、離れられずいる所を毎回

声をかけて頂きありがとうございました。●●先生にもお世話になりました。●●先生

は子どもの様子をよく教えてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。まだまだ

ご迷惑おかけしてしまうと思いますがこれからもよろしくお願いします。 

 

・様々な相談に丁寧に的確にのっていただき、ありがとうございます。 

 

・1 年間ありがとうございました。いつも安心して子供を預けています。引き続きよろ

しくお願いします。 

 

・5 年間お世話になりました。1 歳過ぎに入園し、はじめは親も子も離れることに不安

が多くありましたが、先生方の優しい保育のおかげで楽しく通うことができました。遊

びを通してたくさんのことを学び、子どもたちの自主性を大事にした保育は子どもたち

の大きな力となったと思います！！青組さんでは、卒園することが寂しくてなるくらい



かほるっ子を満喫していたんだなと思いました。かほる保育園に通うことができ、本当

に幸せでした。ありがとうございました。 

 

・かほる保育園に入園し、遊びの中から沢山の事を学ぶ事が出来たと実感しています。

幼少期の経験はきっと息子の人生の宝になるはずです。暖かく見守って下さった先生方

に感謝しています。今までお世話になりました。 

 

・もともとかほるさんの保育指針が好きで、めいっぱい遊べる環境が素敵だなと思って

いました。先生方も細やかな保育をしてくださり、先生と子供のやりとりをみていて、

尊敬する部分が沢山あります。いつも子供の味方でいてくれ、かといってなんでも「い

いよ」ではなく、ダメなものはダメと言ってくれることが本当にありがたかったです。

なかなか仕事が忙しく子供とゆっくりする時間がない中で、先生方が愛情いっぱいに接

してくださって安心して園に通うことができました。1 年間ありがとうございました。 

 

・アットホームな雰囲気のふたば組で 1 年間過ごすことができ、本当に感謝していま

す。子供だけではなく、母親の悩み相談まで気軽に聞いてくれて親子共々助けられてい

ました。お友達とやりあったり、転んでぶつけた傷はのびのび過ごせている証拠なの

で、先生たちにすみませんと言わせてしまっていることが逆に申し訳なかったです。そ

のくらい感謝しかありません。ありがとうございました。 

・行きたがらない日もありましたが、お迎えに行くとまだ帰りたくないと園での生活が

楽しい様子を見て何度も安心していました。先生方やお友達にも恵まれて、貴重な一年

をとても楽しく充実して送ることができました。 まだまだ人との距離感が近く心配な

時もありますが、年長の一年間で少しずつ成長していく姿が楽しみです。 一年間あり

がとうございました。 今年度もよろしくお願い致します。 

 

・以前より泥だらけになったり、インクが付いてたり遊びを満喫しているんだなぁと感

じて嬉しく思います。保育園が楽しくてお迎えも遅くして欲しいとか、毎日行きたいな

ど言うところを見てると子供時代を楽しんでいるなぁと見ていて安心してします。 

 

・先生方には日々子供達ひとりひとりに合わせたあたたかく細かな目線での保育と環境

をつくって頂き 感謝しております。 毎日本当にありがとうございます。 

 

・お友達とのトラブルで子供がストレスを感じ、それを溜め込んだ子供から友達とのト

ラブルの内容を知らされることがあり、後日先生に確認すると 先生もその状況を知っ

ていて詳しく説明をしてくださることが何度かありましたが、トラブルが起きた日に先

生から報告をいただきたいと感じることがたびたびありました。 子供がストレスを溜



め込んでいることを、親も知らずにいました。 お忙しい中だとは思いますが、その日

の園での様子を簡単にでも教えていただければと思います。 

 

・いつも温かく見守っていただき、ありがとうございます。 

 

・すみれ組から５年間たいへんお世話になりました。子供の個を尊重して育てていただ

いた事、大変ありがたく感謝しきれない思いです。保育園から離れて新しい環境にチャ

レンジしている中で保育園で友達とふれあう事で培った感性を更に深めてもらいたいと

思う日々です。感染症が広がり予定通りに物事が進まない状況の中でも先生達の努力で

無事卒園する事ができました。卒園式直前に私の希望を快く快諾し、忙しい中作業をし

てくださった園長先生と青組担任の先生方に改めてお礼を申し上げます。ありがとうご

ざいました。下の子がたんぽぽ組におりますのでまだまだ保育園に親子共々お世話にな

ります。今年度もよろしくお願いいたします。 

 

・今年からクラス替えがなくなった事を、もっと早く知らせて欲しかったです。 決ま

ったことを事後報告で突然知らされて驚きました。 方針に理解は出来ますが、他のク

ラスの子とも、仲を深めて欲しいと思っていたので残念です。 保護者にも相談やアン

ケート等があったら良かったと思います。 お昼の歯磨きを、もっと早く、年少さんか

ら始めて欲しかったです。 

クラス替えの件お伝えが遅くなりすみませんでした。ぎりぎりまで悩んだ決断でした。

保護者の方にアンケートを取る案件とそうでない案件があるとかんがえています。今回

は後者でした。歯磨きのスタートのタイミングはクラスの様子で任せてあります。この

件に関してもう少し歯科医医師の意見も交えながら進めていきたいと思います。（園で

歯磨きが必要か否かも含め） 

 

・いつもありがとうございます。先生方にはいつも感謝しかありません。子どもも先生

方が大好きで、いつも楽しい日々の様子を教えてくれます。子育ての相談にも乗ってい

ただきとても助かります。 

 

 

・1 年間ありがとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。 

 

・一年間お世話になり、ありがとうございました。家でも毎日のように担任の先生の名

前が出てきて、先生の事が好きな様子が見て取れ、保育園を楽しんで通っている様に感

じました。 

 



・いつもありがとうございます。 黄組さんになってお友だちとぶつかることもあり少

し心配していましたが、4 月 1 日に家族で今年度の目標を発表し合った時、目標は、

「やさしいおねえさんになりたいです」と...。 自覚と成長を感じ嬉しくなりました。 

引き続き、暖かく見守っていただけますと 嬉しいです。宜しくお願いします。 

・コロナの中、しっかりとした感染症対策ありがとうございます。本市の小中学校は、

1 学期の間の校外学習を全て 2 学期以降に送っています。リスクを考えれば、森の日に

ついても見送った方がよろしいのではないかなと個人的に思います。親的にはとても心

配です。実施にあたり、心配な家庭は欠席させればよいとは思いますが、その後の園生

活のこともありますので、危機管理的に、慎重にご検討いただけると幸いです。 

・ちょっとした成長や変化を先生方がよく見ていてくれて、ほめてくれ色々なことに自

信を持ち取り組めていると感じます。いつもありがとうございます。 

コロナの対応は後日ご連絡いたしますのでしばらくお待ちください 

 

・特にありません。１年間大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

・日頃、先生方にはお世話になっております。ありがとうございます。 毎日、園に行

きたがらず親から離れないわが子に先生方は手を差し伸べてくれました。 よく離れる

ときに泣いてしまい、その度にやさしく丁寧に対応してくれました。本当にありがとう

ございました。友だちがいないから行きたくないと言っていましたが、先生方がいろん

なアプローチをしてくださり、感謝しています。 来年は、本人も今よりもう少し自信

をもって友だちの中に入っていって、自分のほっとする場所をみつけていければいいな

と思います。引き続きご支援よろしくお願いします。 

・上の兄弟のときにあったのですが、朝教室に入ってくると先生と向かい合って「おは

ようございます」の挨拶をするのがステキだなあと思っていました。 先生がいてくれ

る安心感もあったり、あいさつもできたりと…そういったものを復活してほしいです。  

朝の受け入れ時の挨拶は園庭にいる子どもの安全を最優先に考えそうさせていただきま

した。申し訳ございません。 

・今年度から、子どもの様子を考えてクラス替えをしないことになりましたが、 教室

だけは替わるといいなと思いました。次は今より一つお兄さんお姉さんになるんだとい

う気持ちをもてたり、ちょっとした心機一転になると思うので... 

心機一転のお気持ちも理解いたします。教室を変えるかも議論しましたが、遊びの継続

性を考え部屋も同じところを使用することにしました。学年が上がるという気持ちは引

き続き違うところで大切にしていきたいと考えています。 

・担任の先生より本人の様子、友達との関わりなどを毎日聞くことができ、ありのまま

の姿、様々な面を知ることが出来、ありがたかったです。本人の姿をありのまま受け止

めて関わってくださっていたからだと感じています。 5 年間お世話になり本当にあり



がとうございました。たっぷりと自由に遊ぶ時間が毎日は保障されていたこと、その環

境を整えてくださったこと、乳幼児期にしかできない貴重や時間を過ごさせていただき

ました。そんな時間から、物事、人との関わりを楽しみ、面白がる我が子の今の姿があ

ると思います。本当にありがとうございました。 

 

 

 

お忙しいところ、アンケートにご協力をありがとうございました。 

名前など個人が特定されるものについては編集させていただきましたので、 

ご了承ください。 


