
天間幼稚園保護者様 令和４年 1月 13日 

 

 

令和３年度天間幼稚園の教育評価アンケート結果 

 

保護者のみなさまには、日頃より本園の教育活動にご支援と御協力をいただき、御礼申し上げます。 

お忙しい中、アンケートのご協力ありがとうございました。登園自粛期間を経ても、例年通りの育ちが見ら

れ、大変嬉しく思います。コロナ禍でも活気ある園運営ができたことは、保護者の皆様のご理解とご協力が

あってのことだと心から感謝しております。また、今後の課題も見えてきました。皆様にいただいた貴重な

ご意見、ご感想を参考にしながら、職員一同これからも魅力ある幼稚園作りをめざして精進していきます。

今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。   以下に結果をご報告いたします。 

 

＜評価＞                在園児 58人中 58人回答 未提出なし 
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富士市立天間幼稚園 

園長 渡邉 範子 

３  お子さんはこの 1年で 

どのように成長しましたか？ 

 

１  お子さんは幼稚園に通う 

ことを楽しんでいますか？ 

２  お子さんにとって、幼稚園でのい

ろいろな遊びや経験が学びや育ち

につながっていると思いますか？ 

①自分のことが自分でできる。      ②友達ができた。増えた。 

③人前でも思ったことがいえる。     ④自分の目標に向かって挑戦する。 

⑤譲ったり、我慢したりの気持ちが育った。⑥人の思いに気付きやさしく接する。  

⑦友達と協力して一つのことに取り組む。 ⑧食べ物の好き嫌いをしない。 

⑨自分で遊びが見つけられる。      ⑩体を十分動かすことができる。 

⑪友達の良いところが見つけられる。 

ほとんどのお子さんが楽しめていることがわ

かり嬉しく思います。幼稚園の遊びは「楽しい」

ことが基本です。「あまり思わない」のお子さ

んが「思う」になるように、魅力ある保育をし

ていきたいと思います。 

年度初めの保護者会で、天間幼稚園の教育

について、写真を見ていただきながら説明し

ました。また園長便りで、日々の遊びの中か

らの育ちについて、毎月紹介しました。それ

が理解につながったのだと考えます。 
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４  幼稚園はコロナ対応などの衛生面や安

全面においての環境整備が配慮され、安心

してお子さんを預けられますか？ 

 

５  保護者が参加する行事の回数は

適当だと思いますか？ 

６  今年度はコロナ対応で例年とは違う形での行事内

容でした。保護者の方にとって、園行事(運動会･参

加日他)は楽しめましたか？ 

 

７  PTA 活動に積極的

に協力し、参加できま

したか？ 

 

８  お子さんのことや心配事、悩み

事等、先生たちに相談しやすいで

すか？(連絡帳含む) 

９  地域(チリンの会や畑のおじさん

等の地域の人・小学校・保育園)と

の交流がお子さんの育ちに役だっ

ていると思いますか？ 

年々就労するお母さんが増加し、行事は減る傾

向にあります。昨年度より「思う」が更に減少し

たのは、コロナ対応で、10月と 12月の参加日、

親子で遊ぼう会が行えなかったことで物足りな

さを感じられたのだと思います。With コロナに

ついても考慮しつつ、今後も安全を第一に、どう

すればできるか…を考えながら行事への参加の

仕方を工夫していきたいと思います。 

今年度もコロナ対応で文科省や県教委の指示のもと、管理チェック表を

作成し、毎日の掃除・消毒作業を徹底してきました。不安はあると思いま

すが、昨年度より 16％増えたのは園での対応をご理解いただけたものと感

謝します。また、コロナ以外では、例年、防犯訓練、避難訓練など、実際

を想定し、いかに有効な訓練になるかを常に考えて行うようにしています。 

今年度も運動会は短時間で、屋内では参加型の

行事がほとんどできず残念でした。何とか中止に

しないでできる方法を模索しながら行ってきま

した。それでも、「やや思う」も含め皆さんが楽

しめたと答えていただき、「お気づきの点」の中

でも感謝の言葉まで聞かれ、園としてもご理解に

感謝の気持ちでいっぱいです。保護者も子どもも

職員も楽しめるような行事が企画できるよう今

後も努力していきます。 

「あまり思わない、思わない」が 20％ですが、園

としては、全保護者様に十分な協力をしていただい

ていると日々感謝しております。 

様々な人との関わりは、子どもたちを大きく成長させ

てくれています。地域の方は、散歩時の見守りシステム

をはじめ、常に幼稚園に寄り添ってくださっています。

また、天間地区伝統の「奉納相撲大会」は幼稚園の一大

イベントとして定着しつつあります。温かい支援に感謝

したいと思います。また、幼小保連携も、より深めてい

きたいと考えています。 

送迎時、面談等での担任とコミュニケー

ションが、園と家庭との連携につながって

いるようです。今後も園と保護者の皆さん

が手を取り合って大切なお子さんを育て

ていけるよう、信頼関係を保っていきたい

と思います。 

今年度も、10「天間幼稚園の良さ」として感じていることがあればお書きください･･･という欄を作ら

せていただきました。たくさんの「良さ」を見つけて記入してくださり、全職員で全てのアンケートを読

み、大変嬉しい気持ちになり、自分たちの教育に自信が持てました。 

本来ならば全ての文章をここに載せたいのですが、A4用紙に６ページ以上の文章になってしまうため、

皆さんから寄せていただいた意見を集約して載せさせていただきます。また 11 お子さんの園生活につい

てその他お気づきのことがあれば…の欄も、お子さんのたくさんの成長について記入していただきました。

そこも、集約させていただきますことをご了承ください。 

評議員さんには、すべての文章を記入した結果を読んでいただく予定です。 

なお、ご意見に関しては回答を記載します。 

思 わ な い  
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＜良さとして感じていること＞ 

●遊びや子どもの様子のこと 

・子どもの性格に合わせてくれているので、伸び伸びと幼稚園で過ごしています。 

・アトリエ天間を見て、様々な作品を作ったり、描いたりしているんだなと思いました。外ではうんてい、登り

棒、鉄棒など思い切り体を動かしたり、毎月イベントがあったり、我が子も毎日楽しんでいるように思います。

いつもありがとうございます。 

・この 1年で思いやる心や自分で考えて行動できるようになったなと思います。 

・友達が穏やかな子が多く、協力し合う中で成長していると感じています。逆上がりができるようになったこと

に驚きました。 

・素晴らしい‼の一言です。園長先生をはじめ、どの先生方も優しく、思いやりがあって、愛情深く接していた

だいているのが分かります。子どものやりたいことを自由にやらせてあげて、子どもたちがみんな伸び伸びし

て生き生きしているのが伝わります。 

・子どもが心から楽しいと思える幼稚園だと思います。それは先生たち全員が子どもたちを可愛がってくれてい

るからだと思います。 

・お相撲やバトンリレーなど、勝ち負けにこだわって、真剣勝負をしているところ。 

 

●食育のこと 

・野菜を育てて食べたり、旬のものをいろいろと用意してくださり、食育が生活に身についている。 

・坂本さん（用務員さん）のお味噌汁は、毎回、「今日のお味噌汁は何が入っているかなぁ」と楽しみに 

登園するほどです。 

・園での自家菜園も種から育つことを知れるとても素敵な経験だと思います。 

・畑があり、野菜や花を育てて、収穫し、食べるまで経験させてもらえるところ。 

 

●異年齢、てんまっこのこと 

・ぽっかぽかやてんまっこちゃんとの交流が多く、心の成長にも良い刺激になっている。年下やぽっかぽかなど

で、同学年だけでなく、年下や年上との交流によって、より心の成長に繋がっていると感じました。 

・ぽっかぽかのおかげで、他学年とも仲良しでいいと思う。また、年下の子どもたちはお兄さんお姉さんを頼り

に、年長さんは年下の子の面倒を見たりして、いろいろな経験ができている。 

・年中、年長以外にてんまっこちゃんがいることで、より小さなお友達に対する優しさや思いやりが芽生え、誰

に対しても思いやる行動ができるようになる。 

・「ぽっかぽか」の異年齢の仲良し組では、3 年間の異年齢活動を通して、優しさ、思いやり、助け合いの心が

育ったと思います。家庭とは違ったお互い様を経験してきたことで、引っ張り役や応援団、その時々にいろい

ろな姿を見せてくれるのは「ぽっかぽか」での素敵な関わりにより心が豊かになったからだと思っております。 

・異年齢の交流は、一人っ子なので勉強になっていると思い、ありがたいです。 

・年少さんから年長さんまで皆仲が良く、我が子もみんなで可愛がってくれて、下の子に優しいお兄さんお姉さ

んがいっぱいで、その姿を見ていると我が子も年中さんになったとき、下の子に優しくできるだろうな…と思

っています。 

・異年齢の子たちとの関わりで、憧れや挑戦する気持ちが育っていると思います。 

・ぽっかぽかで、上の子は責任感が出るし、下の子も上の子たちの行動を見て、自分たちもやってみようという

気持ちが持てる。 

・同じ学年のお友達だけでなく、年上のお兄さん、お姉さんと一緒に何かをすることが多いので、子どもなりに

学ぶことがたくさんあると思います。 



●地域のこと 

・相撲大会では、地域の方々にご協力いただき、今年も行うことができ、貴重な体験をさせていただいたなと感

謝しています。 

・地域の交流を大切にしている。 

・チリンの会さんには親子共々楽しませてもらっています。感謝しています。(お母様も卒園児です) 

・遊びを通して学べることが多く地域と密接にかかわっているので、子どもたちの活動をより身近に感じられる。 

・地域の方々との交流が盛んなところ（焼き芋大会、野菜をもってきてくれるところなど） 

 

●園の教育についてのこと 

・子どもたちのやりたいことを叶えようとしてくれることが伝わってきます。 

・相撲大会、表現遊び、おはなしたんけんなど、運動、芸術、文学いろいろなことを偏りなく、幅広く楽しめ、

伸び伸びと育つことができていると思える点。 

・何でも無理やりやるわけではなく、好きなことを伸ばしてくれる。 

・運動会では、工夫を凝らしていて、祖父も感心していました。 

・体を使った運動遊びをやっていただき、できることが沢山増えました。 

・子どもの意見を尊重してくれるところだと思います。 

・自由に遊ぶ時間が多いところ。 

・自然や遊びの中に学びを取り込んでいるところ。 

・伸び伸び遊びながら学ぶこと。 

・子どもたちの個性を大切にしながらチャレンジしていくところ。 

・子ども 1 人 1 人に寄り添い、その子の良いところを伸ばそうとしたり、強制をせず子どもの考えを聞いてち

ゃんと寄り添っているところが、保護者としてはありがたいです。 

・子どもが自分でやりたいことを見つけ、実行でき、先生方もそれを応援してくれる。褒めてくれる。 

・季節によってその時その時の自然等の触れ合いができること。 

 

●先生のこと 

・担任の先生以外も子どもたちを見守ってくれていることがとても嬉しいです。 

・些細なことでも褒めてくれたり、足りないことはフォローしてくれるので、子どもも自信がついたり、園生活

が楽しく過ごせています。いつもありがとうございます。 

・先生たちが1人1人子どもたちのことをきちんと理解してくれていてその子の良さをグンと伸ばしてくれる。 

・先生たちがいつも笑顔いっぱいで幼稚園の行事もユーモアがあって、子どもだけでなく私も楽しいです。 

・先生方がとても親身になって子どもに接してくれるところ。 

・担任の先生はもちろんのこと、他学年の先生からの「愛情」も伝わってくる。園が一つになって全員を見てい

てくれる感じが伝わってくる。 

・先生たちの「温かさ」が溢れていて、親子で安心できる。 ・先生たちも優しく、相談しやすい。 

・毎朝、園長先生をはじめ先生方が笑顔で迎えてくれると、とても安心します。 

・どの先生も子どもと関わってくれるところだと思います。 

・毎年書かせてもらっていますが、本当に先生が良いです。兄弟 3人が天間幼稚園に通い、3人とも「先生が優

しくて好き！」って言っていました。私たち保護者にも色んなことを親身になってくれる先生たちです。（坂

本さん(用務員さん)もです） 

・先生たち全員が、子どもたち 1 人 1 人を大事に、愛を込めて接してくれていることが伝わってきます。子ど

もたちが楽しむことを 1番に考えてくれていて、先生も楽しんでいて、最高の幼稚園だと思っています。 



・どの先生もいつも笑顔で、接して対応してくれるところ。子どももですが、私も元気をもらえます。 

・先生方皆さん気さくに話しかけてくださって、どの先生も娘の良いところを教えてくださって、嬉しいです。 

・できたこと等、園であったことを親に教えてくれ、子どもを褒めて笑顔にしてくれる。また、自分でやれるこ

とは自分でやるよう話をしてくれる。 

・先生方がいつも笑顔で、子どもたちと一緒にとても楽しそうに活動しているところ。 

・先生方が、みんな本当に温かく、些細なことでも子どもの良いところを見つけて褒めてくださるのが、子ども

はもちろん、親としてもとても嬉しいです。 

・子どもについて悩みごとを親身になって聞いてくれて、一緒に悩み考えてくれるところ。 

 

●その他 

・コロナ禍で、いろいろな制限がありながらも、工夫して最大限に楽しめるように頑張ってくださっている。 

・いつも明るく元気で楽しい雰囲気な幼稚園だと思います。 

・坂本さん（用務員さん）のおかげで、園がキレイ。 

・子どものその時の気持ちをとても大事にしてくれて、その子にしっかり話を聞いて、どうしたいのか、そのた

めにはどうしたらよいのか、その時その時でしっかり対応してくれていると思います。時には親が怒ってしま

ったことなど、親の気持ちも親身になって聞いてくださり、何より共感してくださり、とても励みになります。

いつも笑顔で優しくどんな時も対応してくださり、幼稚園に行くのが私の楽しみです。 

・園舎がいつもピカピカ！用事で幼稚園に行ったときは本当に「きれいだな」って思います。靴下が汚れないで

す！ 

・温かい雰囲気に助けられています。 

・登降園の仕方に対して選択肢があるところ。 

・広々とした園庭に色々な遊具があり、子どもたちも伸び伸び遊べる。 

・昨年記入させていただいたことと重なりますが、園児にとっても親にとっても「陽だまり」のような場所だと

思います。園長先生を筆頭に温かい先生ばかりで、子どもが伸び伸び健やかに成長していける場所だと思いま

す。親が抱える不安にもしっかりと耳を傾けてくださるので、本当にありがたく感謝しています。 

・マチコミのタイムラインで園での様子を写真で見せていただけてとても嬉しいです。お忙しい中、本当にあり

がとうございます。 

・ドライブスルーの時も、子どもの様子を細かいことまで教えていただき、子どものことをよく見てくださって

いてありがたいし、とても安心できます。 

・コロナ禍で、様々な制限がある中、子どもたちを楽しませようと行事を企画、用意してくださるところに頭が

下がる思いです。季節の移り変わりを感じさせ、自然に親しむことを教えてくださったり、古来の行事を体験

させてくださったり、心豊かに育てていただいてありがとうございます。子どもの小さな変化に気づき、声を

かけてくださっていることに大変感謝しております。 

・安全面では、コロナ禍で大変な中、いろいろ考えて配慮してくださり、また、コロナ禍でもいつも楽しい参加

日を計画してくださり感謝しています。 

・タイムラインで子どもたちの様子がわかるので安心できます。 

・伸び伸びと子どもらしく育てていただいて、天間幼稚園にしてよかったなあと日々思います。1人 1人にちゃ

んと向き合っていただいていることがすごく伝わってきます。 

・面談はもちろん、幼稚園にお邪魔した際、子どもの長所を教えてくれて、保護者も通うのが楽しみになってい

ます。幼稚園での様子の写真も撮ってもらって、楽しく過ごしているのがよくわかります。 

・ドライブスルーなので、スムーズに送迎ができる。 

・園庭でも、園の中でも家ではできないことがたくさん出来る。 

・タイムラインで一日の出来事がわかること。 



気付いたこと（子どもの様子） 

・担任の先生を信頼していて、困っている時も相談するとすぐに対応してくださり、今年は幼稚園に行くことを

嫌がることなく過ごすことができています。 

・私が困っている時、心配をしてくれたり、進んでお手伝いをしてくれるようになった。 

・昨年より、園であったことを教えてくれるようになった。 

・園でやったことを自慢するようになった。（遊具ができるようになって） 

・幼稚園に入ったばかりの時、なかなか馴染めずに不安だったのですが、先生方が親身になって優しくサポート

してくださり、今ではすっかりお兄さんになりました。コロナ禍でも運動会や数少ない行事の中でもしっかり

と子どもの成長が感じられました。先生方にはとっても感謝しております。 

・細かいことでも「ありがとう」の気持ちを忘れず、相手に伝えられるように成長して感動した。 

・家ではなかなか自分の意見や意思が上手に伝えられなくて、大丈夫かなあと心配でしたが、最近いろいろな場

面で大人や、知らない人や、お店の人にも自分から聞いたりしている姿を見て、一番心配していたところがと

ても成長していてビックリしました。困っていてもしっかり聞けるので安心しました。逆に、困っている人が

いたら助けていたので、その時もビックリしました。 

・緊急事態宣言明けにはしばらく行くのを嫌がりましたが、（お休みが長すぎたから）それ以外、朝、登園を嫌

がることなく送り出すことができ、感謝しています。ありがとうございます。 

・みみちゃんの時までは引っ込み思案で心配でした。ですが今では人が変わったのかな？というくらい自分を出

せて大胆になれるところも出てきました。いろんな人と関わってすごく成長していると思います。 

・コロナ対応で 9月中は登園せずにいたので、再開したときに、私も子どもも久しぶりの雰囲気に馴染めるか心

配していました。先生方、クラスのお友達も、温かく受け入れてくれたようで、本人もとても楽しそうでした。

ありがとうございました。 

・子どもは伸び伸びと成長していると思います。家庭ではリーダーシップを発揮しているとはとても思えない言

動が多々ありますが、先生方から園で頑張っている様子を聞けることは嬉しいです。 

・毎日幼稚園に行くのが楽しみで、休みの日でも幼稚園に行きたがります。友達もたくさんできて、いろいろな

体験ができて、日々成長を感じます。虫も触れるようになったり、給食も残さず食べれる日もあるようで嬉し

いです。 

・最初は送る時泣いていたり、預かりが嫌ということもあったが、最近は泣くことも嫌がることもなく園であっ

たことをいろいろ教えてくれる。 

・初めは嫌がって大泣きしていましたが、今ではお休みの日より幼稚園の日が好き！というほど大好きになりま

した。先生方が毎日笑顔で待っていてくれて、今まで経験できなかったことを準備し、たくさん楽しい経験を

させていただいたからだと思います。本当にありがとうございます。 

・家に帰ってくると、幼稚園で製作したものを見せながら説明してくれたり、お友達の名前を出してこんなこと

があったよ！とよく話してくれるようになりました。幼稚園での生活を楽しんでいるようで安心しています。 

・秋からの登園でしたが、毎日幼稚園が楽しみなようで安心しています。子どもは毎朝、先生が玄関で「おはよ

う！」と出迎えてくれるのがとても嬉しいようです。 

 

気付いたこと（その他） 

・コロナ禍で、いろいろと制限がある中で、行事等工夫してやってくださり、本当に感謝しています。 

・保護者さんたちが仲が良く、雰囲気が良いと思います。 

・園の様子をタイムラインで写真付きで教えてくれることで、それを見ながら子どもとどんなことがあったか話

をすることができてよい。 

 



気付いたこと（改善点等） 

●保護者が参加する機会がもっとあれば・・・ 

① ・コロナ禍でも色々と工夫して行事などをやってくださり、ありがたいです。今後も可能な範囲で参観日

や子供の様子を見る機会があると嬉しいです。 

  ・楽しんで幼稚園に通うことができているので、それだけに保護者が参加する機会が少ないのは残念です。

仕方がないということはわかっていますが、祖父母も孫の楽しむ様子を直に見るのを希望していました。 

  ・アトリエ天間を見に行かせてもらい、とても良かったのですが、子どもが家で歌っているクリスマスの

歌が聞こえてきて、子どもの姿を少しでも見れたら、保護者は嬉しく思います。 

  ・みみちゃんの時のように、一緒に何か作り物が出来たら嬉しいです。 

 答え  昨年度のアンケートで、子どもたちの園での様子が見えないことが寄せられ、何とか普段の様子を伝

えられないかと考え、写真を加工することや、顔が見えないものを選ぶことや、その写真を送ったらす

ぐに削除することを徹底し、できる限りマチコミメールで発信してきました。今回のアンケートでは園

の様子が伝わっていることが分かり、ホッとしています。直に触れ合ったり、見たりすることを望まれ

る気持ちは本当によくわかりますが、今後も少なからずコロナ対応が続くことは予想されます。コロナ

についても、今後は少しずつ「withコロナ」としての対応がせまられる時期になってくると思います。 

来年度は、学年によってにはなりますが、親子運動遊び教室や、親子で制作を楽しむ機会を設けるなど、

少人数で短時間で行うふれあい参加日を企画しようと思います。参観日や参加日、祖父母参観日の有無

や方法については、先ずは安全を第一に、どうすれば行えるかを今後も一生懸命考えて対応したいと思

いますので、ご理解いただければと思います。 

 

 ② 可能であれば、参観日を学年ごとやっていただけるとありがたいです。 

 答え  例年、表現遊びの参観日と、学年最後の参観日は学年ごと行っています。今年度は、9月の緊急事態

宣言による登園自粛で、行事の見直しを行い表現遊びの参観日を 3学期にもっていってしまったので、

学年ごとの参観日が 1回になってしまいました。日程や内容により、全ては無理ですが、兄弟のいるご

家庭も楽しめるように、上手に時間配分をするなど工夫をしていきたいと思います。 

 

●「子どもからお家の方に伝えてもらう」ということについて 

①・子どもの言葉だけではわからないこともあるため、大切なことはどういうことなのか分かるように連絡し

てほしい。 

 ・子どもたちには伝えていること（半袖の上に園服を着るとか）もお便りに書いてくれるといいなあと思い

ます。なかなか話してくれず、他のママから聞いて「そうなの？」となることもあるので…。 

 答え  幼稚園では、学年に合わせて、このことなら子どもからの伝言で大丈夫という内容は「必要なことを

伝える」という育ちをねらって、意図的にお便りに書かずに知らせることもあります。「お口のお手紙」

と呼んでいます。例えば「焼き芋大会で使うから、新聞紙が家にある子はもってきて」など無くても大

丈夫なものは年少さんにも。「衣装を入れるスーパー袋に名前を書いて持ってきて」など、ないと困る

けれど、急ぎではなく確認しながら個々に伝えらえることは年中さんにも。年長になると、遊びで必要

なものを自ら考えて自分でお家で伝えて持ってくるなどです。ただし、伝わらないと困ることは必ずお

便りやマチコミメール等で流すようにしています。今後は、お口のお手紙で知らせたことで、必要と思

われることは、マチコミメール等で知らせるようにしますが、「困る」という経験も大事だと考えてい

ます。なので、その際は「何か先生に言われたことないかな…？」など、お家でも聞いていただけると

いいと思います。また、基本的に、服装は「これが決まり」ということはなく、その日の気温や体調、

活動に合わせて着て来てくだされば大丈夫です。 

 



 ② 先生の言葉は、子どもにとって重みがありますので、寒くなり始めたころに、半袖半ズボンを推奨する話

をされていますが、子どもの体調をよく知っているのは家庭だと思いますので、子どもがそのことで園と板

挟みになり、半袖半ズボンでないと先生に怒られると泣いたときにはどうしたらよいか悩みました。 

 答え  園では、「自分で感じて考えて衣服の調節ができる」ということを育てたいと思っています。子供は

元気に動いて遊ぶと冬でも汗をかくこともあり、体力作りもあり、薄着を推奨していますが、「寒くて

も半ズボンでなくてはいけない」ということではありません。担任の先生は「半袖半ズボンで来ないと

いけない」という言い方ではなく、少し寒い日に「〇〇君、寒いのに半袖半ズボンで元気だね」という

言い方をしたのだと思います。担任の先生が「褒めた」と捉え、僕も！と、その言葉で、半袖半ズボン

の子が増え、我慢して薄着で来ている子が増えた際、マチコミメールでもお知らせしましたが、おっし

ゃる通り、お子さんの体調をよく知っているのは家庭だと思いますので、お子さんが自分で調節できる

ような服装で登園させていただいたり、園においてある着替えに調節できるようなものを入れておいて

いただいたりしてもらえればと思います。また、そのようなことで困った際は、悩まず、園にご連絡を

いただければと思います。 

 

●写真について 

① 選んで注文できるといいです。 

② はいチーズさんの写真が少なかったのは残念でした。 

 答え  写真は、担任の先生が保育を行いながら撮っています。行事の際は意識して撮れるのですが、普段の

様子は一緒に遊んでいるのでなかなか頻繁には撮ることができません。また、写真はたくさんほしい方

もいれば、少なくていいという方もいらっしゃるようです。例年このような意見が多くあることから、

来年度からは、業者さんに依頼して選んで注文する方法に変えていこうと検討中です。写真を撮るのが

先生たちであることは変わらないので提供できるデータに限りはあると思いますが、しっかり決まりま

したら、またお知らせします。 

はいチーズさんの写真はプロなので、生き生きとした姿が撮られていて素敵ですね。今年度は運動会

参観日が日程変更によりお願いすることができず残念でした。コロナの状況にもよりますが、今後も、

大きな行事には依頼していこうと思います。今年度は 3学期の表現遊びと、卒園式に予定しています。 

 

●登園自粛について 

① コロナの影響で夏休みが長引き、登園を渋るようになりました。分散登園など少しでも登園の機会をいた

だけたら良かったのかな…などと感じました。 

 答え  登園自粛、希望保育など今年度もご協力をありがとうございました。それについては安全を第一に、

考えた市の保育幼稚園課からの要請のもと行いました。罹患しても軽度で済むと言えども不安がありま

す。また、園児はワクチンも打てません。小学校の子どもとは違い、自分で自分のことを守るように徹

底した行動規制をすることはまだまだ難しいのが実態です。父母で就労しているご家庭などさぞかし大

変だったと思いますし、そうでなくても、園児を外出自粛しながら家で見ることも大変だったと思いま

す。希望登園していた際も、少人数で静かに一言も話さず昼食をとる光景に何とも言えない虚しさを感

じました。というわけで、幼稚園での分散登園は不可能でした。自粛開けは、希望登園だった子もお家

で過ごしてきた子も、変わりなく楽しめるように考えてきましたが、大好きなお家の方との時間が、き

っと一番だったのでしょう。本当に一日も早く通常の生活に戻りたいですね。 

 

 

 

 

アンケートの集計をし、今年度も、保護者の皆様が天間幼稚園を信頼して、お子さんを預けてくださ

っていることがわかりました。ありがたく思う気持ちと同時に、その期待に応えられるよう、今後も職

員一同力を合わせて、全力で子どもたち一人一人の豊かな成長のために努力していきたいと思いまし

た。温かな、励ましのご感想も本当にありがとうございました。とても嬉しく思い、これからの励みに

なりました。 


