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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 73 世帯

回収数 ６０世帯

回収率

82.２%

前回 配布数 6７世帯

回収数 ３2 世帯

回収率 47.８％

回収率82.2％

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

7

11.7%

②ひかり

7

11.7%

③そよかぜ

14

23.3%

④だいち

13

21.7%

⑤たいよう

9

15.0%

⑥あおぞら

10

16.7%

60

100.0%

合

計

容

大変満足している

回答数（件）

割

31

59.6%

どちらでもない

4

7.7%

やや不満

2

3.8%

大変不満

0

0.0%

計

５２

１

⑤たいよう
③そよかぜ
④だいち

合
28.8%

合

②ひかり

どちらでもない

15

いる
おおむね満足している

⑥あおぞら

やや不満

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

①ゆめ

100.0％

大変満足
している

おおむね満足している

問２で“そう感じた理由？“の自由記述
大変満足している
・園での行事はなくなり残念ですが、先生方が感染症対策をしっかりとし、動画配信などを行って、園
での様子が見られるので良いと思う。
・コロナにより園内保育しか出来ない中で、
（クマも有り）十分すぎる程、色々と工夫して考えてくださ
っていると思う。
・他園の情報を聞くかぎり、しっかりゆるめず対策を行っている。
・自宅ではなかなか出来ない行事や遠足など、子どもが喜ぶことを企画してくださりありがたい。
おおむね満足
・運動会、発表会が子ども達だけのものになってしまったのは、少し残念だった。保護者の人数を制限
するとか、平日にそれぞれのクラスを分けて実施する等検討してほしかった。特に、年長さんの親は
かわいそうだと思った。
・仕方がないことですが、直接、園での生活を見られないのは寂しい。
・保育の内容が全く分からない。保育参加もないし、写真も動画もデジタルで見逃しがち…。
どちらでもない
・コロナで感染症対策もバッチリしていただいてありがたいが、行事がほとんどなく親としてすごく寂
しかったです。
やや不満
・WHO や海外では６歳未満の子供にマスクは非推奨（適切に取り扱えず、かえってリスクが増す）との
ことで、出先ではしないと入れないこともあったりするけど、園くらいはつけさせなくてもいいんじ
ゃないかと思った。
（多分マスクしないと心配な人が多いので難しいのかなと思うが…）不満なことは
それだけです。
（私的にはしっかり団体行動やコミュニケーションを大事にしてほしいからソーシャル
ディスタンス等もいらないかなと感じる）
・初めの頃はありがたく頼もしかったのですが、発表会が無く残念。他の園では工夫して行っていたの
に中海だけ無いのが疑問だった。ビデオぶれすぎ。
※内容の似ている記述は、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）

内

容

回答数（件）

割

合

大変満足している

21

41.2%

おおむね満足している

28

54.9%

どちらでもない

1

2.0%

やや不満

1

2.0%

大変不満

0

0.0%

51

100.0%

合

計

どちらでもない

やや不満

大変満足している

おおむね満足している

問３で“そう感じた理由は？”の自由記述
大変満足している
・毎日事細かく子どもの様子を連絡帳に書いていただき、園での様子がよく伝わってくる。連絡帳の内
容を元に、子どもと会話したりとコミュニケーションにもなっている。安心感がある。
・おたよりは園での様子が分かりやすく書いてあり良い。
・いつもどの先生も笑顔でご挨拶してくださる。連絡帳なども電子に変ったが、しっかりと一日の様子
を教えてくださりありがたい。
おおむね満足している
・クラスだよりが隔月になって残念。
・色々相談にのってくださりありがたい。
・ゆめ・ひかりの先生方がいつもしっかり子供のことを見てくれているんだなーと感じる部分も多く…
親に対する配慮だったり、心づかいも温かくて大好きです！
・担任以外の玄関に立たれる先生が入園したての我が子の名前を覚えて呼んでくれて嬉しかった。
・必要な物（リュックや水筒等新たに買って準備がいるもの）があらかじめ決まっていれば、もっと早
めに教えてもらえると準備が助かるのでよろしくお願いします。
どちらでもない
・先生によるが、帳面の誤字脱字内容の無さ伝え方が悪い。園での忘れ物、入れ間違いを子どもの言い
訳にする。最後のチェックするのが保育者ではないか？
※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。

２

問４ お子様の様子はいかがですか

内

容

あまり楽しめて
いない様子

回答数（件）

割

合

園での生活をとても楽しんでいる様子

33

64.7%

園での生活をそれなりに楽しんでいる様子

16

31.4%

園での生活をあまり楽しめていない様子

2

3.9%

園での生活を嫌がっている様子

0

0.0%

合

それなりに
楽しんでいる様子
とても楽しんでいる様子

51 100.0%

計

問４で“そう感じた理由は？”の自由記述
園での生活をとても楽しんでいる様子
・園に行きだしてからの成長がすごく、特にお遊戯が大好きだったみたいでお家でやっている。
・連絡帳に書いてあることを子どもに聞いたりしていると楽しかったと言ってくれ嬉しく思う。
・園で色々と経験させていただき、家での遊びも以前より広がり、食事面でも好き嫌いが少なくなった。
・お返事も増えたようで○○と遊んだ！△△とかけっこしたなど色々と教えてくれるようになった。園
の写真もとっても笑顔の写真が多い。
・もっと保育園で遊びたいと言ってたり動画配信で楽しそうにしている。
・友達と楽しく交流でき、毎日嬉しそうには話してくれる。時々けんかもあるようですが、先生方がし
っかり仲裁してくれているようで安心。
園での生活をそれなりに楽しんでいる様子
・お帳面の内容や先生からの話を聞く中で楽しんでいるようなので。
・なかなか協調性を持って接するのが難しく、時々落ち込んでいることがあった。
・転園初年度で新しい環境になじんでいるか心配（本人はしゃべらないので）で知るすべがなく少し不
安だったが、本人は楽しんでいる？様子だった。
園での生活をあまり楽しめていない様子
・毎日、行きたくないと言っています。行ってしまえば楽しいんだと思うのですが・・・。
・帰宅後に「今日はどうだった？」と聞くと「楽しくなかった」という返事が多かったため。朝園の玄関
前で嫌がることがふえた。
※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。

問５ 今年度を振り返り、良かったこと、また、改善してほしいことがありましたらご記入ください。

良かったこと
・コロナ情報など常に気を配って連絡などしてくれたので良かった。
・コロナ禍の状況の中では、子どもは上手く対応しながら生活をおくれている様子で、その中で成長を感
じることが出来ています。
・コロナで行事 etc 中止になり寂しいですが、動画で子どもの様子を見れたことはすごく良かったです。
正直クラスだよりより、ムービーの方が子どものありのままの姿が見れて嬉しい。お忙しい中編集も大
変だったと思います。ありがとうございます。
・学校は休校等になっていたが、園は通常通り子どもを預けることが出来たので感謝している。
・感染予防のマスク、手洗いの習慣ができてよかった。
・制作活動にたくさん取り組めた
・から弁の日など、園内で楽しめることを工夫して頂き、本当に感謝です。
・剣舞や表現会を見れたこと
・家では、なかなか運動遊びをする事が出来ないので、平均台を渡ったり、体を動かしたりする活動が多
くて嬉しい。
・園外保育が多くなり、とても楽しみにしていて良かった。

３

・改善してほしいこと

＊園の対策

・発表会や行事を少しでもできないか考えてほし
かった。
・どんな形でもイイので、運動会、発表会どちら
かを直接みたかった。
・お楽しみ会（表現会）は日にちをかえておこな
ってほしかったです。
・年長の保護者行事はビデオ撮影させてほしい

＊今後も、with コロナの中で生活することになり
ますが、行事のあり方を（保護者が参加可能なの
かも含め）検討していきます。

・入園の時からコロナで園内に入ることができ ＊ホームページをご覧いただきありがとうござい
ず、我が子のクラスの部屋がどのような感じ
ます。HP の他にも園の情報として園だより・ク
（環境設定や雰囲気）なのかわからず気になっ
ラスだよりや動画配信などもありますので、ぜ
てました。HP に各部屋の写真（室内の雰囲気）
ひ活用してください。ホームページでも、園での
を載せて頂くと親は安心できるかなと思いま
様子を随時更新できるよう努めていきます。
す。HP も大事なツールなので、園生活の様子
（何気ない日常）もどんどん更新してほしいで
す。
（よ～く探したら写真ありました！）
・こども園の様子が全然見られないので動画が見
られて嬉しいが、先生たちがずっと撮っている
ので違和感が…固定カメラとかで見れる方が
いいような。
・コロナで園の様子が分からないため、連絡帳で
の写真がもう少しあると嬉しいです。
・動画配信をもっと増やして欲しい。
・作った作品を見たい。
・もう少し様子が分かるといいし、誰がどんな人
が保育しているのかも分かると良い。

＊固定して撮影するやり方も、今後検討していき
たいと思います。ですが、撮影場所の範囲が広い
と画面に映しきれず、どうしても操作が必要と
なってしまいますので、あらかじめご了承くだ
さい。
また、今年度は、おうちえんの動画配信でも、
これまで保護者の皆様が参加していた行事のみ
動画を保存できるようにしました。普段の教育・
保育の様子も知っていただけるようにしたいと
思います。

・イベントが出来ずお金が足りるなら園の事に使
ってほしい。

＊ありがとうございます。保護者会費は、夏祭り・
運動会・クリスマス会などの行事のプレゼント
等で使わせていただいております。子ども達も
大変喜んでいます。

・これからはオンラインの時代になるのかもしれ ＊３・４・５歳児はオンライン連絡帳を導入しまし
ませんが、個人的には、オンライン連絡帳より、
た。お子様の園での様子を画像で入れることが
ノートに書く連絡帳の方がさっと書けて良い
できます。また、手書き同様に文字も多く書くこ
なと思いました。
とができ見やすいです。このまま継続して参り
ますのでご理解ご協力下さい。
・写真はネット注文ではなく、保育所の時のよう
に配布してほしい。

＊保護者の方が、自分で欲しい写真を選ぶことが
出来るように“はいチーズ”を導入しておりま
す。掲載期間などその都度おたよりでお知らせ
しています。利用の際、分からない場合はお気軽
にお知らせください。

・来年度からの水筒練習を半年前からする必要が
あるのか、全く減ってない無意味に感じます。
紙おむつの減りが早い。

＊2 歳児は、10 月の遠足で水筒を使用するため、
早めに取り入れています。また、冬場にかけての感
染症流行期の感染予防策として、喉を潤す水分補
給も適時行っています。ご協力下さい。
紙おむつに関しては、家庭と連携を取りながら、
トイレトレーニングを進めて参ります。

４

・改善してほしいこと

＊園の対応

・送迎の時、保護者同士・先生と保護者などで会
話することもあると思いますが、その間子ども
たちは、駐車場で走ったり車から乗ったり降り
たりして遊んでいるので危ない場面が何度か
あった。最近は車の横で担任の先生と話してい
る場面もみかけるので、改善していると思いま
すが、引き続きよろしくお願いします。

＊えんだより等で注意喚起していきます。車の横
での会話は危険もありますので、できるかぎり
玄関風除室で行えるようにします。

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。 ＜＊印は、園からの回答となっております。＞
・子どもが「少しの」セキやハナでも登園しても良いか仕事を休むべきか、先生方がどう思っているのか
悩みます。
＊ガイドラインでは、
「発熱（37，5 度以上）等の風邪症状がある時は登園を控えて下さい」となってお
ります。基準がはっきりしないのでお答えしにくいのですが、咳や鼻水が初めてでいつもとは違う様子
が見られたり、同居家族の方、またはお子さまと接触した方に発熱等の症状がみられたりした時は、自
宅での様子観察、受診をお願いします。ただし、子どもの場合、咳や鼻水がすっきりするという事は少
ないと思います。そのため、咳や鼻水だけで発熱がなく、活気や食欲があり普段の生活が出来るような
ら問題はないと思いますが、継続しての咳の場合は、喘息など気管支炎・継続しての鼻水の場合は中耳
炎等も考えられますので、受診をお勧めします。
（県内の感染状況により変化することがあります。
）
・行事 etc がない分、子ども達がやってみたいこと、今興味をもっていることをどんどん広げて行事にと
らわれず子どもたちが日々遊びや生活の中で意欲を持って楽しく満足して過ごせてもらえたらいいなと
思います。我が子の様子を知れるのは、おたよりやムービー、お帳面などでありがたいことも十分です
が、なかなか寂しい部分もあります。担任の先生と直接話ができることが１番嬉しいし、安心します。
（特に小さい年齢は子どもから話を聞けないので）毎日のお迎え時、短くてもいいので担任の先生とコ
ミュニケーションが取れたらいいなと思う。
・丁寧に子どもの様子を話してくださる先生もいてすごく嬉しいですし、安心します。あまり外出できず
人との接触も減りみんな不安なコロナの中だからこそ、先生と保護者のつながりやコミュニケーション
が一段と大切なのではと感じています。子どもの教育・保育プラス、コロナの中での保護者支援の在り
方も考えることが大切なのかなーと思いました。
・先生方や他の保護者の方との意見交換があまりできなかったので何らかの形でできたらいいなと思いま
す。また、色々な行事や普段の様子がみれなかったので、いい方法があるといいなと思います。
・個別の面談で園での様子を聞いたり、情報交換をできればしていただきたいです。
・動画配信をたくさん増やして欲しい。
＊保護者の皆様が安心できるように、
“おうちえん”の配信や連絡帳で園の様子をしっかり伝えたり、必要
な時には直接伝えるようにして、できる限りの対策を行っていきたいと思います。しかし、新型コロナ
ウイルス感染症対策の為、登降園時の会話や接触を控えなければいけないこともご理解ください。
お子様の事でお聞きになりたいことや相談したいことがある時は、お声をお掛けください。電話相談
や面談にも応じます。
・英語や体操などお金を払ってでも習う事ができたらうれしいです。
＊現在、年長児を対象に体育あそび、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。
日々の遊びが充実するよう環境を整え、遊びの中での学びを育んでいきたいと考えています。
・平日に明日も使う物の持ち帰りが多く負担。
・イベント、持ち物に関するお知らせが毎度遅い。ギリギリに買いに行くのが負担。
＊水着など、毎日使うものもあるかもしれませんが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。また、持
ち物に関しては、早めにお知らせできるように努めます。

５

・ゆめで入ったので先生の顔もまともに分かりませんでした。せめて、先生の顔写真紹介などあると良か
ったなと思います。来年度は、少しでも行事に参加できるといいなと思います。
・保護者が参加しての行事をしないことは安全な対策かもしれませんが、何もないのはどうなのかと思い
ます。他園では、色々な対策をしながら行事をしているのでやり方はあるはずです。考えてほしいです。
・運動会はやはり応援声援があってのものかなと思いました。来年は、園庭でできると良いですね。
・来年は運動会だけでも見れたらいいなと思いますが、先生方の負担の少ない形が一番いいのかなと思い
ます。…子どもたちは今年の行事の少なさでもあまり気にしてなさそうです。
・園庭が狭いなぁと思います。もっと広い所を借りたりすれば運動会とかも開催できるだろうし、全部な
しになって動画になったのはとても残念です。
＊行事の縮小等で保護者の皆様が寂しい思いをされていることは十分に感じています。しかし、先の見え
ない新型コロナウイルス感染症が園内に入ると皆様にも迷惑が掛かってしまいます。ご理解ください。
また、今年度は、運動会・表現会は“おうちえん”で動画のダウンロードができるようにして、保護者の
皆様が保存できるようにしました。今後、with コロナを念頭に置き、保護者の皆様のご意見を元に来年
度に向けて行事や教育・保育等を検討していきたいと思います。
・保護者参加の行事がなくなり、園内の様子が直接見れなくて、淋しい気持ちもありますが、それは仕方
ないことだとおもいます。他の園では発表会などを実施しているところもあるようですが、今後もこの
ままでよいと思っています。年末年始の帰省などで、県外へ行かれる場合もあると思いますが、
「県外へ
出かけられた方は 2 週間の登園自粛を」
など少しでも不要外出を減らせるように呼び掛けてほしいです。
＊全国的な緊急事態宣言が出ていた春頃は、県外移動時に 2 週間の自宅での健康観察をお願いすることも
ありましたが、現在でも、県外に出られた時は登園前にお知らせして頂き、お子さまと同居ご家族の方
の健康状態の確認をしてから登園していただいています。引き続き、お知らせお願いします。
現在、園では厚労省などのガイドラインや南加賀保健センターの感染症に関する研修を踏まえ、園内
の消毒清掃、また、体調不良児等の個別対応をしています。
職員の健康管理として、毎朝の検温等の健康観察また同居家族の健康状態も園へ報告し、記録に残し
ています。また、感染が心配な場合（本人または同居家族の県外移動時など）において、個人的な PCR
検査の実施ができる体制をとっています。

たくさんの貴重なご意見ありがとうございました。職員への暖かい応援メッセージもたくさんい
ただき感謝しております。コロナ禍で様々な制約もありますが、子どもの安全を第一に考えて教育・
保育を進めていきたいと思います。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。その他、ご意見ご感想などがあれば、いつでもご連絡く
ださい。お待ちしております。
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。

６

