天間幼稚園保護者様

令和 3 年 1 月 15 日
富士市立天間幼稚園
園長 渡邉 範子

令和 2 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御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。年度当初の休園があっても、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。
＜評価＞

１

以下に結果をご報告いたします。

在園児 52 人中 51 人回答

２

お子さんは幼稚園に通う
ことを楽しんでいますか？
あまり思わな
い 2％

やや思
う
14%

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？

「やや思う」の方も合わせるとほとんど全員
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。
「や
や思う」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。

やや
思う
8%

懇談会で「今年度の天間幼稚園の教育」に
ついて、教師の援助や環境設定を伝えなが
ら、学年ごとの「遊びからの育ち」について、
写真を見ていただきながら説明しました。そ
れが理解につながったのだと考えます。

思う
84%

３

1 人未提出（12/4 現在）

お子さんはこの 1 年で
どのように成長しましたか？

思う
92%

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。
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全体的に体を十分に動かし、好きな遊
びを見つけ、主体的に楽しんでいたこと
が見えます。年少さんはこの 1 年で自分
のことは自分でやろうとする気持ちが
育ち、友達との関わりも増えたようで頼
もしく思います。年中になると、友達の
存在が成長を大きく促しているようで
す。刺激をし合って生活していることが
わかります。年長になると、今年度は特
に、友達の良いところを見つけられた
り、友達と協力して一つのことをやり遂
げたりする力がついてきています。異年
齢との関わりによる育ちも大きかった
ようです。どの学年にも大きな育ちが見
えました。

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？

年々就労するお母さんが増加し、行事は 5 年前
と比較しても減る傾向にあります。昨年度より
「思う」が 12％も減少したのは、コロナ対応で
今年度は、親子バス遠足、9 月の参加日、1 月の
親子で遊ぼう会等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。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。

やや
思う
27%
思う
73%

あまり思
わない
2%
やや思
う
24%

思わない
2％

思う
72%

今年度は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が、保護者の方の不安
も大きく「思う」が昨年度より 21％も減ったのだと思います。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。

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？

やや思
う
22%

あまり思わな
い 2％

思う
76%

８

今年度は運動会も参加日も短時間で、屋内では
参加型の行事ができず残念でした。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 98％の方が
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。

やや
思う
6%

思う
92%

あまり
思わ
ない
14%

「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。

お子さんのことや心配事、悩み
９
事等、先生たちに相談しやすいで
すか？(連絡帳含む)
昨年度に引き続き、送迎時の担任とのコ
あまり思わな
い 2％

７

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。

PTA 活動に積極的
に協力し、参加できま
したか？
思わない
6%

思う
47%
やや
思う
33%

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？

様々な人との関わりは、子供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。今後は SDGｓにも
つなげて考えていきたいと思っています。温かい支援に
感謝したいと思います。

やや思
う
2%

思う
98%

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。
（個人的に回答させていただいたものもあります。
）

10＜良さとして感じていること＞

●遊びや子供の様子のこと
・子供たちがとても優しく、楽しそうに伸び伸びと活動していることころ。
・子供に自分で考えて行動させているところ。
・子供に合った教育をしてくれるので、個性を伸ばしてくれる。
・子供たちが積極的に伸び伸びと自分を表現できていると感じる。やる気・活気にあふれている。
・絵本もたくさん読んでくださって、情緒も育っています。また外遊びもたくさんしてくださり、体力もついて
風邪もめったにひきません。
・広い園庭で伸び伸びと走り回り、上下の関係（ぽっかぽか）もあり、優しさや思いやりの気持ちが芽生えてい
いと思う。
・先生方がとても明るく元気で、子供の良さを引き出してくれるので、子供が本当に幼稚園に行くことをとって
も楽しみにしています。お休みの日も行きたくなっちゃうくらい、明るく楽しい幼稚園だと思います。
・外で元気に伸び伸びと遊ぶことができるので、体力もつきとても良い。
・子供一人一人への愛情がどの先生も溢れていて、しっかり子供の意見を聞き、受け入れてくれ、子供の考えや
アイデアを引き出してくれ、導いてくれていると思います。

●食育のこと
・野菜など自分たちで育てることができ、料理してくださり、旬のものも食べられて家でも食育が楽しみやすい。
・ジャムおじさん（地域の野菜の先生）との交流。
・坂本さん（用務員さん）の手作りおかず。

●異年齢、てんまっこのこと
・異年齢交流により、他学年にも友達ができ、たくさんの刺激を受けられるところ。
・「ぽっかぽか」等で横の交流のみならず、縦の交流もできており、うちの子は年少ですが年上の子が下の子の
お世話をするという考えが根付いているように思います。
・異年齢やてんまっこちゃんとの交流が多く絆が強いところ（年上への憧れ・年下への思いやり）
。
・学年関係なく仲良く遊んでいたり、てんまっこちゃんやちゅうりっぷちゃんのお手伝いなど、子供の心の成長
にも良い関りがある。
・自分よりずっと小さなてんまっこちゃんたちと触れ合うようになってから「自分でやろう」という気持ちが前
より強くなったように思います。

●地域のこと
・相撲大会はとても良い行事だと思います。我が子も年長さんになったら「真剣勝負ができたらいいな！」と思
います。
・地域交流がたくさんあるので、子供たちがいろいろな経験や体験ができるのが良いです。
・地域密着型でアットホームな感じ。
・地域の方々の協力がとてもあり、すごくありがたい。

●先生のこと
・先生方がみんな温かく見守ってくれて良いところを褒めてくれるところ。
・先生たちみんなが、子供をとても可愛がってくれるところが、とても素敵だと思います。子供自身が嬉しいの
はもちろん、親としてもとっても嬉しいことです。先生たちみんなが本当に最高です。
・先生たちもいつも楽しそうで、子供たちに向ける眼差しがとても温かいところ。

・コロナウイルスの流行で大変な中、様々な工夫をしてくださりありがとうございます。元々から計画されてい
た行事の中止や縮小は残念に思いますが、それでも子供たちや保護者にとって良い思い出になっているのは先
生方のおかげと思います。そんな先生方が幼稚園の良さだと感じています。
・何年かぶりの幼稚園ですが、兄たちの時と先生の顔ぶれが違ってもどの先生も前の先生方と同じくらいいつも
笑顔で優しく接してくださるところがいいなあと思います。
・いつも先生方が笑顔で迎えてくれること。
・どの先生方もよく全園児のことを見ていてくれて幼稚園での様子を聞かせてくれることはとても嬉しいし、こ
の園にしてよかったなと思うところです。とても安心して預けることができています。
・担任の先生が子供のことを慈愛をもって接して下さっていることをいろいろな箇所から感じています。
・先生方全員で子供たちを盛り上げて気持ちを前向きにしてくださる姿は「THE！天間幼稚園」ではないでしょ
うか。家だとマイナスに感じる部分を相談すると良い面をすぐに見つけてくださることにも感謝しています。
・先生や保護者の方々が仲が良く、園の雰囲気が良い。
・先生方が明るく元気で熱心。とても頼りになります。
・子供の目線に立ち、子供の考えを尊重して先生方が動いてくださっているのをすごく感じる。
・先生方も子供たちと一緒に楽しんでいて、先生と子供たちが一緒に笑い、泣き、考える、一緒に高め合ってる
ところ。
・子供一人一人への愛情がどの先生も溢れていて、しっかり子供の意見を聞き、受け入れてくれ、子供の考えや
アイデアを引き出してくれ、導いてくれていると思います。
・なかなか家では対応が困ったり、できないことがありますが、幼稚園で逆に子供が学んできてくれて対応でき
ていたり、本当に先生方に助けられています。どんな時でも笑顔で親の私が元気がない時も先生の方が気づい
て声をかけてくれたり…弱音を吐いたり相談にのってもらえたりと、親子でお世話になりました。ありがとう
ございました。
・園長先生を始め、先生たちがとても明るく（チームワークがあるように）連携がとれている様子が伝わります。

●その他
・園全体で子供を温かく見守ってくださっている感じがすごく伝わってきます。年中年長さん達と関わることも
多く、園児同士、先生方、近隣の方々など人と人の結びつきが豊かで「温かみ」を感じられる園だと思います。
・園の中も外も綺麗になっている。
・帰りの際、子供の幼稚園での様子をドライブスルーで教えていただけることが嬉しいです。
・園庭が広く自然豊かなところも天間幼稚園ならではのよいところだと思います。
・少人数なので目が行き届いている感じがします。園全体で見ていただけていると思っているので本当にありが
たいです。
・園だより、VTR など園での様子をたくさん教えてくださるので記念になります。
・人数が少ないこともあり、先生、子供たちみんなで仲良く顔や名前を憶えてくれるところ。
・参観日が見ているだけでなく、保護者も一緒になって参加できるので、子供の気持ちを汲み取りやすく、共感
できるのでとても良い。
・行事が先生、子供たちが全力でやっていて、毎回楽しめて、親も参加型になって大盛り上がりで、みんなで団
結力が深まってとても良い思い出になる。
・コロナ禍でも幼稚園の思い出作り（親子の触れ合いも含め）に注力してくれるところ。
・一つ一つのことに丁寧だな…と思います。先生方の子供たちを想う気持ちが伝わってきて、天間幼稚園でよか
ったな…と感謝の日々です。いろいろなアイデアもすごいと思います。
・園の様子、子供の成長の手助けを子供の目線で教えてくれるので助かります。
・降園時、子供の様子やその日にあったことなどを教えてもらえるのはとても有難いです。

11 気付いたこと（子どもの様子）
・入園児は心配していましたが、担任の先生方にお世話になり、我が子らしく成長していることを感じています。
特に最近は友達との関わりを話してくれるようになりました。また、思いやりをもって家族に接してくれるこ
とも増え、心の成長をすごく感じています。
・年長さんになり、いろいろなことが成長しました。相手の気持ちを先に考え家でも妹に対しての話し方が変わ
ったり、私が今からやろうとしていることも先に動いてやってくれたりします。とても助かります。自分が本
当はやりたかったことも「やりたい」と他から声が聞こえると譲ってくれて自分が後でやることもあります。
給食では好き嫌いが多かったのですが、幼稚園では食べてくるようになり、家でも食べられる回数が増えまし
た。また、お友達の良いところ、あまり気づかないところなどをしっかり見ていて、ちゃんと発表している姿
やお友達が話をしている時はしっかり体ごと話している人の方を見て聞く姿に感動しました。
・よく考えて行動するようになったな…と思います。
・不安を抱えながら天間幼稚園での生活が始まりましたが、朝、登園の支度を嫌がることなく玄関まで楽しそう
に走っていく我が子の姿を毎日見ることができ、様々な面でよい方向への変化が見られるようになりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
・毎日、幼稚園での様子をよく話してくれるので、楽しく過ごしていることが伝わります
・仲良しの友達もでき、毎日楽しそうに帰宅する様子を見て、親の私もとても嬉しく思っています。
・毎朝「幼稚園いやだ」と言いますが、家に帰ってくると幼稚園ごっこをして遊んでいます。園生活を楽しく過
ごしているようで安心しています。
・早生まれで小さく、コロナも流行り、下の子も産まれ、不安でいっぱいのはずなのに一度も幼稚園に行きたく
ないと言わず、先生と友達が大好きで、毎日元気いっぱいでいられるのは、担任の先生をはじめ、先生方みな
さんのおかげだと思っています。本当に感謝しています。
・友達ができ、人とのコミュニケーションの取り方を学んでくれていると思います。園全体を見ても穏やかな子
供が多く、我が子も優しい子に育って欲しいです。
・幼稚園に行くのを嫌がらなくなったので、楽しんでいるのだと感じる。
・年少の頃から幼稚園大好き！少し早くお迎えに行くと泣いてしまい「もっと遊びたかった」と言ってくれるほ
ど幼稚園が大好きな我が子。お野菜が苦手だけど幼稚園では先生の魔法で頑張れてしまう。恥ずかしくてなか
なか自分の意見や気持ちが言えなくて心配していましたが、しっかり言えるようになりました。いつも温かい
気持ちで子供のことを考え、理解してくださり感謝しています。
・ぽっかぽかや、てんまっこちゃんとの関係の中で、小さい子への面倒を見ることが自然とできるようになって
いてとても良かったと思います。
・去年に比べてお友達と遊べるようになったり、踊りや歌を覚えて楽しくやったりしている姿を見られて、驚き
と感動でした。幼稚園での出来事などもよくお話してくれるようになり、子供の成長を本当に感じられました。

11 気付いたこと（その他）
・今年度は新型コロナウイルスの影響で様々な制約がある中で、「何とか例年に近い行事ができるように」と先
生方が頑張ってくださり、本当に感謝しています。
・今年度はコロナ禍ということで、もどかしさもありましたが、先生方がたくさんの工夫をし、運動会、参加日
等、保護者を受け入れてくださり、子供の成長を見られたこと、大変うれしかったです。ありがとうございま
した。
・困っていることや、悩み等を親身になって聞いてくださる先生がいるおかげで、子供が安心して楽しく幼稚園
に通っているということが親にとって一番うれしいことです。いつもありがとうございます。忙しい中でも丁
寧に見てくださり、本当にありがとうございます。

気付いたこと（改善点等）
●普段の子供の様子をもっと知りたい
①

参観が減った分、マチコミで子供たちの写真（タイムライン）が見られたことは本当に嬉しかったです。

今後も配信していただけたら嬉しいです。
答え

富士市の情報セキュリティは個人情報の漏洩に厳しく、慎重に管理されています。マチコミを取り入
れた初期には気軽にアップすることができたのですが、マチコミのタイムラインに載せる写真も個人情
報ということで、申し訳ないのですが、現在は気軽に利用できなくなっています。

② はいチーズさんの写真は今後もあったら助かります。
答え

他の方からもこのような要望がありました。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。コロナの状況にもよりますが、今後、大きな行事には依頼していこうと思
います。

③ コロナ感染拡大の心配から授業参観が実施できない状況は理解できますが、入園してからどのような園生
活を送っているのか、伝える工夫をもう少ししていただきたかったです。保護者会で研修に沿った子供のス
ライドを見せていただきましたが、保護者の思いはそれよりも１枚でも我が子がどのように園で過ごしてい
るのかを知りたかったと思います。来年もコロナ禍での園生活は続くかもしれませんが、子供の様子を伝え
る工夫を期待したいです。
答え

昨年度、遊びの様子の写真を使った教育方針の説明がとても分かりやすかったという感想が多く寄せ
られたので、今年度も天間幼稚園の教育と子供の育ちを伝えようと、全体の保護者会の中でプロジェク
ターを用いた説明会を行いました。これについては、今年度も幼稚園の保育内容が分かって嬉しかった
というご意見もたくさんいただいているので、園全体のこととして今後も行いたいと思っています。た
だ、コロナ禍で年少の保護者の方は、初めての集団生活の中でお子さんがどのように過ごしているのか
ご心配だったと思います。今後は、クラスの懇談会の中で、スライドや写真を見せながら、お子さんの
遊びや生活についてお伝えできるようにしたり、クラス便りに写真を載せたりする努力をしていきたい
と思っています。また、個人面談や希望面談も行っていますので、その機会に担任の先生から詳しくお
子さんの様子をお聞きしていただけるとお子さんの育ちにもつながると思います。今後もコロナ対応が
続くことが予想されます。参観日や参加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。

●写真を選んで注文出来たらいいなと思います。
①

園での生活の思い出をできるだけ残してあげたいので、検討していただけると嬉しいです。

②

同じような写真があったため。また、前月と同じ写真が入っていたことがあったため。

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。そのため、申し訳ないのですが、
たくさんの中から選んで注文するほどの量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。
そこで来年度からは「少しでも写っていれば全て欲しい」
「メインに写っているものだけでよい」
「同
じようなシーンのものは複数いらない」など項目を作って年度の初めにお聞きし、それぞれのご家庭に
対応していこうと考えています。間違えて同じ写真が入っていたようで申し訳ありませんでした。今後
そのようなことがあれば、ご連絡の上返却してください。

●マスクの着用について
①

子供たちがあまりマスクをしていない印象があります。まだずっとつけているのが難しい年齢だと
思いますが、もう少しつけていてほしいです。

② インフルエンザやノロウイルスなども心配です。食事以外ではマスクの着用をお願いしたいです。
答え

コロナウイルス感染症も治まる気配がなく、心配だと思います。幼い子供たちが自分で判断すること
はなかなか難しいので、その都度先生たちが判断し、声掛けをしています。マスクについては、基本的
には戸外で体を動かして遊ぶ時には外す、屋内ではできるだけ着用する、遊戯室に集まる時や集まって
相談したりする時は必ず着用する(持っていないお子さんには園の使い捨てマスクを渡しています)とい
う約束で対応しています。外した時はポケットに入れていますが、落としてしまうお子さんも多く、か
えって不衛生なこともあります。汚れた時は各自カバンに入っている予備のマスクをしたり、なければ
園のものを渡して対応したりしています。今後もこの約束を徹底していきたいと思います。

●行事の詳細の連絡時期について
①

次の月の予定は当月の下に書いてありますが、参観日などできれば 2 週間前には大まかな連絡が欲しいで

す。
（コロナ対応のためだと思いますが、早めに情報をお願いします）
②

参加人数、下の子を預けなければいけないのか、時間帯 etc…。コロナ禍でギリギリまでお伝え出来ない

状況でお知らせができないのであれば、その旨をラインでも結構ですので流してほしい。
答え

今年度は文科省や県の教育委員会からのコロナ対応についての指針や市中感染の様子を把握しなが
ら、他園の公立幼稚園の園長とも情報交換や会議をし、慎重に行事や参加日、運動会などの有無や方法、
対策について考えながら対応してきました。そのため、間際の判断でお知らせが遅かったこともありま
した。特に 9 月の保護者会については当初「参加日」とお知らせしていたのに、子供と触れ合う機会も
参観する機会もなく、申し訳ありませんでした。今現在の予定ということでお知らせすることも考えま
したが、情報が何度も変わると混乱してしまうこともあると思い、確実になってからのお知らせをして
いました。今後は、基本的には月の終わりに配布する園だよりで大まかな時間や参加者、場所などはお
伝えするようにしますが、行事が月の初めにある場合は、臨時に園だよりを発行していこうと思います。
詳しい内容につきましてはこれまで通り近くなってからのクラスだよりになりますのでご理解くださ
い。ただ、コロナ禍で急な変更や中止が生じることに関しては、安全を第一に決めていきたいと思いま
すのでご協力をお願いいたします。

●寒い日の服装について
①

冬用の体操ズボンやトレーナーがあったらいいなあと思いました。

答え

申し訳ありませんが、今のところ予定はしていません。寒い季節はお子さんが着脱しやすく動きやす
いものならば、ジャージや長ズボンなどをはいてきていただいてかまいません。

② 寒さに負けないように園ズボンで登園していますが、急に寒くなった今、体調管理にはタイツなどはかせ
てもいいですか？
答え

もちろん OK です。幼稚園では「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。

アンケートの集計をし、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。

