
こども園おひさま保護者アンケート（結果） 

◎次の質問について、ご回答をお願いいたします。あてはまる欄にチェック（ㇾ）や、必要に応じてご意

見を記入ください。 

お子様は・・・ はい どちらとも 

言 え な い 

いいえ 

 

1 こども園に行くことが楽しい 85％ 15％  

２ 帰宅後や休日に、園生活を話題にする 73％ 

 

22％ 2％ 

保護者の方は・・・    

1 子育ては楽しい 85％ 15％  

２ 子育ての相談相手（協力者）がいる 90％ 5％ 2％ 

3 子どもと触れ合う時間を大切にしている 88％ 10％  

4 ご家庭内では、お子様の規則正しい生活を心掛けている 78％ 24％  

５ ご家庭では、基本的な生活習慣が身につくよう心掛けてい

る 

80％ 20％  

６ ご家庭では、聞く・話す意欲・態度を育てることに努めて

いる 

63％ 

 

37％  

子育てをほとんどの保護者の方が楽しんでいることを大変うれしく思います。又、子育ての協力者が

いらっしゃること、安心しました。今後もお子さんの心配事悩み等がありましたら、いつでもご相談く

ださい。お待ちしております。 

７ ご家庭での教育方針を教えてください。 

・うそをつかない 5％ 

・約束を守る 2％ 

・笑顔の多い毎日を過ごす 2％ 

・多くの事（礼儀・知識）を学び、元気に育って欲しい 2％ 

・叱るとき誉める時のメリハリに心がける 2％ 

・誉めて伸びるタイプであるため、たくさん誉めて話を聞くよう心掛けている 2％ 

・社会の常識やルールを守れるようにしている 2％ 

・子どもが自分でやりたいということはやらせる 2％ 

・興味のあることにチャレンジさせる 2％ 

・ルールを守って自由奔放 2％ 

・自分の事は自分でやる 7％ 

・集団行動がとれるように導きたい。2％ 



・思いやりの心を持つ 5％ 

・人にやさしい子 7％ 

・いろいろなことを経験させてあげたい 2％ 

・元気よく遊ぶ 5％ 

・食事のマナーを守る 2％ 

・けじめをつける 2％ 

・あいさつをきちんとする 24％ 

・相手の嫌がることは言わない、やらない 5％ 

・特に何もないが、あえていうならビリでなければいい 2％ 

・興味を持つこと、聴く・話すコミュニケーション能力を養うことが重要だと思うため、子どもの

興味あることを尊重するようにしている 5％ 

・自由にのびのび過ごして欲しい 2％ 

ご家庭の教育方針があがりました。毎日お忙しい中、子ども達のために懸命に子育てに取り組まれて

いる保護者の方を応援します。子どもの笑顔が一番です。頑張ってください。 

こども園は・・・ 

１ 子どもの発達段階に応じた保育を行っている 90％ 7％  

２ 保育方針・目標をわかりやすく伝えている 80％ 17％ 2％ 

３ 園の方針・目標が子どもの育ちに活かされている 83％ 17％  

４ 集団生活に必要なきまりや約束の大切さを指導している 93％ 

 

7％  

５ 一人ひとりの個性を大切にし、意欲や自信を持たせている 76％ 24％  

６ 園の環境は整っている（施設・園庭・周りに自然が多いな

ど） 

95％ 5％  

７ 子育てについての悩みは、園に相談しやすい 68％ 

 

29％ 2％ 

1～7 の項目につきまして、届かぬ点がありますことを深く反省します。今後納得いただき、安心して

預けていただけますよう努力してまいります。 

８ 園へのご意見ご要望などありましたらご記入ください。 

・園の規則（靴下の色・髪ゴムの色等）が変更時には、早めにお知らせをして欲しい  

靴下の色は、以前と変わらず紺色となっております。名前の付ける位置は、見えるところではなく、

足底にアイロン付けか、白ペンで書きましょう。 

髪ゴムにつきましては、今後購入いただく際に、黒・紺・茶をお願いいたします。 

 ・連絡事項の内容が、わかりづらいことがある。 



※大変申し訳ありませんでした。今後十分気を付けます。ご不明な点は、担任までお問い合わせくださ

い。 

 ・いつも何をしているのか、子どもに聞いてもわからない。少しでもわかるとよい。 

・保育参観などがコロナの影響によりなかったことで、園での様子が殆どわからず今、園で何をや

っているのかどんな先生でどんなお友達がいるのか知りたい。 

・コロナで行事など中止になってしまうのは仕方ないが、園での様子をもっと知りたいので、動画

をアップしてほしい。 

・楽しく元気に過ごしてもらいたい。 

・ホームページに普段の様子もうかがえる写真をアップして欲しい。 

・先生との距離を感じるため、先生の紹介や名札を付けて欲しい。（名前と顔が一致しない先生が

多い） 

・子どもの話しだけでは、園生活や友達について知ることに限界がある為、迎えの際の送り出しが

担任であった際には、様子を伝えてもらえるとありがたい。 

・参観が減り普段の生活を見られなくなったのは残念だが、行事ごとの写真を見ることができ楽し

みにしている。 

貴重なご意見ありがとうございました。届かぬ点が多々ありまして、大変ご迷惑をお掛けしましたこ

とをお詫び致します。ご意見をいただきましたことを、できるだけ皆様のご要望にお応えできるよう検

討してまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。尚、お子様の様子は、できるだけお伝

えするよう配慮させていただきます。ご家庭での様子等も、ご連絡いただけますと共通理解ができます

ので、お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。 

◎保護者の参加する園行事について 

 令和 2 年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、保護者の方にご来園いただく行事も大

きく変更になりました。 

 ・親子遠足の中止  ・参観中止  ・秋祭りの親子参加無し 

上記行事が中止になってしまったことについて、どう思われますか。 

・感染防止対策を取ってもらえ安心する。 2％ 

・少し寂しいが、この状況では仕方がない。安全第一 59％ 

・コロナ過の中仕方はないが、今しかできない貴重な体験を可能な範囲で実施していただけると嬉し

い。 5％ 

遠足について 

・親子遠足では、友達と遊ぶ様子が見られる機会なので、中止はとても残念 2％ 

・親子遠足は特に楽しみにしているわけではないので、中止でよかった。 2％ 

・年少だけ親子遠足にするとか、保護者が少人数の参加にしてもよいかと思う。 2％ 

・親子遠足を楽しみにしていたので残念 2％ 

・園の様子を知る、せっかくの良い機会なので、残念 7％ 



・子どもにとっての貴重な体験や思い出が少なくなることは、大変残念である 2％ 

親子遠足は毎年 5 月末の平日に予定しておりましたが、今年度も新型コロナウィルス感染拡大防止

の観点から中止とさせていただきます。子ども達は、園外保育を予定しております。 

参観について 

・参観中止は残念ではあるが、平日に休みを取る必要がなく助かった。 2％ 

・HP で写真を載せてくれたりしているのでありがたいです。2％ 

・日ごろの様子が知りたいので、参観がないのは残念。少しの時間でもコロナ対策を行いながら、行っ

て欲しい。10％ 

・楽しみにしていた行事が全く参加できず、お友達との交流がどうだったのかなどわからず残念だっ

た。 2％ 

・参観は一度でもよいので行って欲しかった。 2％ 

・少人数の参観を希望、ネット配信希望 10％ 

 

参観については、様子を見て少人数制で行う予定でおりますが、日程はまだ決まっておりません。決

定次第詳細をお知らせいたします。 

秋祭りについて 

・秋祭りは、親の参加の必要性は感じない為、子ども達だけでよいと思う。 2％ 

秋祭りは昨年度同様、園児のみで平日に行う予定です。 

昨年度、少人数や時間制で行った保護者の方の来園する行事では、たくさんの注意事項を設けさせ

ていただきましたが、皆さんのご理解ご協力により、滞りなく進行できました事に感謝しお礼申し上

げます。今年度の行事に関しては、今後のコロナ感染状況に大きく左右されることが考えられます。ご

理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

運動会について  

※令和 2 年度は、11 月 6 日（金）にスポーツフェスと題しまして平日の午前中に行い、内容について

は、組体操中止、未満児は平常保育としました。 

1 行う時期は適切 73％  ・ 違う時期を希望 20％（10 月を希望）  

２ 開始時間、終了時間は  適切であった 88％・ 不適切 7％ 

3 その他、運動会についてご意見があれば記入ください 

・コロナ対策で短時間、コンパクトな運動会は、かえって良かった。今年度も希望します。12％ 

・11 月は寒かった。開催時期を早めてほしい。10％ 

・年少児のプログラムが少なかった。他の学年のマーチングなど見たかった。2％ 

・開催は土・日を希望 2％ 

・お弁当を楽しみにしていた子達からすると、物足りなかったかもと思います。2％ 

・場所取りの心配がなくゆっくり見られました。2％ 

・少ない競技内容でも、見る機会を作ってくれたことがうれしかった。 2％ 



・この状況下で行ってもらえよかった。5％ 

・運動会雰囲気が欲しかった。装飾などがシンプルすぎた。2％ 

・未満児も、かけっこだけでもあるとよいと思った。 5％ 

昨年は、密を避けるために平日に行いましたが、今年度の運動会につきましては、皆さんのご意見を

組み入れまして、時間・内容を十分検討し、寒くならない 10 月に実施予定したいと思います。 

マラソン大会について 

※令和 2 年度は、コロナの影響で保護者の方の応援は中止となりました。 

1 応援に来たい 73％・ どちらでもよい 44％・ 応援はなくてもよい 5％ 

２ マラソン大会についてご意見があれば記入ください。 

・どちらでもよいが、年⾧児は最後のマラソン大会となるので応援可として欲しい。 2％ 

・がんばっている姿を見たい。 5％ 

・参加不参加の人数によりクラス分けするなど、外の行事だったので見学したかった。 15％ 

・応援には来たいが、コロナが心配という思いもある。5％ 

・応援ができない状況であれば、写真や HP で見られるとうれしい。 5％ 

今年度のマラソン大会につきましては、時間を決めてクラスごとに実施し、保護者の方の応援をお

願いしたいと思います。応援よろしくお願いいたします。 

作品展について  

※令和 2 年度は、保護者の方はコロナの影響により時間厳守、少人数での見学となりました。 

作品展についてご意見があればご記入ください 

・見ごたえのある作品展で、感動した。家族でゆっくり見られたところもよかった。 2％ 

・人数制限により、見やすくてよかった。他の年齢の園児作品も見てみたい。5％ 

・密にならず、ゆっくり見ることができよかった。37％ 

・できたら、土日などを希望します。 2％ 

・もう少しゆっくり見たかった。2％ 

今年度の作品展につきましては、日時を考え親子でゆっくりご覧いただける様、配慮したいと思い

ます。 

発表会について 

※令和 2 年度はコロナウィルスの影響により、自分のお子さんの出演時のみの観覧となりました。 

発表会についてご意見があればご記入ください。 

・無駄な時間がなく、スムーズに観覧し帰れるので良い。 2％ 

・コロナ対策の為仕方ない。 2％ 

・保護者の観覧人数は、2 名までにして欲しい。7％ 

・クラスごとで見たかった。17％ 



・自分の子供だけでも十分だった。2％ 

・落ち着いて観ることができよかった。5％ 

・人数が少ないからこそ、写真やビデをもとりやすかった。5％ 

・短い発表時間であれば、大人二人での観覧希望。2％ 

・1 曲は短く、あっという間だった。5％ 

・少人数過ぎて、拍手がなくちょっと寂しかった。5％ 

・DVD の購入をするので、自分の子どものみの観覧でよいと思った。5％ 

・少人数で見やすく良かった。2％ 

・ライブ配信など、スマホで見られるとよかった。2％ 

・コロナの中、実施してくれたことに感謝します。2％ 

・未満児の発表も見たかった。5％ 

・DVD で他の子を見られたので自分の子どもの観覧だけで満足だったが、DVD の取り方が一定で、

見づらい。他の業者を希望、または、撮り方を検討して欲しい。 2％ 

今年度の発表会につきましては、できるだけ保護者２人の参加の実施を考えております。また、DVD

につきましても検討させていただきます。 

その他園へのご意見ご要望がありましたら、ご記入ください。 

※記入いただいた意見について回答が欲しい場合には、無記名アンケートとはなっておりますが、お

名前をご記入ください。 

・退職される先生がいる場合には、事前に知りたい。2％ 

 就学前の子ども達にとって、園生活に大きく影響してしまうことが考えられるため、お知らせする

ことができません。また、ご家庭によっては、退職職員に挨拶を…という方も出てくることも考えら

れ、職員側もうれしい反面、心苦しく思われますため、今後も事後報告のみとさせていただきますこと

をご了承ください。 

・先生の名前と顔がわからないので、おたよりで記載するか名札を付けて欲しい。2％ 

 職員の名札を付けるようにいたします。 

 4 月の園だよりにて職員紹介は載せておりますが、わかりづらく大変申し訳ありませんでした。 

・担任とコミュニケーションを取りたい。子ども達の日常をもっと知りたい。2％ 

・コロナ過の中での行事参加がなくなったのは仕方がないが、園での普段の様子をフォトギャラリー

などで多くして欲しい。2％ 

・コロナ感染予防でとても大変だったと思います。ありがとうございます。2％ 

・参観などが中止になり、園生活がよくわからない、担任がわかっても、副担任がわからない、子ども

が話している友達のことがわからなかったりします。フォトギャラリーも、自分の子が移っていなか

ったりするので、Youtube などで園生活がみられると嬉しいです。2％ 

 



・普段の様子をもっと見たいので、写真と動画をあげてほしい。クラスごとのブログなどあると、うれ

しい。2％ 

・コロナ対策も含め、毎日大変お世話になっています。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござ

います。2％ 

・園での様子をもっと知りたいので、ノートでもよいので少しでも書いてくれるとうれしい。 2％ 

・以上児も給食が、自園調理になることを希望します。2％ 

・いつも暖かく子どもたちの成⾧を見守ってくれ感謝している。 2％ 

・集団生活の中で、競争心・思いやる心等、先生や友達から学ぶことが多く本当にありがたい。2％ 

 今年度は、普段の園での様子もフォトギャラリーに載せるようにいたします。お子さんの園での様

子をご覧ください。 

 コロナ感染対策は、今後も様子を見ながら取り入れてまいります。暖かいお言葉、参考になりますご

意見等をお寄せいただきありがとうございました。届かぬ点へのご指摘をいただきましたこと、心よ

り感謝いたします。反省するところも多々あり、改善するにあたり大変ありがたく思っております。今

後とも、どうぞよろしくお願いします。 

 

令和 3 年度家庭教育学級に関するアンケート 

令和 2 年度は、下記内容にて役員さんを中心に活動を行ってまいりました。 

コロナウィルス感染拡大予防のため、距離を取って行うことのできるヨガ教室 3 回の内容を変え、下

記日程で計画しましたが、3 回目の活動は中止となりました。 

例年であれば、保護者の方のリフレッシュ講座や講演会、工場見学と食事会の内容で年 3 回程の活動

を行ってきました。参加対象者は、保護者の方全員となります。多くの方の興味・関心のある活動を役員

さんが計画してくださるものであるため、昨年度の活動に参加した、不参加であったに関わらず、ご意見

をお願いしたいと思います。 

・7 月 13 日・・・たんぽぽクラブ保護者と合同でヨガ教室 

・11 月 19 日・・・たんぽぽクラブ保護者と合同でヨガ教室 

・1 月 21 日・・・コロナ感染拡大予防のため中止 

令和 3 年度に計画してほしい活動 

例：講演内容や講師の先生のご希望があれば、ご記入ください。 

 ：開催して欲しいリフレッシュ講座（手芸・身体を動かす活動等）があれば、ご記入ください。 

 

・アロマキャンドル製作 

・オンラインでの科学実験鑑賞やネットで見られるもの 

・ハーバリウム教室 （複数回答有） 

・具体的にないが、普段できないことをやりたい。（工場見学など） 

・異年齢の保護者の方との交流会（園の行事の事などを聞きたいので） 

・ヨガ教室 （複数回答有） 



・救命救急講座 

・幼児教育についての講演会 ―家庭ですべきこと、できることとは― 

・エアロビ 

・美容系の講座（フェイスリフトやフェイスマッサージ等） 

 以上、希望される内容がたくさん上がりました。ありがとうございます。近日中に役員会を開催し、

決めていただきますので、決まり次第お知らせします。 

 以上、先日行いました保護者の方へのアンケート結果をご報告いたします。お忙しいと

ころアンケートにご協力をいただきまして、ありがとうございました。 

〇今回のアンケート回収率・・・93.2％ 


