
令和３年度 保護者アンケート 
 

 

 

 

  



・栄養に配慮されている様子が伺えて、とても満足しています。 

 

・バランスの取れた食事に多様なメニューバリエーションで、子ども達が美味しいと喜んでいます。  

いつも、ありがとうございます。 

 

・いつも美味しい給食ありがとうございます！ 今日の給食なにかなー？と子どもたちもいつも楽しみにしています♪ 

特にカレーが大好きで、ほいくえんのねーカレー美味しんだよーとこどもたちから大好評ですよ^ ^ 

 

・子供が好きなものも有り、家では食べてくれないメニューも園では食べてる様なのでバランスが良いと思います。 

 

・栄養満点で品数も多く満足している 

 

・給食もおやつも、娘が美味しくて好きと言ってます。 

 

・親でも食べた事ないメニューがあって羨ましいなーと思ってました。 

 

・食事のバランスが良いと思います。アレルギーは無いので、気にしてません。 

 

・豊富な献立で、家では出せないメニューもあり満足です。 

 

・家庭で作れないような食事の提供もあり、栄養バランスも考えられていて、美味しそうな給食で、大満足です。 

 

・いつも美味しい給食、おやつを作っていただきありがとうございます 

 

 

 

給食に関するご意見ありがとうございます。 

子ども達が毎日楽しく食べられるよう、給食委託業者コスモフーズ（株）に委託して 

8 年目になりますが、日々 栄養士・調理師とクラスリーダーが季節にあったメニュー 

沖縄の郷土料理メニューなどにも力を入れております。 

子どもの食べ状況（量）などを図り、 又アレルギー食のお子様にも配慮し、医師の診断の下 

保護者と栄養士・調理師・保育者が話し合い、給食を提供しています。 

毎日子ども達と共に職員も給食が楽しみです！ 

これからも、こども達一人ひとりの健やかな成長の手助けができるよう、全職員で取り組んでいきます。 

貴重なご意見、ご感想ありがとうございました。 

 

 

・全て食べてないとデザートが食べられないのは、辞めて欲しいです。  

その日の体調や活動量によっても、 食べる量が変わる年代なので、もっと考慮して欲しいです。 

毎日、旬な果物を提供してるからこそ、果物は、全員にあげて欲しい。 

 

 



貴重なご意見ありがとうございます。 

ゆたか福祉会では、食事を全量食べられなかったからといって 

デザートを食べさせないといった決まり事はありません 

職員にも確認いたしましたがそのようなケースはありませんでしたが、 

数年前にこのようなケースが発覚した際は、厳重に注意し 

再度このようなことがないよう全職員周知いたしております。 

しかし、再度このようなケースが起きないように再周知させていただきました。 

 

 

 
 

・どの先生もいつも笑顔で接してくれている。子どもに指導する際も怒鳴るのではなく、諭すように話をして下さり、

ありがたいです。 

  

・子供への声かけや一人一人の個性に合わせて、対応してくれており、とても満足しています。 

 

・コロナ禍で色んな制限がかかり保育が厳しい状況ですが、その中でも丁寧な気遣いと子ども達の楽しめる様な

工夫で対応していただき感謝しています。 

 

・おはようと変わり代わりに挨拶からはじまり、玄関周りのお花や季節毎の飾り付けや行事一つにしても子供たち

を喜ばせようと一生懸命な姿が伝わりわたしたちも嬉しく思っています。先生方の子どもたち一人一人と向き合

う姿勢が素晴らしく、わたしも大変心救われました。 子供たち同士のかけあいをみてると、普段からの園での過

ごし方、お友達とのやりとりを大切に丁寧にサポートしてくれているんだなと実感しています。 何より子供たち

が、前向きで元気なところが 1 番伝わります^ ^ 

 

・子供の目線で、優しく話しかけてくれていると思います。 

 

・クラス問わず声をかけてくれたり、笑顔で挨拶をしてくれるのは嬉しい 

 

・優しいだけでなく悪いことには叱っていただき、メリハリがあって良いかと思います。 



 

・子供達が多い中でも一人一人に合わせて対応してくれていると思います。 

 

沢山のお褒めの言葉ありがとうございます。 

保護者の皆さまからのお褒めの言葉職員の心の励みとなります。 

ゆたか認定こども園では子ども達の主体性をなによりも重視し日々の保育を心がけております 

またゆたか福祉会では「もっと笑顔でやさしくゆっくりていねいに」をモットーに保育・教育を進めています。 

職員一人ひとりが責任を持って、子ども達と関わり見本となる大人であるよう指導しています。 

これからも、子ども達が憧れる保育教諭でいられるようお互いが啓発できる環境を 

作っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

・園児の人数が多いのが 1 番の原因かとは思いますが、座っている先生や、園庭でのケガ（安全）が多い事などが

気になります。 出来ない子とは言わないですが、出来ないなりの園での先生方の配慮も改善してほしいです。 

座ってるだけなら、目配り声かけができますし、しんどい顔して保育してるのを子供たちが見てて、なにも感じな

いわけないと思いました。 コロナ禍で大変だと思いますが、明るい笑顔で保育出来る環境改善してほしいで

す。 お部屋の電気がいつも暗いのも、気になります。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 

座っていても子ども達自身で遊びを探求しその姿からヒントを得て 

保育教諭は、子ども達の好きな遊び、お友達との関わりを観察する 

見守り保育を行うというケースもございますが、 

ただ何も考えず子ども達を見守っている状況・疲れた様子が見受けられたのかもしれません 

コロナ禍ということもありますが 

ゆたか福祉会では、職員が今どのような事に悩んでいるのか 

一人ひとりの変化に気付くことが出来るように 

職員面談などを行い、 

リーダーや主幹・園長にいつでも相談ができる体制で行っております 

ゆたか福祉会では職員全員が 

いつでも家族のように互いに助け合い成長し合える 

「ゆたかファミリー」としていられる職場環境を目指しております！ 

お部屋の電気ですが、園で子ども達がリラックスして 

過ごせる環境づくりを心がけております 

幼児期は特に光の刺激に敏感です。 

とくに明るすぎる環境では子ども達が落ち着いて過ごす事が困難になります 

また、その日の天候や時間帯を考慮し、 

日中など、明るい時間などは、電気を消しております 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
・早朝に登園してるのですが、嫌な顔せずに子どもにも保護者にも笑顔であいさつして下さり、とても気持ちがいい

です。子どものために頑張って働こう！と元気が出ます。 

 

・感謝の気持ちでいっぱいです。 

ありがとうございます。 

 

・子供の園での様子を丁寧に教えてくれ、心配事なども相談しやすくいつもありがたく思っています。 

子ども達の園での様子を聞けたり、コドモンなどでの連絡も助かってます。 

 

・いつもどんな時でも、細かく園での生活を楽しそうにお話ししてくれるので、わたしたちも安心して 

迎えられています。 

とてもありがたいです。 

 

・子供の相談にものってくれて、気軽に話しやすいです。 

 

・いつどこでどの先生に会っても目を合わせて気持ちよく笑顔で挨拶をしてくださいます。 

素晴らしい心掛けだと思います。 

・コロナ禍で忙しい中、ご対応ありがとうございます。しかし、 以前よりコロナ関連の連絡が薄くなっているように

感じます。 

 

・対応指針などに変更があれば周知いただきたいです。 

 



・翌日の持ってくる物や体操着登園などイレギュラーな場合はホワイトボードに記入するだけでなく配信していただ

けると助かります。 

 

・先生たちいつも笑顔で挨拶してくれたり、今日の出来事や成長の様子をお話ししてくれるのでとても助かりまし

た。 

 

・あまり会話がないので先生が誰かも分からないです。連絡帳ないのは楽ですがちょっぴり寂しい気もします。 

 

 

とても嬉しいご意見誠にありがとうございます。 

保護者の方々からのお褒めの言葉が一番の 

保育教諭のやる気とモチベーションの向上につながります 

昨年度から「コドモン」になり、従来の連絡帳がなくなり、 

寂しく感じられることもありますが 

保護者の方々への連絡や子ども達の成長の様子などが 

スムーズに見られるように、また保育教諭の業務の軽減されることにより 

子ども達とのコミュニケーションの時間を増やし、 

子ども達の主体性の保育を充実させて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

・質問をした時に回答が場当たり的なものが多い。分からない時は、確認してから回答して欲しいです。 

 

・挨拶をしない男性職員が数名いる。 

 

・送り迎え時の駐車場への職員の配置を増やしていただけないでしょうか？ 

 

・上記に同じ 

 

・保護者への伝達が正確に出来ていない場面がありました。 

① 年に 2 回の面談時に、日程の連絡に行き違いがありました。 

担任の先生と日時の確認をした後、実際の日時が違っていた。 

Zoom と聞き、当日に自宅の PC の前で待機していると担任から電話があり「園で待ってますが…」と、こちらの

手違いの様な対応であったり。 

私たちの認識不足、確認不足もあります。園やクラス単位でコロナ禍の中、行事など変更に次ぐ変更があるかと

思いますが、コドモンにて確実な情報を記録と残していただけると幸いです。 

 

 



② 担任間の伝達 

複数担任の内、主の先生以外に質問すると「分かりません」という回答が多くて困った。「確認して後ほど報告

します」と折り返しが欲しかった。 

例えば、行事の日程確認や、準備物など。 

 

③上記①②を踏まえ、ぞう組では、就学に向け子どもへ伝達事項の確認をします。それと共に担任へ確認を取って

参りますが、伝達において正確なやり取りが出来るよう記録として、コドモンを活用いただけると読み返したり確

認が取れますので宜しくお願いします。 

 

 

 

貴重なご意見ありがとうございます。 

保護者の皆さまからの視点やご意見は私たちが日ごろから 

気をつけていますが、足りていない部分など 

再確認させていただくことが出来る機会と考えております。 

この度は不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。 

ただちに問題の改善・再発防止に努めて参ります。 

保護者の皆さまとのコミュニケーションも多く取り入れ 

お互いに信頼関係を築き上げ、子ども達のよりよい成長につなげていけるよう精進いたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・朝や帰りの挨拶など、どの先生もしてくれて雰囲気も良くとても満足です。 

 



・玄関や駐車場に充分なスペースが確保されており、動物を飼育していたりバスを所持していたりと 

沖縄の他の園には無いような環境なのでとても満足しています。 

 

・上記に同じ 

 

・どの先生に会っても、登園や降園時にきちんと挨拶をしてくれるので、気持ちがいいです。 

 

 

 

園環境について、たくさんのお褒めの言葉ありがとうございます。 

一日の大半を園で過ごす子ども達、保護者の皆さまも安心して預けられる環境を 

整備していくのも保育教諭並びに主幹、園長の務めです。 

子ども達がどんな遊びをしたのか、どんな環境で過ごして 

子ども達が自発的に自分の好きな遊びを発見し 

遊んでいくのかを重点に考えております。 

これからもゆたか認定こども園の環境は時代に沿った、 

子ども達にとって保護者の皆さまにとってベストなものにしていきます 

 

 

 

 

・園入口の門のきしみ音をどうにかしてほしい 

 

貴重なご意見ありがとうございます。 

入口のきしみ音ですが、本園では、 

分園やベビーガーデンのようにインターホンなどの設備がありません 

なのでこれまで子どもたちや人の出入りを門の開閉音で 

確認しておりましたが、代替策を相談します。 

 

 

 



 

・先生怒ったらめっちゃ怖いよ！でも大好き！！って言うのでしっかり向き合ってくれてるのかなと感じました。 

いつもその場によって手を差し伸べるべきか否か判断されているので、子供の自主性が少しずつ身についた 

気がします。 

 

・子供の性格や個性を把握されてて、それに対する対応にすごく感謝してます。 

 

・園庭が 2 ヶ所もあり、子供も園庭での遊びを楽しんでいて満足です。 

 

・第二園庭近くにも、手足の洗い場があれば助かると思いました。 

 

・子供と同じ目線で話してくれたり、話し方や対応の仕方など、毎日勉強させてもらっています！ 

いつも子供たち優先に考えてくれてありがとうございます。家では経験できることのない 

 

・泥んこ遊びや、ポンプ式の水遊びなど伸び伸びとおもいっきり遊べる環境がとてもありがたいです。 

 

・子供たちには、愛情ある教育をしてくれていると思います。 

 

・ちゃんと向き合ってるのが見てとれるし、子供を任せて安心できる対応だと思います。 

 

・いつもキレイにされていて、子供たちが安全に遊べるように整備されていると思います。 

 

・おやまがあったり、整備もきちんとされていて子供達が裸足でも安全に遊べる環境だと思います 

 

 

 

子ども達にも保護者の皆さまにもご好評をいただいて、大変うれしく思います。 

大型リニューアルをして早 4 年が経ちました。 

子ども達もめいっぱい遊べる園庭で、「まだかえりたくない～」という声も 



たまに子ども達から聞こえてきて、大変うれしく思っております！ 

これからも子ども達が思いきり遊べる素敵な園庭を目指してまいります。 

 

 

 

・足を洗ってから拭くタオル？がすごく濡れている時があり不衛生に感じる。 

 

・園庭に手洗い場が設置されていればありがたい。そのまま園庭でお迎えの時、砂だらけになっている 

手で帰るのは衛生面など気になる。 

 

 

 

貴重なご意見ありがとうございます。 

職員も心がけておりますが、不備があったこと 

大変申し訳ございません。 

衛生面でもしっかりと行えるように、園庭での配慮気をつけて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

・なかなか平日は習い事に連れて行けないので、積極的に保育生活の中で習い事を入れて欲しいです。 

色々なアドバイスをしてくれ助かりました。 

 

・子供の成長を一緒に喜んでくれたり、情緒不安定の時は一緒に悩んでアドバイスをしてくれたりと、親身になって

接していただいたので本当に感謝です。 

 



・なかなか家では取り入れることが難しいレッスンが園ではできるので、とても満足です。 

 

・小学校に上がる前に、文字や英語、体操などにふれることができ、楽しく学べてとても良いと思います。 

そのあった事を報告してくれたり、お家での様子もこまめに聞いてくださったり、いつも助かっています！ 

 

・色んなことに興味をもつきっかけにもなっています。視野が広がり、家でもこんなこといつの間に言えるようにまた

できるようになったのー？と成長を感じています！ 

 

・どんな事でも、親身になって相談にのって頂きました。 

 

・他愛のない会話や、真剣な話までちゃんと聞いてくれるのでなんでも相談しやすい。 

 

・やってる内容や目的が不明確 

 

・英語レッスンのクリス先生は、とても子供心を掴むのがうまく、楽しく英語を身につけていけると思う。 

 

・一度しかやってなくても、家でよくクリス先生の話題が出ます。 

 

・色々な経験をさせてもらい子供たちも楽しい時間を過ごせていると思います。 体操は中々家ではできない動き

などを遊びを通して楽しく運動できていると思います。 小学校へ向けて子ども園にいる時期から色々学べること

は本当に良いと思います。 

 

 

沢山のお褒めのお言葉、ありがとうございます！ 

英語レッスンでは、現地出身のクリス先生の英語を 

実際に肌身で感じ学ぶ。子ども達にとてもいい刺激になり 

英語が普段から子ども達の口から自然と出てくるほどです！ 

遊道体操でも子ども達の骨格からみる運動機能面など、 

専門的な知識からのアドバイスを保育教諭も学んでおります。 

うさぎ組さんからは文字のおけいこもはじまり、鉛筆の持ち方 

ひらがなにも触れ、小学校での学びにもスムーズに対応できる姿も見られております。 

 

 

 

 

 

 



・

先生により、伝え方にばらつきがあり、伝わりずらい事があったり、言っている内容にばらつきがある。 

 

・先生方がいつも元気で居心地がいい。 

 

・知恵具や、絵本の貸し出しなど充実していると感じます。 

 

・子どもが楽しいと話しています。 

 

・職員が明るく、園も清潔感があって気持ち良かった。 

 

・職員の先生方がお休みを取りやすい環境、残業を減らすなどの取り組みが必須だと感じます。個人的に、 

保護者向けの行事などは減らしてもいいのかなと思いました。 

 

・アルバム作り大変そうなので、豊見城子ども園みたくしてもいいと思う。手作りは、すごく嬉しいけど、先生たちが

楽になるなら、全然外部委託でもいいしです！他の保育園でデータだけ渡してるみたいなのも聞いてるので、そ

れでもいいです！同じクラス全体写真は一枚は欲しいです！ 

 

・現在、ホームページとコドモンがありますが、保護者用ページや園日記がそれぞれ別の内容だったりします。アッ

プデートを連携して内容を同一にするなど効率的化を図ってはいかがでしょうか。 また、土曜日保育の申請を

紙からコドモンにするのも効率的になるかと思います。  

 

・子どもたちの笑顔は、先生方笑顔なしでは育くむことができません。 子供たちにとって唯一無二の存在です。 ど

の世代の先生型が働きやすく、フットワークがかるい職場になってほしいとおもいます。また、存在価値をもっと

みんなに知れ渡り、新卒、再雇用が増えることをねがっています。わたしたちもできるかぎり寄り添いながら協力

していきたいと思います。応援しています！ 

 

・家庭保育が可能な日は、家庭保育を積極的に行うなど、保育士の負担軽減に協力していきたい。 



 

・去年に引き続きコロナ対策をしながら、YouTube で配信など行っていただき親としては感謝です。出来る限り研

修の為の家庭保育にも協力していくつもりなので、ぜひ、素敵な先生方が多いので、これからも継続しめ子ども

たちをみてほしいです。 

 

・全体的な賃金の底上げが保育士不足を軽減させる一番の解決策かと思います。 ただコロナ禍もあり今の社会

ではなかなか難しい問題なのかもしれません。 

 

・保育教諭の皆さんのお陰で、私達が安心して子ども達を預けて仕事に行けるのでとても助かり感謝しているので

すが、先生方の帰りが遅くなってるのでは？と、気になってます。 

 

・妊娠してお腹が大きい先生も産休前のギリギリまで？働いており、心配になりました。 

 

・職員だったので土曜日の預け先がなく、出勤できなかったことぐらいです。 

 

・前に通っていた保育園では、保育時間に外部委託でピアノやスイミングがありました。ピアノは外部講師が保育

園内で、スイミングは保育園に迎えに来て、帰りも保育園まで送ってくれました。仕事で習い事の送迎ができな

い親や、外部委託の間は保育園の先生方も休息できるので、とてもよい取り組みに感じていました。ご検討いた

だけると助かります。 

 

・先生方のご負担が減るのであれば、働き方改革賛成です。 

保育園の責任ではないですが、もう少し給料を増やしたり、毎年少しずつ増えるシステムを作ったり、福利厚生

など、役所と連携してやらないと改善できないと思っています。 

 

・保育士不足もですが、どの職場も人手不足な気がします。私も職員不足で大変な気持ちわかります。 

 

・国の補助などで、保育士さんのお給料をあげてほしいです。保育園はいろんな問題がありますが、お給与の底上

げで、だいたいのことが改善の方向に向かうと考えております。 

 

・ゆたか保育園は、先生も多く安心しています。 

時短社員や半休等で対応されているかはわからないのですが、そういう対応で働ける時間を選べたり、働く方

の選択肢が増えると負担も軽減されてそういう補う方法もいいかと思います。 

 

・保育士の給料をあげてほしい。夜間や休日に行ってた研修は現在のように土曜午後やるのは良いと思う 

職員の確保も大事だと理解しています。家庭保育依頼日は、100%協力しています。 しかし、毎週水曜日に申

請は負担が大きいです。保育依頼の◯をつけるとか、簡略化していただく、または月に一度まとめて申請、勤務

証明書を提出など、何かしら簡単にお願いしたいです。こどもんの連絡で、土曜日申請の有無を水曜日までな

ら、負担と紙の節約ができると思います。 親も働いており、お迎え時パタパタで忘れる事も多いです。 検討お

願いします。 

 

・協力出来る事はしたいと思いますが、こちらにも多いに負担がかかる事をご理解頂きたいです。 

 



 

 

保育教諭の働き方改革への貴重なご意見ありがとうございます。 

保護者の方々が我々ゆたか福祉会のためのご意見 

大変うれしく思います！ 

これまで業務後や、休日に行っていた研修会も 

土曜日の午後から行う事も出来ております！ 

職員の休暇取得も実現できております。 

これも保護者のみなさまの土曜日の家庭保育ご協力のおかげです！ 

それに伴って、保育教諭も学びを深め、専門職としての知識・技量をつけ 

子ども達によりよい保育をし、お返しいていきます！ 

ゆたか福祉会職員一同保護者の皆さまに感謝申し上げます 

 

 

 

 

 

 

 

 

・わからない 

 

・保育現場での現状はわかりませんが、将来、保育士を夢見るこたちにとって楽しく働きやすい環境になるように願

っています。 

・2 年程前の土曜保育は、土曜日も仕事がある身としてはとてもありがたいけれど、先生方の負担軽減の為には、

今のような土曜日の保育のあり方でいいと思います。 

 

・コロナは気をつけて防げるものじゃないときもあるので今のでいいと思います！ 

誰でも入室できる環境になっていますが、消毒や検温していない方をよく見かけます。 園内は消毒する箇所が

少ないなと感じます。 



 

・コロナで子供たちの見せる場(行事)が減り、 親として悔しい思いです。 決して親が満足して喜ぶ視点でもなく、 

子どもたちの達成感や貴重な成長過程での話です。 大人にとっての一年と、子供たちの一年は全然違います。 

一年、2 年、また 3 年と同じように過ごすことがなんともいえないおもいがあります。 

 

・園でコロナ感染者が出た際の対応が迅速でクラスターを起こさないよう、努力してるのが感じられとても安心して

います。 

 

・保護者のマスクなしの方を時々見かけますが、忘れた場合に入室はできないようにしてほしいです。 入口でマス

クをお渡ししてから、入室などの対策をしてもらいたいです。 子供たちにもマスク着用をさせてるのに、大人が

しないのは、見てて複雑な思いです。 マスクするしないは個人の自由ですが、せめて、たくさんの子供たちのい

る園内では、マスク着用が良識かと‥ よく見かけるのは同じ方です‥ 注意しにくいとも思いますが、せっかく

それ以外の感染対策をしっかりとされてるので‥ そこだけ頑張ってほしいと思います。 

 

・今年に入り 3 回 PCR 検査を受けており一度は陽性にもなりました。 転園となった為入園式に出られなかったの

が残念でしたが、園に通わせる以上こういったリスクがある事は自負しております。 ただ短期間に立て続けにあ

ったので少しナーバスになってしまいました。 

 

・現在の感染状況を見て、致し方ないことも承知ですが、何度かのクラスからの感染者発生になり、親の仕事への

影響が少なからずありました。 

 

・毎日、消毒作業や、普段の生活なども注意されて、とても大変だと思っています。 人数少ない中、ありがたいで

す。 誰しもかかる病気ですので、謝らないで良いと思っています。 

 

・年明けのコロナが頻発した時は心折れそうでした。園児が多い分、濃厚接触の可能性も高くなりコロナ禍では小

規模保育園が良かったのかな〜とも思ってしまいました。コロナはしょうがないとは分かってましたが… 

 

・他の保育園と比べて、登園自粛期間が長かった。 

 

・職員の確保も大事だと理解しています。家庭保育依頼日は、100%協力しています。 しかし、毎週水曜日に申請

は負担が大きいです。保育依頼の◯をつけるとか、簡略化していただく、または月に一度まとめて申請、勤務証

明書を提出など、何かしら簡単にお願いしたいです。こどもんの連絡で、土曜日申請の有無を水曜日までなら、

負担と紙の節約ができると思います。 親も働いており、お迎え時パタパタで忘れる事も多いです。 検討お願い

します。 

 

・現場職員によるコロナ感染者が多くみられる。子どもを預かる立場としてどうでしょうか？ 

 

・先生の人数に対して、コロナになる回数が多い。子どもを預かる側として、休みの日でも責任ある 

行動をおねがいしたいです！ 

 

 

・幼児の重症率も低いのに、マスク着用は辞めて欲しいです。お友達とのやり取りや先生方とのやり取りで、表情



が見えずらいし、本人の体調も見えてるのか、疑問です。頭痛や息苦しさ、子供にとってと良く無い事ばかりだと

思います。 

 

・コロナ禍の中での子どもたちや先生方の感染は致し方ない部分もあると思います。 しかし、うさぎ組よりマスク

持参とのことでそちらの方に疑問を感じます。幼児のマスク装用に対しては呼吸苦や熱中症の危険性が伴うと

聞いています。その点に対しての園の考え方や対策など教えて下さい。 

 

貴重なご意見ありがとうございます。 

家庭内での体調チェック・登園自粛要請のご協力、日々の感染対策のご協力まことに感謝申し上げます。 

新型コロナウィルスの影響を受け、園でも沢山のご迷惑をおかけしたこと、大変申し訳ございませんでした。 

集団生活の場である保育施設での感染症対策・職員の感染症対策の甘さがあったのかもしれません。 

だがしかしそんななかでもこころよくご協力いただいた事 

本当に感謝申しあげます。 

まだまだ終わりの見えない感染症ですが、 

園としても被害を最小限に抑え、子ども達の園生活・保護者の皆さまへの影響を守れるように 

日々精進して参ります。 

 

 

その他何かご意見がございましたらお聞かせ下さい。 
 

・娘が入園して 5 年間沢山の先生達に囲まれてとてもいい環境で保育園生活が送れたと思います！ 

親身になってくれ、一緒に子供達を育ててくださりありがとうございました♡ 

 

・3 年間、温かく愛情あふれる教育をして頂いた事に、心から感謝の気持ちでいっぱいです！  

親子で『ゆたかっ子』になれて、嬉しく思います。 

 

・職員不足(コロナ禍)の中でも、zoom などを利用して面談して下さったり、中止になってしまった発表会も

YouTube で配信してくれたりと、とても感謝しています！ 

 

・今回育休中のコロナ渦で家庭保育依頼中で育児ノイローゼになりかけた際の保育園の柔軟な対応をしていただ

かなかったことにお互いの「協力願い」とはと不安に感じました。他の保育園の対応を聞くと育休中の土曜日預

かりやコロナ中ではあるものの家庭保育の回数を設けるなど対応が様々でした。今後家族のサポートが難しくな

る中、仕事や家事育児ともに両立しながらも何かあった際は預けられる保育園だと助かります。こちらも協力で

きる時は協力していきたいと思ってますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。  

 

・先生方には沢山の笑顔で接して頂き、沢山お世話になり感謝しています！子どもが良い環境で伸び伸び成長出

来、色んな体験をさせて頂き貴重な時期をゆたか園で過ごす事が出来て良かったです！ありがとうございます！ 

 

・いつも園児とも親とも親身になって対応してくれて感謝だらけです。どの先生もちゃんと子供たちと向き合ってく

れてるのが凄く伝わります。本当にゆたか認定こども園でよかったです。 



 

・今年度までの利用ですが、1 歳から本当に良く見てくださり、一緒に成長を見守ってくれたこと 

感謝でいっぱいです。 

お世話になった先生方一人一人にお礼が言えなかったのが残念ですがいろんな、アドバイスをしてくれ私達親

子 3 人が成長出来た場だと思います。ゆたか保育園で卒業式がしたかったです。 本当に 4 年間ありがとうご

ざいました。 これからも、お身体に気をつけて園児を思ってくれる園でいて下さい。 

 

・次年度に使う体操着の買い替えを相談したら、注文の締め切りが過ぎたから納品まで他の子より遅れるとの事で

した。 納品が遅れる事は構わないのですが、注文期間がある事自体知らなかったのでちょっと困惑しました。。。 

コドモンの履歴を遡ったり、園だよりや HP を見ても探す限りどこにも書いてなかったので、周知の徹底をお願

いしたいです。 

 

・外遊びやバスでのお出かけも多く、とても良い経験をさせていただき、ありがとうございました。先生方の丁寧な

対応で、スクスク立派に成長しました。 お世話になり、ありがとうございました。 

 

・マスクをしていることもあり、担任の顔と名前が一致せず申し訳ない気持ちになる�前回同様、顔写真付きの職

員紹介を配布又は配信して頂けると助かります！ 

 

・子供が先生達を大好きで嬉しく思います☺� コロナ対策など大変だと思いますが、本当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いたします 

 

・うさぎ組になると昼寝が無い為、進級したばかりの頃は帰宅すると眠いし、疲れて機嫌が悪く大変でした。進級し

て 2〜3 ヶ月は 30 分でも昼寝の時間があっても良いのではないかと思いました。 

 

・いつもありがとうございます！ ゆたか認定保育園に通えて本当に嬉しいです！ 先生方、たくさんの園児がいる

中、1 人 1 人子供を見てくれてるのが伝わります！ ありがとうございます^^* 

 

・いつも子供たちの成長を見守っていただきありがとうございます。おもちゃや遊具が充実した園庭、英会話、体

操、そしてバスでお出かけなど子供たちが楽しめるように保育計画か工夫されていて、とても有難いと感じてい

ます。お家ではできないどろんこ遊びや夏のプールのスライダー遊びなど子供たちは満足しているようです。ま

た、先生方が細かく子供たちの様子を見てくれていて、息子が友達とのトラブルがあったときも丁寧に話を聞い

てもらい、解決できました。その後も様子を見守ってくださり今では楽しく登園できています。シャイな息子です

が、先生方が日頃のコミュニケーションを大切にしているので対応できたのかなと思い、とても感謝しています。 

また、上記とは別に提案です。 年長クラスでプールに通っている子が何名かいるかと思いますが、子供たちの身

体を鍛えるのにすごくいいなと考えています。英会話や体操のレッスンのように園内でプール指導はできません

が、保育時間中に外部のスイミングスクールに定期的にレッスンを受けに行くことは難しいでしょうか。参加希望

者がある程度必要だとは思いますが、他の子がプールに行っている間は教室に残る子供たちの数が通常よりも

減るので先生方は少し時間ができるのでは、と考えましたがどうでしょうか。ご検討いただけると嬉しいです。 

 

・園用 T シャツや帽子について、年度によりカラーが異なり、卒園後は使用が難しいです。SDGS 的にもリサイク

ル譲渡の仕組みがあればいいなと思います。 園スタッフ及び学童クラブのスタッフの皆様には大変お世話にな

っています。 他園の知人に話すとみな羨ましく思ってくれます。ありがとうございます。 



 

・いつも皆さんがいるから 仕事と育児の面で助かっております。 ありがとうございます。 

 

・いつもありがとうございます！先生方のおかげで安心して子供を預けて仕事が出来てます！コロナ禍で大変で

すが先生方も休める時に休んで下さい！！ これからも、よろしくお願いします！ 

 

・コロナ禍で働きづらい環境だと思いますが、毎日ありがとうございます。 元気の良い先生ばかりで、 

子どももしっかり挨拶できるようになりました。 

 

・いつも笑顔で接してくれてありがとうございます。コロナ禍ですが子供たちが楽しめるよう工夫して頂き 

大変嬉しく思います。感謝です！ 

 

・新年度から初めて入所しています。 先生たちもとても優しそうで安心しています。最近娘が SDGS って 

しってる？とこえかけが^ ^素晴らしい取り組みですね、 わたしも娘と一緒に学んでいきたいと思います♪1 年

間よろしくお願いいたします。 

 

・いつも、子供の様子を丁寧に教えてくれ、また心配事があっても相談しやすくありがたく思っています。先生たち

には日々感謝でいっぱいです。 

 

・先生達の笑顔と元気は素晴らしいです！ 

 

・いつも笑顔で接してくれてありがとうございます。 

 

・学童の方の元気な挨拶に、息子が返事できない時も、笑顔で対応してくれるので助かります。担任で無くても、学

童の優しい先生は遊んでもらえる楽しい先生と認識して好きなようなので、これからも笑顔で関わってもらえる

と嬉しいです。 

 

・子供の成長に繋げるため、コロナ禍の状況が厳しいなかでも様々な取り組みに意欲的に取り組んで下さり 

感謝です。 

 

・いつもどんな子供達にも向き合い、優しい言葉で声掛けをしてくれてありがとうございます。園長先生はじめ、 

全ての先生方最高です‼�これからもよろしくお願いします。 

 

・いつも子どもたちをありがとうございます。行事の動画配信はいつも家族で楽しくみています。 

 

・人数の多い園ですが、先生方全員で子どもたちを養護してくれて、安心して通勤することができました。 

ありがとうございました。 

 

・笑顔で接してくれてありがとうございます。コロナ禍ではありますが、子供たちの為に色々考えてくださって 

助かってます。 

 

・相談にも乗って下さったり、問いかけにもすぐに返答頂けたり、細かく対応して下さった事大変感謝しています。 



先生方自身もコロナ感染予防など気を張っている中、子供達への配慮などありがとうございました。 

 

・瑠美先生、直政先生をはじめ、りす組の先生方には大変お世話になりました。いつも温かく時には厳しく接してい

ただいたお陰で、息子はのびのび育ち、優しい気持ちを持てる子になっています。また私達にも必要時に息子の

様子をお話しいただき、成長なども知る事が出来うれしかったです。不安に思っていた事にもアドバイスいただ

き、とても参考になりました。コロナ渦の保育でご負担も相当大きかったと思います。その中でも細やかに対応し

ていただき、本当に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。 

 

・学童対象ではないので。 

 

・日々の先生方の温かな保育に感謝申し上げます。平日、安心して働き、週末に子どもと目一杯過ごせるのも保育

園の先生方のおかげです。 ありがとうございます。 私が特に感じるのは、ゆたか認定子ども園の先生方はあい

さつがとても素晴らしいと思います。まさに子どもの手本となる大人だと思います。私も見習ってます。 これから

もどうぞよろしくお願いします。 

 

・笑顔で接してくれてありがとうございます。 

 

・新入園児として入ってきましたが、園の先生のお人柄重視でこの園を選びました。 明るく優しい対応に、 

とても嬉しく思います！ 安心してこどもたちを預けられること、大変感謝しております。 今後ともよろしくお願い

いたします( ᵕᴗᵕ ) 

 

 

 

子どもたちや私たちを取り巻く環境として新型コロナウィルスという存在に大きく振り回されております。 

保護者の方々に多大なるご迷惑やご協力誠に申し訳ございませんでした。 

そんななか、新しい保育の在り方を私たちは日々追いかけておりますが、私たちが日々保育をしていく中 

なかなか気づきにくい事を、保護者の方々からの色々な意見や視点を教えていただき感謝しています。 

これからも、地域に愛され、子ども達、保護者の皆様にも愛される 

ゆたか認定こども園・保育教諭でありたいと思います。  

これからも、子ども達の成長を第一に考えよりよい「ゆたか福祉会」を目指してまいります！ 

ありがとうございました！ 

 

 

 


