平成２８年度 年度末保護者アンケート結果

問４．職員の挨拶は礼儀正しく、表情は明るく、身だしなみに清潔感があると思いますか。
① 思う ３８人（９０．５％）
・毎日気持ちよく迎えてくれ、娘もうれしそうです。

平成２９年３月 幼保連携型認定こども園ひまわり

・全員の服装が一緒でいいと思います。
・どの先生も明るく元気に挨拶してくれます。朝も帰りも先生の笑顔にパワーをもらっています。

この度は保護者アンケートにご協力頂き、ありがとうございました。頂いた全ての内容をご報告します。なお、

・いつもかわらずにしているため。

４２世帯より回答を頂きました。匿名性に配慮する必要がありますで、個人が特定できそうな文章は趣旨が伝

・挨拶表情身だしなみは良く、安心して子供を預けられます。

わるように修正を加えている部分があります。その他についての文章表現（漢字、仮名使いなど）は原文のま

・立ち止まって挨拶されていて、子供にも良い見本になっていると思う。

まになっています。

・先生方皆さんいつも笑顔で明るく挨拶して下さるのでとても気持ちがいいです。
・どの先生も毎回明るく挨拶をしてくれるので。

問３．担任の職員はあなたのお子様を良く理解して接していると思いますか。

・自分も気をつけなきゃいけないと感じるくらいしっかりしていると思います。

① 思う ４０人（９５．２％）

・子どもを通園させて２年と４カ月たちますが、そういった事で嫌な感じをした事はないからです。どちらかというと先生
方が挨拶に気を張ってくださっている事を感じます。

・子供の性格までわかってもらえていると思う。
・帳面にしっかりとその日の様子を書いたり、迎えに行った時にいろんなことを教えてくれるので。
・毎日顔みるとその日その日の出来事を話してくれます。我が子だけではなくクラス全員の事を理解してくれていると思い

・送り迎えに行くと必ずどの先生も立ち止まり挨拶してくれていいと思います。出来そうでなかなかしないような事なので
続けてほしいです。

ます。
・個々の特徴を理解してくれていると思っているので。

② やや思う ４人（９．５％）

・担任の先生はいつもていねいに接してくれています。

・立ち止まって目を見て挨拶してくれる（しない人もいるが）
。

・色々言ってもすぐに行動してくれなくて困るが、そっとしておけば行動に移してくれることを分かってくれていた。

・そこまでは求めていませんが、２～３年前はもっと徹底されていたなぁと感じています。

・先生方が子供の事をよく知っていて出来事を教えてくれている。

・朝の受付ではみなさん元気に挨拶して下さるので。

・連絡簿以外でも、送迎時に子供の様子を話してくれるので、よく見ていただけているなと思う。

・いつも笑顔であいさつしてくれていると思います。

・迎えに行った時などに日中の様子を聞かせて下さるので助かります。

・先生方の挨拶が素敵なので、こちらも挨拶を意識します。服装も統一感があっていいと思います。

・毎日、保育園であったことを報告してくれるので。その時は子供の性格を分かってくれて話してくれています。
・日々の保育での子どものやりとりや、おたのしみ会の取り組みの先生の対応を通して、子供の性格をよく分かって、接し

③ どちらともいえない ０人（０％） ④あまり思わない ０人（０％）

て下さっているなと感じました。
・毎日のお帳面での園での様子も事細かに書いてあり、できるようになったこともしっかりと理解しているので。

⑤思わない ０人（０％）

無回答 ０人（０％）

・
「〇〇ちゃんて～ですね」
「〇〇ちゃんは～やから～しました」と先生方と話していると一人一人に合わせて対応してくれ
ているんだな～と感じるからです。
・適度な距離感で接してくれるので、本人も登園を楽しんでいます。

問５．職員に対して、相談や要望を言いやすいと思いますか。

・子どもが先生のことを大好きだと言ってくれているのが、何よりの証拠だと思います。

① 思う ２８人（６６．７％）

・子どもの様子から見てそう思います。又、先生から子供に対する苦情もないので、子どもと先生の人間関係はきっとうま

・こちらから何でも話すようにしている。

くいっているのだろうと考えております。子供はごまかしがきかないし、自分をわかってくれてないとついていかないと

・先生方からもたくさんお話をして下さるので、こちらも話しやすいです。

思うのでそう思います。

・先生方にはどんな些細な事でも話せます。

・良い面も悪い面も良く見て、接してくれていると思います。その日一日の中で面白かった事や出来事などを話してくれた
のもとても嬉しかったです。こども達を良く見ていないと出来ない事だと思います。

・気づいたら言っているので。
・話しかけてくれたり、イベントの後のアンケートを実施しているから。
・みなさん気さくに話してくれるので。

② やや思う １人（２．４％）

・3 歳児検診の発達面で指摘されたとき、不安だったが声かけしていただいて安心できた。
・担任の先生はもちろん、ほかの先生方も話しやすい雰囲気です。

③ どちらともいえない １人（２．４％）

・相談内容にもよると思いますが、要望をスムーズに受けてくれるので頼みやすいです。

・担任の職員から、その日の子供の話を聞く機会が減ったので。

・なんでもわからない事は聞いてきました。ちゃんと対応して下さって感謝しております。

④ あまり思わない ０人（０％） ⑤思わない ０人（０％）

無回答 ０人（０％）

② やや思う １２人（２８．６％）

・忙しそうにしている時はえんりょしますが、だいたいはききやすいです。

・試食会参加した時、すごくおいしかったです。

・先生方が親しみやすいので相談しやすい雰囲気があると思います。

・子供達の様子を見たときに、おかわりなどしておいしそうに食べているので。
・朝、声をかけてくれる八百屋さんとも出会います。出来て食べごろの温度でお昼に食しています。愛情たっぷり感じる食

③ どちらともいえない １人（２．４％）
・話しやすい先生と話しにくい先生がいるから。

事だと思います。
・子どもがおいしかったーと言っています。
・保育参加で実際にお食事をいただいた時にとても感動した。子供も「みそ汁のしいたけがおいしかった！」など、今まで

④ あまり思わない １人（２．４％）
・緊張してしまい相談できない…

は嫌いだったものが好きになったり、園の食事を楽しみにしている。
・なかよしワールドの日にはその国の料理になっていてとても良いですね。
・アレルギー対応をしっかりしていただいていて、感謝です。

⑤ ⑤思わない ０人（０％）

・献立味付けなど参考にさせて頂いています。
・こんだてがいつも手がこんでいる。子どもがおいしいとたべているので☆
・給食の写真を見てもおいしそうで、食材をたくさん使っているし、子どもも「今日の給食おいしかった！おかわりした！」

問６．当園の職員は苦情要望に対して誠意をもって対応していると思いますか。
① 思う ３１人（７３．８％）
・気になった事は伝えるし、それに対してちゃんと説明がある。

とよく言っています。
・家では好き嫌いが多くて困っているが、保育園では何でもよく食べているようです。保育園の給食が美味しすぎるのか、
我が家の料理が〇ずいのか…。

・私は苦情はないですが、おたよりで「ご意見ご要望」について書かれているのは良いと思います。

・地のものを使い、しっかりと温かいものを出されていた。

・職員に対して苦情はありません（誠意をもっていないのは職員ではありません）

・写真を見て美味しそうと感じます。

・お知らせやメールや毎月のおたよりで伝えてくれている。

・手作りおやつがたくさんあることがすごいと思います。家ではなかなか作らないメニューもあり、嬉しいです。

・言ったことがないのでわからないですが、そうだと思います。

・野菜たっぷりの食事はとても美味しそうです。

・ちょっとしたことでも、きちんと話を聞いて、丁寧に対応していると思います。

・実際にこどもと食べておいしかったので。薄味なのですがおいしく、量も足りないような気がしたのですが、大人でも満

・今のところ、お知らせや貼り紙を見てよく対応しているなと感じています。

足なお食事でした。

② やや思う ７人（１６．７％）

② やや思う ５人（１１．９％）

・よくアンケートをしているので。

・手作りのおやつが提供されるのはとてもいいと思います。

・以前は要望コーナーとしておたよりがありましたが最近はないので。苦情や要望が出ていないからかもしれませんが。

・平成２８年度重要事項説明書の中にお米を七分づきにしたり、胚芽米を入れたりしていると記載があったので喜んでおり
ます。我が家では胚芽米や玄米を主食にしているのでうれしく思いました。ただ、見た目味付けについては試食の機会が

③ どちらともいえない ３人（７．１％）

あればよいと思います。

・まだそういったことがないので。
・先生によって個人差があると思うので、でも一生懸命に対して下さって感謝しております。

③ どちらともいえない ０人（０％） ④あまり思わない ０人（０％） ⑤思わない ０人（０％）

④ あまり思わない １人（２．４％）
・正直、ズボンのこと納得いってないです。

問８．保育中の発熱やケガなどが起きた場合、その処置や保護者への連絡等体調変化へ
の対応は十分にできていると思いますか。

⑤ 思わない ０人（％）

① 思う ３４人（８１．０％）
・救命救急の訓練を毎月行っていると以前フェイスブックで見ました。心強いです。子供はケガをするもの。ケンカをする
ものです。思い切り遊んで、ケガをしたのなら子供を褒めてやりたいです。先生方あまり神経質にならないでください。

問７．提供される食事（給食）
・おやつ等には、栄養面、見た目、味付け、素材など配慮
され、質の高い食事が提供されていると思いますか。

・特に不都合がなかった。

① 思う ３６人（８５．７％）

・こまかい検温や様子の変化を伝えて下さるので病院でもお医者さんに伝えやすいです。

・申し分ないと思う。いつもありがとうございます。

・熱はなくても体調が悪いと℡くださったり、ちょっとしたキズも教えてくれるので。

・毎日何種類も野菜や魚を用意して下さっているので、ありがたいです。

・特に熱のある時に知らせてくれるので。

・おいしそうなので

・お迎え時子供の変化を感じた事があり、お知らせがない時もありましたが、夕方頃起きた事だと思うことがありました。

・ていねいすぎると思います。

・いつもきちんと説明してくれるので。

問１０．子供達が意欲的に活動できる環境が整えられていると思いますか。

・園で夕方に発熱した時、給食の時も食べていたが少しいつもと様子が違っていたといわれ、小さな変化も気をつけてみて

① 思う ３６人（８５．７％）

もらえていると感じました。

・Facebook など見たときに楽しそうにしている。

・以前、発熱した際に、その時の状態をしっかりと伝えていただけたので。

・いつも楽しそうな様子を子供が話す。
（うちの場合はよくケンカもあるが…。
）

・いつもご丁寧にありがとうございます。

・工夫を凝らしたものや家庭にもある物などで子供が興味を示しそうな玩具を用意して下さっているのを見たことがあるか

・毎日必ず伝えて下さりありがたいです。
・家でもあまり気にしない様な小さな事でも報告していただきました。

らです。
・楽しく活動している様子を見て感じる
・こども園でブランコ、木登り、跳び箱、縄跳びが出来るから。芝生もある。

② やや思う ３人（７．１％）

・いろいろなことにとりくんでいると思うので。
・新しいことに挑戦すると子供が色々考えているのが分かる。イス取りゲームも最初は分からなかったようだが、悔しい気

③ どちらともいえない ４人（９．５％）
・子供同士のケンカでケガをしてしまった場合や、させてしまった場合にその相手の子の名前を言わないのはどうしてでし
ょうか？自分の子が相手をケガさせてしまった時に何も知らないのも悪い気がします…。

持ちを学んだかな。
・冬も積極的に外遊びをしているし、外遊びできない時は遊戯室で体を使って遊んでいるので良いと思います。
・お教室を見た時に子供たちがとても楽しそうにそれぞれの遊びをしていて、先生方がしっかりとみてくださっている。

・おでこにたんこぶが出来て本人に聞いたら 先生は気づいてなかった様子だったそうなので。

・子供たちの元気な声がよく聞こえるからです。

・まだ起きていないのでわかりません。

・子供がよく「がんばるぞ～！」と言って、自分で何でも挑戦しているので。子供の姿でそう思います。１１月にアクティ

・子供同士のケガはお互い様とはいえ、長く残るキズには親として心痛みます。
「すいません」としか言えない先生の立場も
わかりますが、どうしたらよいのでしょうね。

ブラーニングの園長の講演を聞かせて頂き、子供達が時間を忘れて遊ぶという事が幼児期において大切と話されていて共
感しました。
・なかよしワールドや音楽あそびなど学習に興味関心をもたせる取り組みのおかげで学びたいという意欲が他の事でも伸び

④ あまり思わない １人（２．４％）

ているのがすごく分かります。
・きちんと整理整頓されていて、何がどこにあるか分かりやすく子どもも自分で片付けをしっかりできているのが良かった

⑤ 思わない ０人（０％）

無回答 ０人（０％）

です。

② やや思う ５人（１１．９％）

問９．災害（地震・台風等）への対応ができていると思いますか。
① 思う ３５人（８３．３％）

・身体を動かしたり、絵を描いたり、ブロック等で遊んだりと、子どもがやりたいことができるように工夫されていると思
います

・よく訓練をしているように思う。
（子供たちにもちゃんと説明があるようなので◎）
・毎月しっかりと訓練があるからです。

③ どちらともいえない １人（２．４％） ④あまり思わない ０人（０％） ⑤思わない ０人（０％）

・子供の口から訓練の様子を聞いたり、避難場所も明確にされているので。
・日々訓練していると思うから。
・避難訓練している。天候に合わせて外出手段を変えている。

問１１．当園は日々の保育を見直し、改善に努めていると思いますか。

・訓練も行ったりして、子供も家でその話をするので心に残っているのだと思う。

① 思う ３０人（７１．４％）

・くんれんもたくさんしているので。

・大変だと思うけど、先生方それぞれその方のやり方で気遣いをされていると思う。

・避難訓練が色々な災害を想定して、何回も行われているので、良いと思います。

・送迎の時の時間だけではあまり感じません…（先生方が改善に努めておられるのは十分わかっていますが）

・入園時のパンフレットで、分かりやすく書かれていたので。

・子どもに手洗い講座をひらいてくれ、手の洗い方を教えてくれた。

・３月の訓練は、職員にも知らされずに行われるということで、より意味のある訓練になって良いと思います。

・保育参観の日の説明で色々教えて頂き安心がある。
・子どものことを一番に考えて、少しのことでも変更したり、改善したりしていると思います。

② やや思う ７人（１６．７％）

・十分すぎるくらいきっちり保育していると思います。

・毎月違ったパターンの避難訓練をしているので。

・保育参観の時に園長先生が話しておられたように、時代に求められる教育を取り入れようとする姿勢が素晴らしい。

・事前連絡なしで訓練することに驚きました。でも、その方が万が一のための練習になると思います。
・重要事項説明書に記載の内容を読んで、勉強不足で何かと比較する手立てもないので。なるほどと納得しております。

② やや思う ５人（１１．９％）
・常に最善を尽くして下さっていると感じますが、改善された所をよく知りません。

③ どちらともいえない ０人（０％） ④あまり思わない ０人（０％） ⑤思わない ０人（０％）

③ どちらともいえない ６人（１４．３％）

親子バス遠足

３１

６

１

4

・職員は皆さん保育はもちろん園児の事を 1 番に考えてくれていますが、園長の方針が改善に努めていないので。

こどもの日の集い

２８

３

0

11

・定期的に意見をきいているので

工場見学（ファインプラス工場）

２７

４

0

11

・私は満足していますが、皆が同じように感じているかは分からないので。

地域の方とのいも苗植え

３１

2

0

9

・こうしたアンケートが反映されていくことになればよいと思います。

ひまわりコンサート

３１

3

0

8

人形劇

３３

2

0

7

保育参加

３２

５

0

5

あそびの広場

３０

５

0

7

祖父母保育参加

２８

7

0

7

夏まつり

３６

３

0

3

サマーキャンプ

３１

1

0

10

運動会

３４

３

0

5

焼きいも会

３５

1

0

6

ハロウィン・パーティ

３９

1

0

2

保育参観

３０

６

１

5

能登鉄道ふるさとツアー

２８

３

０

11

おたのしみ会（発表会）

３５

2

０

5

④ あまり思わない ０人（０％） ⑤思わない ０人（０％）

無回答 １人（２．４％）

問１２．衛生管理や感染症対策は適切に行われていると思いますか。
① 思う ３６人（８５．７％）
・いつもキレイに保たれていると思う。
・インフルエンザが 1 名のみで流行につながらなかったのはすごいな～と思いました！
・毛じらみが流行った時も小学校からもお知らせが来たので対応も早く尚かつ園での対応も早かったので。
・今年の手洗いの徹底は素晴らしかったと思います。
・感染性胃腸炎では素手で処理せず、塩素消毒することや、インフルエンザ情報をお知らせし、気を付けれた。
・インフルエンザ対策で手洗いとこまめな水分補給を徹底していると聞きました。その成果か感染した人数がとても少なか
ったので。

クリスマス会

３６

３

０

3

新年おもちつき会

３１

3

１

5

０・１歳親子ふれあいデー

２９

６

０

7

節分の集い

３４

2

０

6

花育（フラワーアレンジメント）

２７

５

０

10

・インフルにかかる人がすごく少ないことに驚きました。

ひなまつり会

３２

３

０

7

・県内でこれだけインフルエンザが流行したのに、園で広がらなかったのはすごいと思います。

お別れ会

３２

2

０

8

・手洗いの徹底をしっかりとされているからか、流行が前よりもなくなった気がします。

音楽あそび

３３

1

０

8

なかよしワールド

３３

1

０

8

千寿苑訪問

３１

2

０

9

体操教室

３４

1

０

7

③ どちらともいえない ２人（４．８％）

和太鼓

３２

2

０

8

・今年度カゼが流行あまりしていなかったので。

小動物の飼育

３２

2

０

8

野菜の栽培収穫

３５

1

０

6

④ あまり思わない ０人（０％）

クッキング体験

３４

1

０

7

⑤ 思わない １人（２．４％）

クロスライフ保育

３２

２

０

8

・玄関ホールにある手洗い場では、きちんとてを洗わない親子をよく見かけます。それとなくうながす声かけとかはしてお

水泳教室

３３

２

０

7

ひまわりガレージ体操教室

３３

2

０

7

年長児の当番活動

３４

1

０

7

・手洗い指導などもしていただき、今年はインフルエンザも流行せずすごいと思いました。
・いつもよくおそうじしているのを見かけるし、いつも園内がきれいだから。
・今年はインフルエンザや胃腸炎にかかる子が少なくて良かったと思いました。先生方が気を付けているおかげだと思いま
すが、今後も保護者への手洗いは徹底してもらいたいと思います。
・手洗いの習慣のためか、風邪などの流行がない。

② やや思う ２人（４．８％）

ります。又、手洗い場の足元とか水がはねるのかよくぬれた状態です。余裕のある時には拭いております。

その他（祖父母への手紙）１

問１３．行事や取り組みの中で、良いと思われる行事・取り組み、悪いと思われる行事・
取り組みは何ですか。丸印をお付け下さい。
行事名
イースター

良い

普通

２９

５

悪い

無回答

0

８

・全て良い行事だと思います。忙しい毎日の中で行事を大切にして下さっていて、家でできない時など子供が季節を感
じ生活できる事がとても有難いです。
・四季の細かいイベントまで家ではできず…。園では色んな事にふれる良い機会だと思う。

・お餅つき大会はやはり少し心配です。
・どれも良い行事だと思いますが、保護者として参加したのはふれあいデーのみなので、同様に保育参加・保育参観は園で
の様子が見れてうれしいと思います。

安心できます。
・楽しそうにしている所を撮ってくれるので楽しみです。
・普段の保育の様子を見れたり、かわいい画像を見れたりできるので。

・子どもにいいと思うので。

・日頃の園の様子が一部でも見れてうれしい。

・子どもが活躍できる、意欲的に活動できる行事があり、子どもが育っていると感じます。

・フェイスブックは先生方が園での姿を紹介してくれているが、ホームページの園長先生のブログは更新してないですね。

・工場見学ですが、ファインプラスさんも良いですが、その年の（バンビー）保護者さんの職場（1 カ所）を見学でも良い
のでは？

以前は園の方針や考え方がよく伝わってきてよく見ていました。再開しないのですか？
・普段と違う、園での子どもの様子が見れて楽しみです。

・戸口の外から見ていても、児童たちは気づいているので、あまり様子を見ていても変わらないと思う。

・お弁当の写真はやめて欲しい。食べている様子は良いが、お弁当の中身メインで撮らないでほしい。

・親子バス遠足の帰園を１６時前ごろにしてほしいと思いました。１６時以降だと帰園後大変だと感じました。

・実際の子どもの姿が見られてとてもよいです。

・年長児の当番活動は、本人も楽しみしていて、いいと思います。

・ふとしたことなどでも、紹介されていると嬉しい。

・子供が楽しかったと言っている。自分がよかったなと思った（経験したものだけに〇をつけました）

・写真を見ることができて良かった。

・子も親も楽しめるのでとても良いです。

・子供の様子が見れて嬉しい。

・家庭ではさせてあげられないようなことをたくさん経験させてもらえてたいへんありがたいです。

・担任の先生が書かれる園での出来事が、子どもの様子が分かって嬉しいです。大変でしょうがぜひ続けてください。

・行事をとても楽しみしているし、年長さんの行事で自分はまだ参加できなくても、玄関の写真を見て「お兄ちゃんなった

・もう少し写真があってもいいかなと…

らできるね」と楽しそうにしている。
・少なくなるのも子どもたちの毎日の刺激にならないと思う。このくらいでちょうど良いと思う。

・写真で子どもの様子を見られるのが良いです。でも職員の方の負担を考えると、頻繁にアップしなくても気になりませ
ん。

・毎回子ども達が、いい笑顔で楽しさがすごい伝わってきます。

・子どもたちの様子が見られるのは、とてもうれしいです。

・行事はいつも子供がとても楽しみにしています。色々考えて取り組んでいると思うので、良いと思います。

・園でのこどもの様子を写真で見れるのはとても良いと思います。サマーキャンプの時のリアルタイムの我が子の様子が

・まだ、体験したり見たりという事のないものは分からないので判断できませんが、行事ごとの写真の様子がとても楽しそ

見れたのは嬉しかったです。

うなので。
・まだ体験していないものが多いですが、子どもにとっていろいろな経験をさせてもらえるのは嬉しいことです。

② やや良い ２人（見たことがある方の５．４％）

・子どもたちが様々な経験をすることができるように、たくさんの行事や活動をおこなっていること、ありがたいと思って
います。子どもの口からあまり話を聞かなかったものに「普通」をつけさせてもらいました。
・たぶんどれもこれも悪い行事なんてないのではと思います。それでその上で判断をというのであれば、という事で印をつ
けました。体験したことない行事やどんなかな？と思うのは分からないので無印にしました。
・年長児になると行事が非常に多く、秋の行事が多い時期には帰宅後に子どもが疲れていたり、緊張が抜けずに家でピリピ
リしていることもありました。もう少し、行事を減らすか、負担のない形でした方が良いと子どもを見ていて感じました。

③ どちらともいえない ３人（見たことがある方の７．１％）
・活動の様子が写真で見られるのでとても楽しみにしています。ですが、クラスによってアップされる頻度に差があ
ったと思います。先生方が忙しいのは分かるのでこれ以上は求めませんが、やっぱり我が子のクラスが少ないと寂
しく思いました。

④ やや悪い ０人（０％） ⑤悪い ０人（０％） 無回答 ２人（見たことがある方の５．４％）

・地域の方々と接する事が出来る行事はとてもいいと思います。顔を知ってもらう事で卒業後も声をかけてもらったりする
と心強いです。

問１５．認定こども園ひまわりを一言で表すとしたらどのようなこども園ですか。
・あたたかい

問１４．当園のホームページや facebook ページをご覧になったことがありますか。ま
た、感想をお聞かせください。

・あたたかい
・あたたかい
・あたたかいところ

見たことが ①ある ３７人（８８．１％）

・あたたかみのある園

見たことが ②ない

・太陽

５人（１１．９％）

・素敵な先生方がたくさんいる園

見た感想

・Great staff！！

① 良い ３０人（見たことがある方の８１．１％）

・個性を発揮させ、すくすくと成長させてくれる場所

・保育園での様子が分かって良い

・こどもたちがのびのびと育つこども園です。

・様子が知れる良いツールだと思う。楽しみ！

・子供がのびのびと成長できる園

・自分の子供が写真にうつっているとうれしいですし、時々先生方も楽しそうに保育しておられる姿も写っていて見ると

・家庭的

・アットホーム
・アットホームな明るい保育園
・あっとほーむなこども園

・素敵な先生ばかりで子供達に対しても優しく厳しく愛情をもって保育してくださり感謝しています。園長が本心から子供
に接し、園児、保護者、職員を大切にできたら良くなるでしょうね。
・同い年の子以外とも仲良くあそんでいて、ひまわりのいいところだと思います。

・アットホームこども園
・明るい

③ どちらともいえない 人（.％） ④ あまり思わない ０人（０％） ⑤思わない ０人（０％）

・明るい園
・落ち着きのある保育園

無回答 １人（２．４％）

・安心と信頼のおける園です。
・異文化を取り入れている行事がある素敵な園

・子どもがのびのびと育つこども園

問１７．その他、お気づきの点をご自由にお書きください。
（ご意見・ご要望・気がか
りな事・日頃感じている事など）

・子どもがのびのび育つ明るく元気な保育園

・子供の毎日の連絡帳の「昨日の晩ごはん、今日の晩ごはん」の欄はもっと書きやすいものにならないか。書く必要はあり

・時代に合わせて新しいことに取り組むこども園

・思いやりが素晴らしい。

ますか？（欄が小さい）

・子ども達が生き生きとしている

・連絡帳に書いた内容で先生宛に書いたことも、忙しくよまれていないのか返事がなかった。

・子ども第一の園だと思います。

・制作してきた飾りなどが、廃材のものが多いので少しがっかりします。リサイクルはよいと思うのですが…。

・子どもの笑顔あふれるこども園

・先生方にはいつも感謝をしています。安心して仕事に行けます。ただ、ズボンのことが気にかかります。名前が薄かった
のでこちらに落ち度はあるけれど…対応の仕方がどうかなーって思いました。
・毎日迎えに行くと園長先生はパソコンに夢中で保護者に挨拶することもありません。年末年始ですらでした。そんなにパ

問１６．認定こども園ひまわりを選んで良かったと思いますか。

ソコン業務がお忙しいのならばカーテンでもして見えなくされたらいかがでしょうか？入園する子供、ひまわりを選んで

① 思う ３９人（９２．８％）

子供を預ける親毎日その園児と保護者に一生懸命対応してくださっている職員がいて初めて成り立っている園なのでは？

・安心しています。

・０～５歳児が毎日登降園する駐車場や道路なので、大きな水たまりができないよう直せたらいいのかもと思います。

・最初は休日保育があるから選んだが、色々な〝取り組む姿勢“に共感できた。

・長子のときは、いろいろ保育園に対して考えること（良い意味です）がありましたが、下の子になると、毎日の忙しさや

・知っている先生方に子供を見て頂けるのはとても安心です。まだ小さいので近くにいられると安心して仕事ができます。

慣れなどで関わりがうすくなっているので、積極的に園にもっと関わらないといけないなぁと反省しているとことです。

・子供達がたのしんでいくので。

・特になし

・写真もいっぱい残せて、思い出がいっぱいあります。

・アレルギー症状が出た際の与薬について、園で預かっていただいているアレルギーの薬について、医師からは「たとえア

・親しみやすい

レルギー症状が出ていなくても飲ませても危険な薬ではないのであやしいな、と思ったらすぐに飲ませてかまわない」と

・ひまわりはとても良い先生がたくさんいるので本当に選んでよかったと思っています！

説明を受けました。担任の先生と看護師の先生にその件でお聞きしたところ、なるべく薬を飲ませたくないので症状が出

・音楽あそびや体操教室など色々な経験をさせてもらえるので。

たら家の方に連絡をし、確認を取ってから与薬することしかできないとのことでした。今までの園生活では食事をとって

・良い先生しかいないなと思います。

症状が出たことは１度もなく、外へ出た時と目をこすった時に目の周りが腫れるといった症状出たことが２回ありました。

・上の子もお世話になりました。ひまわりさんに通えてよかったと思います。

先生方が患部を冷やしたりして下さり、なるべく親に連絡することなく、薬を使わない方法で対応してくださっていまし

・先生方が親切なので。

たが、私は薬を飲ませることで子供の症状が早く回復し、先生方のお手間をかけずにいられるなら、それがベストだと思

・子どもは先生方が大好きですし、毎日楽しく過ごしているのを見て、親も安心して預けられます。

っています。
（出方の程度にもよりますが）
。保護者の文書の提出などでアレルギーの与薬が可能になることを望みます。

・少し通うのに距離があり、大変だと思うこともあるが、それ以上に選んでよかったと思えることが多い。先生方が本当に
いい！！

・まだ、夕方になると、この角（園舎に向かって右側の丁字路）に車を止める方がいるようなのですが、やっぱり止まって
いると見えにくいし、危ないと思います。私も以前止めていましたが、知らなかったので、でも紙に書かれていてダメだ

・子どものことを最優先に考えてくれるところです。

と知り止めていません。
（むかえで）おじいちゃんおばあちゃんが止めているようですが、再度書いて止めないようにして

・なんの不満もないからです。

もらえるとありがたいです。

・家が近いので歩いても通える。子供自身がひまわりが大好きである事。
・一人一人の子ども達に対して育ててあげようという先生方の努力が伝わってきて、本当にありがたいなぁと感じます。
・園児数も職員数も決して少ない訳ではないのですが、みんな顔見知りの感じで特に小さいクラスの子は知らない子も多い
ように思うのですが、クロスライフ保育のおかげで年少年中さんの子にも話しかけられ楽しかったです。

・玄関先で帰るときに「先生みなさんさようなら」と言っていますが、あれは周りの子達が言っているので、うちの子も言
っていますが、どういう目的で言っているのか知りたいです。先生方に聞いたことがなかったので教えてください。
・保育園の給食は完食できるのに、家の食事は完食してくれません。給食と同じ物を再現すると食べてもらえるので、また
見たいです。帰りに玄関に貼ってある給食メニューの写真を別の日でも見れるようにできませんか？
・帰りの挨拶を玄関でする時に先生が気づいてない場合があり、大きい子供達はあいさつしたらすぐに出ようとするのでそ

② やや思う ２人（４．８％）

こまで気にしていないようですが、小さい子がさよならのあいさつをしている時には気づいてあげて欲しいなと思った。

・いつも仕事ばかりになっていて、子どものことを良く見れていません。申し訳ありません。皆様のおかげでスムーズに仕
事ができること本当に助かっています。こんな家庭ですが、またよろしくお願いいたします。
・０・１歳児の発表会をしてほしいです。園の方針なのはわかりますが、この時期にしか見られない姿をぜひ見たいです。
簡単なもので良いので…

・いつもお世話になり、ありがとうございます。〇〇は 2 才から、〇〇は 1 才からいろんなコトを学ばせて戴いたと思いま
す。ありがとうございます。卒園までのこりわずか…私までさみしく感じる今日この頃です。今後のますますの発展をお
祈りしています。
・いつも本当にありがとうございます！！明るく優しい先生方に囲まれて、充実した日々を送っていると思いますし、工夫

・排泄に失敗した時の衣服をそのままでなく、水洗いしてくださると嬉しいです。

が凝らされた玩具や快適に過ごせるようにと整えられた環境がありがたいです。小さい頃から色々な経験をさせて頂けて、

・午睡時に年長児がトントンして寝かし付けをする意図はわかるのですが、年長児も「早く寝てくれない」といやな気持ち

それも成長につながっていると感じます。感謝しかありません！！また今後もよろしくお願いします！

になるだろうし、寝かせられる方としてもその子その子の寝方があると思うので（
“トントンしてほしくない”
“寝返りを

・毎日笑顔であいさつしてくれるので、気持ちが明るくなります。

うちながら眠る”など）短時間の事なのでしょうがお互いがストレスのない様にしていただけたらと思います。

・あと 1 カ月で卒園です。上の子もあわせて本当に長い間お世話になりました。先生方の御指導のおかげで、娘たちはたく

・アレルギーが多いし、なかなか除去解除とはならないので、今後クッキング体験など参加できないのではないかと少し不

さんのことを学ばせていただき大きくなることができました。私たち親が気づかないちょっとした成長や園での出来事を

安です。給食がパンメニューの時、本人がパンを食べたがっていたら自宅から米粉パンを持参という事もできたら良いか

連絡帳やお迎えの時に教えて頂くのも楽しみでした。娘だけなく私も先生方の笑顔に支えられて頂いたと思っております。

なと思います。ただ、先生方から保育していて、誤食のリスクが上がってしまうとか、本人がごはんで何も不満もなく気

あと少しですが、よろしくお願いいたします。

にしていなければこのままでよいと思っています。

・先生方のおかげで子供は毎日元気に楽しく過ごしています。好き嫌いが多く家では食べない物でも園では少しずつですが

・運動会のプログラムに親が参加できる種目がもう少し増えれば楽しいと思います（親だけとか）

頑張れているみたいです。毎日〇〇先生が…□□先生が…と話してくれます。子供達にとって先生方は先生であり、お友

・感染症のボードに、インフルエンザや胃腸炎などうつりやすい病気だけでも、以上児か未満児とかを書いてもらえると助

達でもあり、お母さんでもあるかけがえのない存在だったと思います。何かと御苦労多いとは思いますが、心身共に健康

かります。病院受診の時などに目安になるし、気をつけようと思えるので。

を保ち、頑張ってください。本当にありがとうございました。

・玄関ホールにある「ひなどり文庫」は登降園の際、そこで読んだりしてはいけないとの事（入室時間や降園をスムーズに

・4 年間本当にお世話になりました。ひまわりではたくさんの行事と日々のいろんな経験を通して子どもがどんどん成長し

する為）ですが、ひまわりに通いだして２年４カ月の長い間、その事を知りませんでした。貸し出し日には必ず子供は絵

ていくのが毎日わかることができました。先生たちみんなが、子どもたちのこと第一に考えて、接してくれていたのが、4

本を借りて帰り、大変喜んでおりますが、登園降園の際、その絵本を読みたがります。
「ダメなんだよ」と言ってきかして

年間通して未熟な私はやっと感じています。私自身も成長させていただいたひまわりでした。ありがとうございました。

はおりますが、本人も私自身も納得できないでおります。延長保育の子供達が、使っている事もうかがいました。出来れ

・いつも、先生方のおかげで私達も安心してあずけて仕事等をできます。日々子供達を見て下さり、とてもありがたく思っ

ば登降園の時にはカバーをかけて頂くとか「ここでは読んでいけない」という事を表記して下さるとか。対応していただ

ています。今年度に入り、〇〇の成長や、楽しく活動している姿やたいこなど色々と参加させて頂いたりしてよかったで

けると読みたがる子供をたしなめる事できるのですが。いかがでしょうか。

す。担任の先生方にはとても感謝しています。ありがとうございました。

・玄関のチャイムの音がとてもきれいでいやされます。子どもも親も年々変っていくので、こども園の対応も大変だと思い
ます。保護者にあまり振り回されずクレドを基に園長先生や職員の皆さんが自信をもって保育してほしいと思います。若

・寒くてもすぐに家に入らず、私の言うことを聞いてくれない時、
「明日保育園行けないよ」と言うと、子供は考えてくれま
した。登園が楽しみな園でいてくれてありがとうございます。大切に関わっていただきありがとうございました。

い園長先生と若い先生方ですがよい保育をしようと頑張っておられる姿に徳田地区の明るい未来を感じます。応援してい

・いつもありがとうございます。子供は毎日とても楽しい様子です。

ます！

・いつもこどもたちのために行事のたびに準備など頑張っていただきありがとうございます。おかげ様で、毎日楽しく登園

・毎日子どもたちがお世話になり、ありがとうございます。他のこども園にはないくらい、様々な取り組みをされていて本

している姿を見て、とてもうれしいと思います。これからもよろしくお願いします。

当に興味の対象が増えているなぁと思います。その分先生の負担が大きくないのかな～と少し心配になる時があります。

・入園当初は泣いてばかりだった我が子ですが、先生方の温かい保育で毎日笑顔で登園できるようになりました。夜、一日

保護者も何かお手伝いしたり、地域のボランティアなど利用したりできればいいのかなと考えたりします。前よりも少し

の様子を報告してくれるのですが、〇〇先生と〇〇先生のこと、〇〇先生と話した内容、食事の内容（おかわりを何回し

忙しそうで…。良い先生ばかりで本当にありがたいです。行事が多いのか人数が多いのか、のんびりとしたひまわりの印

たかなど）とても楽しんで生活しているのが伝わってきます。そして、先生方が子供達に深い愛情をもって接して下さっ

象があったので。今、少し大変そう…。

ているからこそ、安心して毎日を過ごせているのだなぁと思います。いつもありがとうございます。〇〇先生が戻って来

・難しい点で、なかなか改善する事も…と思いますが、やはり駐車場の事が気がかりです。先生方も頭をかかえる問題かと
思いますが…。暗い時間帯は特にヒヤヒヤしますね。保護者の方も子ども一人で走らせるのはやめて、必ず手をつないで
いくのが一番かなとは思うのですが、兄弟が多く下の子が小さいとなかなか厳しいかな…とは思うので。

てくれるのをずっと楽しみしていたようです。あと、バンビーさんになったら〇〇先生の担任を楽しみにしていたような
ので残念です。これからもよろしくお願いします。
・いつもありがとうございます。日中は仕事の為、子供の事を見れない母親の代わりに接して頂いてありがとうございます。
出来ることが知らないうちにいっぱい出来るようになっていく子供を見て日々うれしく思っています。これからもよろし
くお願いします。今ではすたすたと部屋に入っていく子供達です。

問１８．当園・職員へのメッセージ（保護者の方々からの温かい励ましの言葉や感謝の言葉が職
員の活力になります。ぜひ、一言いただければ大変うれしく思います。）
・子供がいつも園であったことを笑顔で話すので、楽しかったんだろうなと思います。いつもありがとうございます。
・いつもお世話になりありがとうございます。毎日子供たちはこども園に行くのを楽しみにしています。優しい先生方のお
かげで感謝しています。
・いつもありがとうございます。私もひまわり保育園に通っていたので、当園を選ばせてもらったのですが、先生たちはす
ごく優しくて、子供も先生が大好きです！これからもよろしくお願いします！

・明るいあいさつや、いつも笑顔で接してくれ親も癒されています。
「〇〇先生が〇〇って言ったから、こうする！」と先生
の言うことはよく聞いてくれます。信頼されているからだと思います。保育園も毎日楽しみにしています。楽しい保育園
生活にしてくれてありがとうございました。来年度もよろしくお願いします。
・先生方のおかげで、子供も私達保護者もとても良い保育園生活を送ることができました！長い間お世話になりありがとう
ございました！
・６年間ありがとうございました。入園時、哺乳瓶を嫌がりそれを気にしていた私に「大丈夫。哺乳瓶で飲まないといけな
いってことはないし」と言ってくれたのを今でも覚えています。その一言で私は安心してこの園に預けられると思いまし

た。たくさんの経験を通して体も心も大きく成長し強くなりました。それは先生達のおかげです。本当にありがとうござ

います。

いました。息子は小さい頃から卵アレルギーで今でもつなぎの卵や卵使用のお菓子、パンは食べられません。毎日除去食

・長男がひまわりに入ったのが年長さん。それから四年間の間でしたが、本心から思う事は最初からひまわりに入園させれ

の食事を作ってくれて、以前保育参観の時の試食をした時もとてもおいしくて、息子の体は園の食事で大きくなったと思

ばよかった…と。園長先生を始め、先生方には本当によくして頂き感謝しています。どの行事も兄弟三人とも楽しみにし、

っています。当たり前のようにしてもらっていた除去食ですが、小学校では完全卵除去の給食は出来ないという事で一人

何日も前から「あと何回寝たら○○ねん！」とよく話していました。今年、三男が卒園しますが、末っ子ということもあ

だけ弁当持参になります。それで改めて、〇〇先生はじめ調理の先生方には本当に感謝しています。他の園児と同じメニ

り、構いがちになる事もありましたが、こばと組さんのお世話係当番さんをやるようになり、この一年でぐーんと成長し

ューを食べられる という体験をできたことは本人が一番喜んでいることです。除去食対応 園児を預かってくれたひまわ

た気がします。夜、寝る前には「明日は○○当番！」とやりとりしていたのがなくなると思うとさみしいです。四年間、

りには感謝しきれない程です。ありがとうございました。

子どもたちだけでなく、親の私も良い思い出が沢山出来ました。これからもあたたかく、笑顔が絶えないひまわりでい続

・１歳半からひまわりでお世話になり、いよいよ卒園です。たくさんの先生方に温かく見守られて、保育園が大好きなよう

けて下さい。

です。ありがとうございました。
・いつもありがとうございます。
・子供がいつも保育園でのことや大好きな先生のことを家で嬉しそうに話してくれるので、園で楽しんでいるのが伝わって
きます。いつも本当にありがとうございます。
・クラスの先生だけでなく、色んな先生方が、その日の子どもの面白エピソードなどを話して下さり園全体で子どもを見て
下さっているように感じありがたいです。又、優しさだけでなく、いけない事には親の前でもしっかりと注意して教えて
下さる先生の姿を見ると、こういう先生がいて良かったなと感じます。これからもどうぞよろしくお願いします。
・先生方みなさん優しく、ありがたいです。トイレトレーニングも一人一人にあわせて対応していただき、お手数おかけし
て申し訳ないと思います。
・自我が芽生え、自己主張が強くなってきた子どもを毎日優しく時に厳しく導いて下さりありがとうございます。家では甘
えがあるのかなかなか自分で動こうとせず、先行きが心配でしたが、先生が「保育園では一人でできていますよ」と教え
て下さったので安心することができました。子どもを信じる事も大切と気づきました。
・いつもありがとうございます。子供たちも先生、園が大好きといつも言っています。これからもよろしくお願いします。
・子どもも親もひまわりが大好きです。先生方忙しい中でもいつも笑顔で優しく丁寧に子供に接していて、本当に感謝して
います。ありがとうございます。大変なお仕事ですが、無理せず頑張って下さい。これからもよろしくお願いします。
・子ども一人一人と向き合い、仕事とはいえやはり、大変だと思うが、毎日先生方が笑顔で明るくいらっしゃり、子どもを
預けていて安心できる。年度の途中での入園だった為に、保育園探しに大変苦労したが、温かくむかえ入れてもらえ、と
ても嬉しかった。これからもお願い致します。
・いつも子供たちに真剣に向き合っている姿を見て、私も刺激を受け勉強させてもらっています。なかなかゆっくりお話し
する機会はありませんが、この園に通わせることができて良かったなと感じています。これからもひまわりの良さを続け
ていってほしいです。
・子どもが毎日園に行くのを楽しみにしています。年齢が異なる友達とも楽しそうに遊んでいる姿を見るとクロスライフ保
育のよさだなぁと感じます。担任の先生はもちろん、他の先生方も子どもの園での様子を教えて下さることが嬉しいです
し、安心して子どもをあずけることができます。色々とご迷惑をおかけしますが今後ともよろしくお願いします。
・数年前にも同じこと書きましたが、毎年、アンケート結果を見ていて思うのですが、ひまわりの保護者の方々は他の保育
園のことを知らなさすぎます。子育て仲間からいろいろな話を聞くと、いかにひまわりの先生方が素晴らしい保育をして
いるのかがよく分かります。それなのに、理不尽な苦情を言う保護者がいることに残念に思います。保護者はもっと保育
園の先生方に感謝しないといけないように思います。日々のお仕事大変かと思いますが、先生方が正しいと思う保育をし
て下さい。応援しています。退職される先生方たくさんお世話になりました。ありがとうございました。
・この一年間、イヤイヤ期の息子を本当にありがとうございました。私の体力を気づかい声かけをして下さったり、本当に
ありがたかったです。マイ保育園登録に来園した折、体力の限界を感じていることを園長が聞いて下さり、県のモデル事
業の一時預かりを案内して下さった時は本当に助かりました。先生方の支えで今日まで頑張れました。これからも宜しく
お願い致します。
・日々成長する我が子を見ていても先生方がとても良く接して下さっていることがよく分かります。本当にありがとうござ

アンケートにご協力頂きありがとうございました。
幼保連携型認定こども園ひまわり 職員一同

