
◆◇ 保護者アンケート 集計と来年度に向けて ◇◆

（そう思う） （どちらかというと、そう思う）A B

（どちらかというと、そう思わない） （そう思わない）C D

家庭数 １２１ 回答 ７８ 回答率 ％64.5
家庭数13 回答数 ７９ 回答率 59.3％ ）（ R1

今年度、もも組・年少組さん）１ 入園を決めた理由を２つ教えてください （

・距離（自宅職場から） ９ ・安心感（雰囲気など） ５

・どんぐり教室から ４ ・兄弟・家族が通園していた ３

・預かりがあるから ２ ・園バスがあるから ２

・専科教室・信学会ブランド・小人数・無償化 １

今年度、もも組・年少組さん）２ 実際に通わせてみて良かった点を教えてください （。

・子どものよいところを伸ばしていただいている。

・子どもが思いっきり遊んでいる。

・友達との関わり方を学んでいる。

・集団行動を学んでいる。

・子どものことをよく見てくださっている。学べる

・子どもたちがゆっくりと学んでいる

・子どもたちがのびのびと遊んでいるところ

・言葉の習得やダンス・歌など家では難しいこともたくさんできるようになった。

・野菜を食べられるようになった。

・子ども同士の影響刺激によってできるようになったことが多い。

・先生方の笑顔、クラスに関係なく温かく接していただいている。

・先生方の対応がしっかりしている。

・園全体で子どもの名前を覚えてくれていて声がけやコミュニケーションをとってく

れるので子どもが上田幼稚園が大好きになりました。

・先生方の子どものことをきちんと「～くん」と呼んでくれている。

・先生方が私たちが気づかない細かなことまでお話ししてくださっていて安心すると

と もに成長を感じる。

・自分でできることが増えた。

・降園せずに専科教室に行くことができることがいいと感じます。

・園外保育など経験の幅が広がっていきます。

・自分でできることが増え自立する心が芽生えてきている 」。



３ お子さんは安心して、楽しく園に通えていますか？

R2 R1

４ 園の教育方針や教育内容について、分かりやすく伝えられていますか？

R2 R1

５ 子どもやクラスの様子について、分かりやすく伝えられていますか？

R2 R1

A 46 58.9%

B 19 33.3%

C 0 0.0%

D 0 0.0%

A 63 80.3%

B 15 19.2%

C 0 0.0%

D 0 0.0%

A 60 75.9%

B 19 24.1%

C 0 0.0%

D 0 0.0%

A 45 56.9%

B 32 40.5%

C 4 5.1%

D 1 1.2%

A 47 60.3%

B 27 34.6%

C 4 5.1%

D 0 0.0%

A 48 60.7%

B 26 32.9%

C 3 3.8%

D 1 1.2%



６ より良い上田幼稚園になるために、園の保育・教育内容についてご提案があれば教え

てください。

【園の雰囲気、支援者として】

①子どもの送迎時にもっと活気があればと感じることがある。

②コロナ禍の中で、クラスのことがわからないことが多く、保護者と先生方や保護者同

士の距離が広がった気がします。

③お願いしたことが伝わっていなかったり、連絡ミスなどがあり残念に思うことがあり

ました。お忙しいのは重々承知はしているのですが、先生方の連携をさらに密にして

いっていただけたらと思います。

④子どもや親の気持ちを考えながら、さらにやさしい園になりますように願います。

⑤連絡帳をたくさんかいていただきとても心苦しいとは思うんですが、それを上回るう

れしさがあります。本当にすみません。ありがとうございます。

私たちの姿勢についてご指摘をいただきました。連絡ミスによって重大な過失が生じ

ることがあります。確認体制を含め、見直しを図り、細心の注意を払っていきたいと思

います。また、明るく接することを心がけていても不十分であることや誤解を招くこと

もあります。ご指摘を真摯に受け止め、園全体のよりよい雰囲気づくりに取り組んでい

きたいと思います。

【園運営】

①コロナ禍の中で大きな行事はなんとか行うことができたこと、先生方のご尽力に感謝

です。

②保護者と一緒の記念写真は、入園式（年少・もも）の時だけでもいいのではないかと

思います。年中の入園式の写真について、わざわざ登園しなくても子どもたちだけの

写真撮影でいいのではないでしょうか （子どもの集合写真あると嬉しいのですが‥。

‥）

③アンケート方法について、去年は箱への提出でしたがまた元に戻ってしまったのでし

ょうか。

④写真やひとり一人のことがかかれた「おたより」によってクラスの様子がよく伝わっ

てきます。今年は、コロナで活動を見る機会が少なかったのでとてもありがたく感じ

ました。

⑤休んだ際の金曜日に必ず荷物を取りに行かなくてはいけないことに困ることがありま

す。下の子が小さいときや、高熱で休んでいるときに荷物を取りに行くためだけに外

出するのは本当に大変です。臨機応変に対応できないでしょうか。

⑥車コースの廃止や元気のいい先生がいなくなるなど上田幼稚園の魅力がうすくなって

きているように感じます。

⑦例年の通りに活動ができないときに、ガイドラインを決めて早めの決定をしてくださ

ったことはとてもよかったと思います。子どもたちの安全安心は親としての安心につ

ながります。これからもこのようにしてほしいと思います。

⑧コロナ禍では難しいと思いますが、自由参観ができる機会があればいいと思います。



⑨参観日について、保護者と一緒の制作よりも、子ども同士の結びつきや先生方との関

わりなどの場面を設定していただけるとありがたいと思います。

⑩運動会やおたのしみ発表会は、子どもたちのことを時間的にもスペース的にもゆっく

りと見ることができるので、コロナに関係なく、各学年ごとの開催にした方がよいと

思います。

【コロナ禍における園運営】

保護者にかかわる活動（運動会・音楽会など）について、事前に警戒レベルに応じた

対応をお知らせするように努めてきました。しかし、たくさんのご心配をおかけしま

した。

その中で、例年の園活動では見えなかったいくつかの課題も見えてきました

②入園式の日に年中さんが記念写真と の理事決めを行っていました。学級が変PTA

わったとはいえ、来園してもらう必要があるのだろうか検討しています。

⑩北小学校での運動会について 園庭での学年ごとの運動会について ゆっくり 余、 「 」「

裕があった」などなど、コロナ禍のこととはいえ、高評価の感想が多く寄せられま

した。駐車場を近隣で確保することができたことで移動がスムーズに行えたことも

。 、 、よかったのではないかと考えます 来年度以降 会場をどうするかと考えたときに

北小学校で行う運動会について、改めて問い直してみたいと思います。

・メリット ：三密の解消（逆にゴール付近は三密の心配 、全学年の見学、駐車）

場の確保 など

・デメリット：経費（運搬車、放送設備、トイレ 、練習と本番との位置関係のず）

れ、退場時の混雑、準備の大変さ （前日準備の限界、判断の難し、

さ）など

年々、園児数の減少は確実であることも含め、園庭で行った運動会について子どもの

姿を中心に検証を行い、来年度以降の会場について検討していきます。

【⑥車コースの廃止について】

園からの通知があまりにも唐突であったために不信感を与えてしまいました。昨年か

ら、何度も交通渋滞に対する近隣の皆様からの抗議のお電話をいただいておりました。

今年になり、チャイルドシートの取り付け位置のお願いなどで、なんとか渋滞の解消し

ていきたいと考えましたが、直接に園に来られた方から「何度話しても解消をしないこ

と。今後は、関係機関に相談をしていくしかない」というお話をいただき、事務局とも

相談の上廃止をさせていただきました。説明が不足をしていたことをおわびいたすとと

もに、ぜひご理解ご了承をいただきたいと思います。

【⑤金曜日の荷物について】

金曜日の荷物の引き取りは決して「ルール」ではありません。夏場の衛生管理など可

能であれば引き取りに来てほしいことなのですが、お子さんが具合が悪いときや小さな

お子さんがいらっしゃるときは、来園することが難しいこともあります。そのときは遠

慮なくお申し出ください。もし急ぎの連絡があったとしても、別の方法を考えていきた

いと思います。

【⑨参観日について】



自由参観日の設定の要望があることは承知をしております。曜日や参観場所など様々

な観点から検討をさせていただきました。しかし、子どもたちの不安定さを誘発してし

まうことが多く、なかなか難しさがあります。今後も検討は続けていきますが、今年度

から始めた動画配信によって日々の日常にも思いをはせていただければと思います。

【③アンケートの提出方法について】

コロナ禍の中で子どもたちの姿を見ていただくことができなかったために、参観日・

個人懇談会終了後に提出をお願いしました。古封筒に入れての提出、開封は園長という

ことで匿名性は担保されていると考えていますが、さらによりよい提出方法を検討して

いきたいと思います。

【活動内容】

①コロナ禍の中で園活動を継続していただき感謝です。

②コロナで大変だとは思いますが、幼児期は、友達との関わり方や社会への第一歩とし

て非常に重要な時期だと思います。安心できる環境づくりやできないことの代わりに

なる活動などに取り組んでいただき安心を感じます。

③自分の意見を主張することや考えをまとめるため、そして人格形成の基礎を培うため

に幼児期はとても重要だと思います。人生を豊かなものにするためにも、多くの経験

をして可能性の芽を性を見つけていってほしいと思います。

④活動時の人選について、仕上げのイメージは大切なことだと思いますが、自分で決定

し本人のやる気で行うのも大切なことかなと考えています。もちろん、音がずれたり

、 。してしまうこともあるでしょうが その子のがんばる姿はステキなことだと思います

コロナ禍の中で様々なことを企画してくれたことに感謝しながら。

⑤プログラミングやｉｐａｄなど時代に沿った教育内容を考えていってほしい。

⑥工作する時間が多いと思います。もう少し英語や文字の勉強が増えたらいいと思いま

す。

⑦動物の飼育などはいかがでしょうか？生き物に対する興味・関心が向上して知的な面

と心の面での発育を促せるのではないかなと思います。

⑧川遊びなど危険のない範囲で取り入れたりするのはいかがでしょうか？

①年長のものしり博士の活動はとてもよいことだと思います。何かの目標を決めて取り

組んで成果をまとめるというのはどうでしょうか？子どもの成長が見える化されると

思います。

⑩年中さんについて、ある時期からお昼寝の時間を減らすかなくす方向で、別の活動を

考えてみるのはいかがでしょうか？お昼寝であまり寝てしまうと、夜なかなか眠るこ

とができないので。

様々なことにご提案いただきました。これらのご意見を参考に、子どもたちの成長

の変容や安全安心の観点から、学指導要領の枠の中で来年度の教育課程を編成してい

きます。

【環境整備】



・子どもたちの数が少なくなったことにより、とてもていねいに見てくださっているこ

とを感じている。

・いつも子どもたちのためにいろいろ考えていただきありがとうございます。

・クラスの人数が少ないと、先生方も親も余裕がありとてもいいことだと思う。

・預かりのテラスの砂埃について、荷物の下にシートを敷くなど改善をしてほしい。

・子どもの目が行き届くように、クラスの人数を少なくしたり複数担任制にしていただ

ければありがたいと思います

一学級の園児数についてのご意見を多くいただきました。学級の人数などについて

は、園独自で検討はできません。国の法律に基づき編成を行っておりますが、皆様の

要望を事務局にお伝えし協議をさせていただきたいと思います。

【送迎・園バス、 活動など】PTA

・駐車場の件で近隣の方々に先生方が謝らなければならないのはおかしいと思います。

私たちがしっかりと駐車場所を守っていきましょう。

・体育バスについて、バスロケをやってくださるとありがたいと思います。

・ の理事については、クラス数が減少してきていることを考え、クラスごとの人数PTA

を増やしたらどうかと思います。

コロナ禍の中で今年度の 活動は４役で行っていただきました。昨年度から、役PTA

員の定数や活動内容については継続審議となっているとお伺いしています。上記のご意

見についても 役員の皆様にお伝えしていきます。PTA


