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中海こども園保護者アンケート結果報告
保護者の皆様には、お忙しいところアンケートにご協力いただきありがとうございました。
今回のアンケート結果の集計ができましたのでご報告させていただきます。

結果報告

アンケート回収状況
配布数 67 世帯

回収数 32 世帯

回収率

47.8%

前回 配布数 61 世帯

回収数 42 世帯

回収率 68.9％

回収率47.8％

問１ お子様の担当クラスをお答えください。
お子様が 2 人以上いらっしゃる場合は、それぞれのクラスに〇をお願いします。

内

容

回答数（件）

割合

①ゆめ

4

9.1%

②ひかり

8

18.2%

③そよかぜ

7

15.9%

④だいち

8

18.2%

⑤たいよう

8

18.2%

⑥あおぞら

9

20.5%

44

100.0%

統

計

①ゆめ
⑥あおぞら
②ひかり
⑤たいよう
③そよかぜ
④だいち

問２ 現在の中海こども園の教育・保育の内容に満足していますか。

内

容

回答数（件）

割

合

大変満足している

17

48.6%

おおむね満足している

17

48.6%

どちらでもない

1

2.9%

やや不満

0

0.0%

大変不満

0

0.0%

35

100.0%

統

計

どちらでもない

おおむね
満足して
いる

大変満足
している

問２で“そう感じた理由？“の自由記述
大変満足している
・地域の方とも交流を持っており、季節に応じた経験をさせてもらっていて、楽しそうに感じます。
・園外保育やイベントが多く、子どもも喜んでいるので。
・家でできない事をしていただいている。
・毎日楽しそうに通園している姿を見て嬉しいから。
・先生方皆さんが優しく子どもと接してくれていて、子供も楽しそうにしていると思う。
・先生方が親以上に一生懸命だと思う。
・送迎バス、行事、給食などとてもありがたく思っている。
おおむね満足している
・いつも注意深く見てくれていると普段の「れんらくノート」からよく感じる。
・子供達や親が笑顔で通園出来ている人が多いと思った。
・何かあればすぐ連絡してくださり、状況がよく分かるのでありがたい。
・大和善隣館の理念や保育の考え方が良いと思い入園しているので満足しているが、公立の時の流れもあ
るので煩わしいと感じる事もある。
・教育などに関しては大変満足している。
・いつも安全に保育して頂き、とても感謝しています。
※内容の似ている記述が複数ありました。一つの意見にまとめさせていただきました。

問３ 保護者の皆様に対する職員の関わり方等についていかがですか（おたより・連絡帳なども含む）
どちらで
内 容
回答数（件）
割 合
もない
大変満足している
16
45.7%

おおむね満足している

17

48.6%

どちらでもない

2

5.7%

やや不満

0

0.0%

大変不満

0

0.0%

35

100.0%

統

計

おおむね
満足して
いる

大変満足
している

問３で“そう感じた理由は？”の自由記述
大変満足している
・いつも玄関で出迎えてくれ、とても話しやすい雰囲気。連絡ﾉｰﾄもとても丁寧に書いてくれて子供が楽
しんで通っているのが伝わってくる。
・連絡帳に活動などの様子をとてもたくさん記入していただき、読むのが楽しみ。様子がよく分かる。
・おたよりや連絡帳に満足している。
・おたよりは月に 1 度とても楽しみ、特にわが子の誕生月。
・子育てで悩んでいることを相談すると、子どもの事をしっかり考えて相談にのってもらえるので感謝し
ている。
・毎日忙しいのに、連絡帳を一人ひとり書いてくれて、毎日クラスごとのおたよりまで作ってくれること
に感謝です
おおむね満足している
・迎えに行った際など、変わったことなどあれば教えてくれるのでありがたい。
・良く対応してくださっていると思う。わが子のダメな所だけでなく、かわいい姿、良い姿を上手に見つ
けて伝えてくださる先生がいらっしゃって、本当に嬉しいなと思う。
どちらでもない
・連絡帳に家での様子を書いてもそれに対する反応やコメントがない時が多いので、必要なこと以外は書
かなくなった。
・１階の先生方のお部屋について、送り迎え時目が合って、挨拶して入っても何もされない時があり、気
持ちのいいものではない。一人一人に挨拶するのは大変なので、そのように決められているのかもしれ
ないが、それならガラス張りにされない方が良かったのでは

問４ お子様の様子はいかがですか

内

容

回答数（件）

割

合

園での生活をとても楽しんでいる様子

22

62.9%

園での生活をそれなりに楽しんでいる様子

12

34.3%

園での生活をあまり楽しめていない様子

0

0.0%

園での生活を嫌がっている様子

0

0.0%

未記入

1

2.9%

統

計

未記入

それなりに
楽しんでい
る様子

とても楽しんで
いる様子

35 100.0%

問４で“そう感じた理由は？”の自由記述
生活をとても楽しんでいる様子
・風邪や熱が出たときなども含めて、休み明けは一つも嫌がらず、すすんで園に行きたがるから。
・行きたくないという事が減った。
・園で作ったモノや歌やダンス等、たくさん覚えてきた事を家でも一人で楽しそうにしているので、日に
日に成長しているんだなぁと感じている
・
「今日 OO の日や！」とイベントのある日はワクワクしている
・
「早く園に行きたい」と言う。休み明けでも行きたがらないことはほぼ無い。
・お休みの日でも「園に行きたいな！早く月曜日になってほしい」など楽しみにしている。
・帰ってくると「今日○○ちゃんと○○くんと○○した」と言ってくれてとても楽しそう。
・嫌がらず、ぐずらずに毎日楽しそうに行けている。
生活をそれなりに楽しんでいる様子
・行きたいとも、行きたくないとも言わないので。
・朝は嫌がることもあったが、帰ってきたらうれしそうに遊んだことなどを話している。
・度々先生の名前を口にしたり、覚えた手遊びうたなどを披露したりしてくれて楽しそうにしている。

問５ 昨年度より、良くなったこと、改善してほしいことがありましたらご記入ください。

良くなったこと
・新しい園舎になり、駐車場が広くなった。
・昨年同様、連絡帳に本日の様子がわかりやすく書かれている。
・自由にやっていて良い。
・園外保育や食育(クッキング）などが増えて、子供達が楽しそうなところ。
・新園舎 1 年目となった年だったが、セキュリティ面で、フェンスがあったり、職員室から玄関が良く見
えたりしてとても安心して預かってもらえた。
・衛生面。
・運動会や夏祭りの時の動線がスムーズになった。
・遊戯室の活用。
・こども園としての夏祭り。
・裸足保育になったこと。
・運動会、発表会で一人ひとりの顔がよく見えて良かった。
・各国の料理を食べ、珍しいので喜んでいる。
・布団が軽くなって嬉しい。
・園舎が明るくてアットホーム。

改善してほしいこと
・使い終わった食事エプロンのゴムが伸びるの
で、巻き付けて返すのはやめてほしい。
・登園時に誰も出てこない。

・挨拶しても返ってこないことがある。
・遠足等イベントで園から出るおやつがうまい棒
やﾊｯﾋﾟｰﾀｰﾝだったが、加工菓子の中でも特に添
加物の多い製品です。子どもの健康を考えると
このような製品は避けてほしい。チップスター
の時もあったが、原材料への不安（調べてみて
下さい。遺伝子組換ワースト 3 に入っている）
量共に不適切だと思う。
・玄関のハンガーを丈夫なものにしてほしい。
・工作（制作）をする時やどろんこ遊びをする時
は、スモックを使って欲しい。スモックがない
なら少し大きなサイズの園用の服を上から着
せるなど工夫をして欲しい。
・迎えに行った際、呼び出してもなかなか出てこ
ないこともあるのでお願いしたい。

・夏祭りの打ち上げ花火は恒例にして欲しいが、
打ち上げる際の安全確保を十分に行って欲し
い。
・発熱時にすぐに迎えはなかなか難しいのでもう
少し様子を見て欲しい。
・行事ごとの詳細をもう少し早く連絡してほし
い。
・クラスの先生以外の先生方、給食の先生方も親
にとっては、感謝の対象です。どんな先生なの
かおたよりなどに登場してもらえたら嬉しい。

園の対応
・ゴムを巻き付けないように今後気を付けていき
ます。
・朝は、8:３0～9:00 までは職員が玄関に立つよ
うにしています。もしも、誰もいなかった場合
は、職員室にお声をかけて下さい。
・挨拶はとても大事なことですね。徹底させてまい
ります。
・遠足のおやつについては検討します。

・ご迷惑をお掛けしました。順次交換しています。
・来年度よりご希望の方にはスモックを購入して
頂き、着用していきます。

・子ども達は、呼び出されてから使ったものを片付
けていますので、多少時間がかかることもあり
ます。時間がかからないようにしていきますが、
ご理解の程よろしくお願いいたします。
・保護者役員会に伝えて、十分気を付けて行なって
いきます。
・子どもの体調を見ての判断なので、ご協力よろし
くお願いします。
・連絡が遅くなることもあり、ご迷惑をおかけしま
した。今後は遅くならないように気を付けてい
きます。
・職員の顔写真は玄関に貼りだして紹介していま
すが、おたより等での職員紹介は今後検討して
いきます。

問 6 最後に教育・保育の内容について「こんなことしてほしい」など具体的な意見・希望がありましたら参
考までにお聞かせください。
・異年齢交流として、１クラス違いだけでなく、もう少し上のクラスとの交流も増やしてほしい。
＊異年齢交流は中海こども園の特色の一つでもあります。自然に交流できるように環境を整えていき
たいと考えています。
・食事が終わるごとに口の周りを軽くでもいいので、洗ってほしい。迎えの度に口が汚れていたり、荒れて
いたりしている。
＊申し訳ありません。十分に気をつけていきたいと思います。
・今後もかきかた教室やお茶のおけいこ等を継続してほしい
＊継続の予定です。
・1 人 1 人の個性を開花させるようなプログラムがあると良い。スポーツ、絵など。集中力を養うもの等。
＊中海こども園では、体育あそび、かきかた教室、お茶のおけいこ、日本語で遊ぼうを行っています。

今のところこれ以外のことは考えておりません。日々の遊びが充実するよう物的・人的環境を整え、
遊びの中での学びを育んでいきたいと考えています。
・子どもの個性を理解してくださり、温かく見て、受け入れて頂いていることに感謝。
・これまで通りで大丈夫。ありがとうございます。
・保育で便利だと思うことはどんどん利用したり、保護者に提案したりしてほしい。園側が保護者にお金を
負担させることになるしな…と思う事でも、園側が思うほど、負担することを保護者は気にしていない事
と思う。公立の時からの流れがあっても、良い所と改善したほうが良い所をはっきりさせて、より良い流
れに変えて中海こども園をさらに良く変えていって下さい。
＊保護者のご意見を真摯に受け止め、改善が必要な点は、検討させていただきます。
・家で洗濯の際に悩むことがある。食品以外の場合、何で汚れたのか教えてもらえると嬉しい。（汚れるこ
と自体は全然かまわないが、洗濯方法の参考にするため）
＊お伝えするようにします。
・あいさつがきちんとできて、小学校へ入るまでに自分の名前が書けるようになるなど。
＊あいさつはとても大切なことです。日々の教育・保育の中では欠かせないことだと思っています。
自分の名前は、かきかた教室で取り組んでいます。
・園での先生が撮ってくれる写真、大好きです。
・親子遠足。２人 3 人の子どものお母さんの負担が少なく出来る様な（子供がいなくなってしまう等）場
所ではどうかな？と思う。行きたい場所ならご家族で行く事も出来るので、とにかくお母さんが一人でも
子供を安全にすごせる環境で親子遠足か親子で楽しめると良いなと思う。距離は近くても楽しく安全に
遊べる事を望みます。
＊晴雨共に利用できる場所は限られてくるため毎年同じ様な場所になりますが、行先にご意見があ
ればお伝えいただけたらと思います。職員も毎年検討しています。
・いつもありがとうございます。

たくさんの貴重なご意見ありがとうございました。
保護者の皆様の貴重なご意見を真摯に受け止め、今後の教育・保育の向上に努めて参りたいと思います。
保護者の皆様方にはこれからも引き続き、中海こども園の教育・保育にご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。

