
≪富 田 保 育 園  保 護 者 アンケー ト概 要 ≫ 

実 施 期 間  令和 3年 3月 24日  ～ 3月 29日 

配 布 数  65世帯（ 回答世帯 37世帯、回収率 56％ ） 

アンケート調査方法  配布回答調査法 

項 目 数  7項目（ 選択及び任意記述 ）   

1．お遊戯会について（内容・観覧方法等)どのように感じましたか？(0歳児はビデオ撮影等に関して) 

項  目 人数  割合  

 

1 よかった 33人 89% 

2 まあまあよかった 4人 11% 

3 少し不満  0人  0% 

4 かなり不満  0人 0% 

未選択  0人 0％ 

・とても可愛い衣装を着せてくれて、並んで立っているところを見せてもらうことができたから。コロナの中でも開催して

頂いてありがとうございました。他の学年のものは DVDで観られるので、毎年同様な観覧方法でも良いです。・他の

クラスのお遊戯は観られず残念だったが、密などを気にせず観覧できたので良かったです。・ゆっくり観覧することがで

きとても良かったです。下の子が戻ってくると後半ゆっくり観られないことが多かったのでクラスごとは良かったです。・

背の高い人が真ん中に座っていたので見づらかった。・衣装が可愛かった。・ちゅうりっぷ組では今より踊れるのを楽し

みにしています。・先生方はとても大変だったと思いますが、日にち・クラスで分けてくださり、とても観やすかったです。

ゆったりと観られて良かったです。・例年より広々としていてお遊戯もよく見えた。・コロナ禍の中での開催でしたが、子

ども達の成長を感じられるお遊戯会でとても良かったと思います。・コロナ対策ではありますが、個人的にはゆっくり観

られてとっても良かったです！！先生方は大変ですが、来年度も同じがいいです！！・組ごとに分かれての観覧だったの

で、保護者の数も少なく、とても観やすかったです。ダンスも頑張って踊っていて可愛かったです。・コロナで大変な時で

も頑張っていただきありがとうございました。・大変な状況の中でも実施してくださり、ありがとうございました。２回に分

けての実施で先生方の準備等のご苦労の多くなってしまったと思いますが、観覧方法は混乱もなく、観やすかったと思

います。・密にならず観覧することができた。・コロナ禍でも観に行けたので。密にならないように対策もしてくれていた

ので良かったです。・クラスごとの観覧だったので、密を避けて短時間で観ることができたので良かったです。毎年です

が、とても可愛い衣装を着せてもらってありがとうございます。・子どもの成長が良くみられた。・いつも人が多くて落ち

着いて観られなかったのですが、今年は、人が少なかった分ゆっくり観られて良かったです。・分散、短時間で観やすか

った。・コロナ禍もあり、大勢の中では不安なため、人数をしぼり、我が子のクラスのみの観覧で十分満足でした。・観

覧席の左右前後の間隔がゆったりしていて気兼ねなく観ることができた。男女各々に見合ったお遊戯でとても可愛ら

しかったです。・先生方の負担が多かったと思いますが、とてもいい観覧方法だったと思います。ゆっくり子どものお遊

戯している姿を観ることができて良かったです。 
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2． 2月の参観日について(内容・観覧方法等)どのように感じましたか？ 

 

項  目 人数  割合  

 

1 よかった 20人  54 % 

2 まあまあよかった 14人  38 % 

3 少し不満  0人   0 % 

4 かなり不満  0人 0 % 

未選択  3人 8％ 

・普段どのように遊んでいるか、実際に観られて嬉しかったです。鉄棒など、できるようになっていたことを初めて

知ったので、成長が感じられました。今回は難しかったかもしれませんが、給食とお昼寝も外から覗いてみたい

です。・初めてゆっくり子どもを観ることができました。次回もクラスごとにしてほしいです。・分散は良かったが、

平日ではなく土曜日だとありがたかった。でも書道教室だと、どちらにしても平日でしたかね…？内容は満足で

す！・様子が観られて良かったです。・初めてだったので勝手に入っていいのか、どこに行けばいいのか、案内が

よくわかりませんでした。ただ、子どもの様子を観られたので嬉しかったです。・肺炎にかかったため参加でき

ず。・入れ替えの時間があり、もう少しゆっくり観たかったです。・普段の様子がきちんと観られて良かったです。

お部屋の中での様子はよくわからなかったので、改善してほしいです(保護者の場所取りなど)。・子どもの成長

をみられて良かった。平日だったので仕事の都合がつきにくかった。・分散での実施は良かったと思いますが、同

じ週に兄弟が別々の日だったりすると休みがとりにくいのではないかと思いました。また、子どもを連れて帰るタ

イミングがわかりにくかったように感じました。・友達と遊んでいる様子を観られて良かった。給食の様子を観ら

れなかったのが残念。・朝の会、観てみたかったので観られて良かったです。お友達と楽しそうにお話している

姿、遊んでいる姿を観られて良かったです。今度は何か作っている姿を観てみたいです。・初めての体操教室の

参観楽しかったです。きちんと先生の話を聞いて楽しそうにできていたと思います。・園での生活が観られて良か

った。・ストローを切るのに必死でいい顔をしていた。・普段の姿が観られたと思います。また、子ども達も園での

姿をママやパパにみてもらえるのが、とても嬉しそうに感じました。・普段の様子が初めて観られたので良かった

です。すぐ泣いてしまいましたが、次回に期待です。３密も意識していましたが、結果的には人数が多かったか

な？とも思いました。・ひまわりは特に人数が多かったので分けて観覧するアイディアはとても良かったと思いま

す。 

 

3．園内行事がたくさんありましたが、お子さんの反応、様子等どうでしたか？ひまわり組のみの行

事(りんご狩り、七五三、モヤヒルズ等)その他、もちつき会、なわとび大会、豆まき会、ひな祭り会、お

別れ会、お誕生会等ありました。  

・コロナ禍の中でも園外行事を行って頂きありがたかった。子どもはその都度楽しんでいたようで家でも話してい

た。・もちつき会…写真を見て「おもち！！！」と言っていました。豆まき会…「おにはそと～ふくはうち～♪」と今も歌って

います。鬼のパンツも。石を「おには～そと！」と投げています。鬼の絵を見て「あかおに！あおおに！」と指差します。お

誕生会…よほど嬉しかったようで家で王冠を自分でかぶって「ハッピバーシュデー！やる！」と言っています。・コロナ

禍でなかなか行事ができない中、色々と子ども達のために考えてくださりありがとうございます！子どもの心に残って

いる出来事も多く、今でも「りんご狩りに行きたいなぁ、楽しかったなぁ」と言っています。様々な思い出を残してくださ

り、感謝の気持ちでいっぱいです！・毎日楽しんでいるようでした。ありがとうございます。・モヤヒルズはとっても楽し

かったそうです。ありがとうございます。・楽しそうに色々教えてくれました！・とても喜んでいました。・楽しかったと話し

ていました。・なかなか行事に参加できなかったため次は期待しています。誕生日の冠は喜んでいたようでしばらく
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つけていました。・園の行事はすべて楽しかったようです。・いつも楽しそうにしていました。・行事はすべて楽しかった

と言っていました。・以前は「保育園行かない」と毎日話す子ども達でしたが、園長先生はじめ先生方皆様のおかげ

で、今は自分から登園できるようになり、毎月の園内行事のおかげと思っています。・どれも楽しく参加できていたよ

うなので良かったです。ひまわり組の行事に憧れがあるようで、ずっと楽しみにしています。・とても楽しんでいた。今

日の出来事として教えてくれた。・本人曰く豆まきの鬼が怖かったようで、家でも鬼が怖かったと何度も連呼していま

した。でも、笑顔だったので、楽しんだんだなと感じました。・ブログで見ていたので様子がわかって良かった。・多く

の行事を中止にはせずに行ってくださり、とても喜んでいました。年長組のみの行事、りんご狩り、モヤヒルズ、外食の

代わりのテイクアウトは特に喜んでいました。・豆まきやひな祭りの歌を歌ったり、楽しんでいるようだった。・豆まき会

怖かったけど、鬼退治したと嬉しそうに話していました。・なわとび大会は、ひまわりさんもいる中で５位だったので、す

ごく喜んでいました。家での練習の成果が出たんだと思います。お別れ会では、ひまわりさんへのお別れの言葉を家

でも何度も練習していました。・帰ってきてから楽しかったと嬉しそうに毎回話してくれていました。・季節感があって

良かった。・行事に対し、一生懸命練習してきた成果を保育園で皆に見せることが、子どもにとって自信に繋がって

いるように思います。お遊戯会しか観覧はしていませんが、親から褒められたとき、すごく喜んでいました。なので、行

事や参観等が交流のきっかけにもなり、本当にありがたいです。・子ども達は何の行事でも楽しく過ごしたように思

いますが、親としては実際目にしたものが少なく感じ、そんなに印象強くうつるものはありませんでした。・家でもハッ

ピーバースデーの歌をに名前を入れて歌ってくれました。最後に「おめでとう」と拍手もつけてくれてとても嬉しかっ

たです。ひな祭りの歌は特に気に入ったようで、いまだに歌ってくれます。・毎回楽しそうに教えてくれていたので、楽

しく参加できていたのだと思います。・りんご狩りがすごく楽しかったようです。家に帰ってきてから、ずっとお話してい

ました。・今は通信手段(LINE 等)あって、こまめにブログやタイムラインをアップしてくれてすぐ見られたので様子が

わかり、とても良かったです。 

 

4．新入園児の保護者の方、登園に入園され約１年が経ちますが、成長等、感じられましたか？ 

項  目 人数  割合  

 

1 とても成長した 6人  75 % 

2 成長した 2人  25 % 

3 あまり変わらない 0人   0 % 

4 全然変わらない 0人 0 % 

５ 未記入 0人 0％ 

・４月はただ泣いて喉を枯らしていてどうなるかと思いましたが、ゆっくりゆっくり慣れて楽しそうに遊んでいて良

かったです。お友達が好きなのと基本的な挨拶、お片付けなど家庭で教えていないことを覚えてきて、本当にあ

りがたいです。歌・ダンスも様々覚えて本人も楽しそうです。あとは人見知りと偏食が徐々に良くなると嬉しいで

す。・入った頃に比べて泣かなくなったし、帰ってからお友達の名前を言うようになった。家にいるときは一人で歌

を歌うことが増えました。・たくさんの歳の子たちと遊んだりしている中で、お兄さんの自覚が出たり、先生方との

やりとりが好きだったりと毎日楽しそうに教えてくれていますよ。・先生方のおかげで少しずつではありますが、

日々成長を感じる場面が多くなりました。・言葉だけでなく、運動面(鉄棒等)でも色んなことができるようになりま

した。ありがとうございます。 
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5． 在園児の保護者の方、お子様の成長等、感じられましたか？ 
 

項  目 人数  割合  

 

1 とても成長した 21人  70 % 

2 成長した 9人  30 % 

3 あまり変わらない 0人   0 % 

4 全然変わらない 0人 0％ 

５ 未記入 7人 0％  

・人になってきた。・小学校に行くという気持ちが出てきたと思います。まだ足りない部分や不安はありますが、見

守ってみたいと思います。・いろんなことができるようになって嬉しく思います。・良いところも、悪いところ(お口が

達者になってきているところ)も、元気に成長しているのを感じます。・日々園で覚えてくることが多々あり、家でも

習ったことなどをやってみせてくれます。・０歳児より、第２子、第３子がお世話になり、人見知り・登園拒否等あり

ましたが、今では楽しそうに毎日、日々の保育園での生活を話してくれるようになり、成長したなぁと日々感じてい

ます。・園で、こういうことがあった！と主張がはっきりしてきて、大きく成長を感じた１年になりました。・ごはんを食

べられるようになり、お話をしてくれることが増えました。・座ってご飯をちゃんと食べられるようになったり、成長を

感じる。・春から始めたスイミングですが、途中「水が怖い」「ジャンプが怖い」などと言って挫折もありましたが、

無事乗り越え、今では「スイミング大好き！！」と毎週のスイミングを楽しみにしています。成長を感じます。・はしさ

ばき、トイレ、つっぱりダンス、友を思う心。・服をたたむようになりました。トイレにも一人で行けるようになりました。

家で教えてはいないので、成長しています。教えていただきありがとうございます。・園での出来事をお話できるよ

うになった。自分のお昼セット＆園バッグをきちんと？時々？二人とも片付けるようになった！箸が使えるようになっ

てきた！！・園で遊んだこと、給食に何が出た等を教えてくれるようになり、成長を感じました。・お片付け等、言わ

なくてもできていたとき、成長したな～と思いました。・考え方、とらえ方、受け止め方において、人の気持ちになっ

て～と説いたとき、ちゃんと向き合って、喜んだり反省することができる、寄り添えるようになってきたと思う。 

 

6．その他、日常の保育サービス（環境整備、安全管理、情報の共有、連携、給食、基本的生活習慣

等）また、冒頭でもお伝えした今年の色々な変化、対応等に関して、気になる点や良い点、要望等

ありましたらご自由にお書きください。 

 

・外遊びを増やしてほしい。保護者同士の交流が１年間ほとんどなかったのですが、こんな感じでしょうか？それとも

コロナだったためでしょうか？忙しい方が多いかと思いますが、情報交換の場があれば嬉しいです。先生方のお名

前を一生懸命覚えようとしているのですが、玄関のお写真を見ても髪型が違ったりしてなかなか覚えられません、す

みません。名札というかエプロンにワッペンとかは難しいのでしょうか？・卒園式はちゃんとできるのかな、しっかりお

話できるのかな…と不安もありながらでしたが、先生方の日々の保育のおかげで、無事に終えることができたと思

います。写真撮影のときは密になってしまった感はありますが、記念に残る時間を残してくださりありがとうございま

す！・今年は雪が多かったためタイムラインでの保育園付近の道路情報良かったです。ありがとうございます。・卒園

式、良かったです！みんなの成長に、涙なしでは見られませんでした。いろいろな行事の DVD がもらえたりするのが

ありがたいです！・特にありません。いつも大切に預かっていただきありがとうございます。・もっと写真の画像が見ら

れると嬉しいです。普段なかなか見る機会が少ないので…。着替え残り少なくなったら教えてくださると助かりま

す。・卒園式は園児の成長が感じられて良かったです。式の様子をステージの上からビデオで撮ってくれたり、証書

を受け取るところを写真で写してもらえたら、子ども達の様子をもっと知ることができて思い出にも残せると思いまし

た。・とても満足しています。・園のタイムラインやらくらく連絡などを取り入れていて良いと思います。バス利用につい

ては、今年の大雪で道路状況も悪い中、自家用車や先生方の運転で迎えに来ていただいたりとても助かりました。・

感染症流行期、コロナ対策を日々施行していただき、とても感謝しています。医療従事者として、母として、保育園で
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の対策を見習うところはたくさんあり、日々感謝しており、安心して登園できることに感謝しています。ありがとうござ

います。・キッズビューの写真が毎日だと嬉しい。・参観日は例年どおり年３～４回やってほしいです。・日頃から、子ど

ものことを細かく見てくださり、ありがとうございます。コロナ対策を行ってくださっているためか今年度は、子どもが

発熱したり体調不良となることがほとんどなく過ごせたように思っています。・引き続き宜しくお願いします。・副食費

の引き落としなのですが、毎月２５日だとわかっているので、毎月お手紙いただかなくても大丈夫かと思います。３月

のように早くなるなら必要かと思いますが…。・コロナ対応の迅速さに感心。・体調の変化等、気づいたときにすぐに

対応していただき、感謝しています。・毎朝の体温チェックは各家庭でしっかり対応して登園させるべきだと思うの

で、来年も継続してほしいと思います。家庭だけではなく、園でも悪いことや約束を守れなかったときは、しっかり教え

ていただいて OK です。また、あった出来事は今後もお帳面や帰り等に連絡がほしいです。・キッズビューで園での

様子を見ることができるのはとてもいいのですが、時々でいいので連絡帳で教えてもらえると嬉しいです。・コロナで

行事はないかと思っていましたが、コロナ対策をしっかりやっていただいて、行事も行っていただき感謝しておりま

す。・なわとびの練習法や他の子の様子も見たい(一人だと練習しない)と思った。富田は昔の遊びなどやったりしま

すか？・保育士さんたちの明るい対応、親切な対応にはいつも感謝しています。保護者からしても安心して預けられ

ています。コロナのことに関しても迅速に対応してくれているので、不満はありません。・平日のカレーに子ども達が

大変喜んでいた。保育園のカレーはとてもおいしく、喜ぶイベントで、土曜利用がなくなっている子達に、特別感があ

ったと思います。 

 

7. ＊給食メニューアンケート＊ 

保育園で、ぜひ食べさせてほしい、作ってほしい給食や手作りおやつ等ありましたら、気軽にお書き

ください。また、玄関に毎日給食を展示しておりますが、メニューに関して気になったこと等ありまし

たら、お書きください。 

 

・給食を展示しているが、玄関内に入ることができないので見る機会がないのではないか。・野菜があまり得意じゃ

ない(緑はほぼ食べない)ので野菜をなんとか美味しく食べられるような料理があれば…。メニューはいつも素晴ら

しいと思って見ています。ただ、毎日食べているのか、何は食べて何は食べなかったか知りたい気持ちはあります。家

庭での参考に…。・展示している給食を風除室から見えにくいため、置き場所を変更してほしいです。・さわらのカレ

ー焼きがとても気に入ったようです。家ではなかなか魚が出ないので、魚料理はありがたいです。・平日のカレーライ

ス。・毎日完食しているようなので本人もおいしく食べているのだと思うので特にありません。・土曜日はお休みさせ

ているので月に一度カレーライスを平日のメニューに取り入れてほしいです。「保育園のカレーライスおいしい」と子

どもは大好きです。・ラーメンや焼きうどんが好きなため、頻度を増やしていただけると嬉しく思います。・親が保育園

の給食を食べたいときがあるので、ぜひ有料でいいので食べる機会を作ってほしいです！！カレーとか定番のもので

す！！よろしくお願いします。・毎日おいしく食べているようです。ありがとうございます。・土曜日だったカレーがお誕生

会でも食べられ嬉しそうにしていました。他にも、おやつはとても楽しみにしていたので引き続きお願いします。・ケチ

ャップ使ったご飯お家で食べないので保育園で食べてほしいかなと…。・カレーが好きなので月に一回くらい平日

をカレーにしてほしい。土曜日は休んでいるので金曜日の麺の日と交換とか…。・いつも、おいしそうなおやつで食

べたくなります。もし余裕があれば、レシピを教えてもらいたいです。・風除室からだとしても、園内に展示している給

食は、見えづらいと思います。手作りおやつやお誕生会メニューは度々タイムライン等で見るので、おいしそうとは思

います。展示不要では？今のコロナ対応中のときは…。・ごまかりんとう。 

 


