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 ふぞく幼稚園父母の皆様 

                        ふぞく幼稚園 園長 森   泉  

アンケート結果と今後の課題にについて 
アンケートの回収率は４１家庭 回収率５１％ 
お忙しい中２学期末のアンケートへのご協力、大変ありがとうございました。いただ

いたご意見は、全職員で読ませていただきました。回答や対応などをまとめたものを配

布させていただきます。小さい字で申し訳ありませんが、ご一読いただけると幸いです。

いただいたご意見は真摯に受け止め、努力してまいります。 

期間は短いですが、３学期末にアンケートを行いますのでご協力をお願いいたします。 

 

Q1 ２学期の姿について 

１．休みの日でも幼稚園に行きたがった。                19.5％ 

２．毎日幼稚園に行きたがった。（登園を渋る、嫌がることはなかった）  39.0％ 

３．ほぼ毎日幼稚園に行きたがった。（２学期に１回～２回渋った）    24.4％ 

４．時々幼稚園に行きたがらなかった。（２～３週に１回～２回）      9.8％ 

５．結構幼稚園に行くのを渋った、嫌がった（１週間に１度）        2.4％ 

６．とても幼稚園に行くのを渋った、嫌がった（週に何度も）        2.4％ 

７．幼稚園に行かせるのが大変だった（泣いたり、強く拒んだりした）    ０％ 

Q2 職員の対応 

１．とてもよい         65.9％ 

２．よい            24.4％ 

３．ふつう            7.3％ 

４．あまり良くない        ０％ 

５．悪い             ０％ 

Q3 行事の土曜日開催について 

⒈ 賛成              53.7％ 

⒉ どちらかというと賛成      19.5％ 

⒊ どちらともいえない       17.1％ 

⒋ どちらかというと反対       4.9％ 

⒌ 反対                     2.4％ 

■今回のアンケートでは、Q1・Q２・Q３の項目について１学期と数値に大きな変化はありません

でした。2 学期は行事が多かったため、行事についてのご意見が多かったので、アンケート結果

は、前半は行事について、後半は幼稚園の運営やご意見をまとめさせていただきました。 

≪お遊戯会≫ 〇の数字は類似意見の数、■は幼稚園からです。 

●会場が狭くて祖父母が呼べない。② 

●年少さんの長い劇や、年長さんがアニメソングで踊るのは、年齢にあっているのか少し疑問で

す。先生方の思いがたくさん詰まってありがたいのですが、内容が盛りだくさんで楽しいです

が、盛沢山すぎる気もしますので精査も必要では？② 

●お遊戯会の２部制は少しあっけなく寂しい気がします。せっかくの幼稚園のお遊戯会なのだか 

ら、全員で観覧したいと思いました。② 

〇座席取りの時に、１番の人と２番の席をとる間隔をもう少しあけていただきたい。小学生がイ 

スの前列に座っていたのでその点も徹底していただきたい。 

〇練習から当日まで子どもがとても楽しそうにして、成長を感じることができ感動しました。⑤ 

〇場所が狭いと心配していましたが、先生たちの声掛けやご配慮で楽しく見ることができました。 

〇成長を近くで見られ、子どもが目標に向かって努力し達成感もありいいことだと思う。③ 

〇演目はよかったです。子ども達のかわいらしさを発揮させてくださって感謝しています。② 

〇お遊戯会の変更点賛成です。感動の多いふぞくのお遊戯会をじっくり味わえると思います。③ 

■お遊戯会へのご感想ご意見ありがとうございます。今年度の短大３０８教室でのお遊戯会の開

催に際しましては、大変に手狭でご迷惑をお掛けいたしました。お遊戯会を終えた段階で、「２

部制で実施するか」「別会場で実施するか」の２案を検討しお知らせしたとおり「２部制」に

することにいたしました。大きな会場で、みんなで見ることが出来るのが望ましいことは分か

っていますが、別会場で開催して、「そこまで行く時間」「日常的に練習できず、会場で１、２

回しか練習できない」などの子ども達への負担を考えて結論を出しました。みんなで見られな

いことの寂しさもあるとは思いますが、ご了承いただきたいと思います。 

■内容について盛沢山ではないかとのご意見がありました。クラスによっては難しいダンスに挑

戦したり、劇や劇遊びでは一人一言セリフがあるようにしているので、人数の多いクラスはど

うしても時間が長く掛かってしまうこともあると思います。けれど、設定保育での練習は私が

思っていたより少なく、ダンスは子ども達が喜んで自由遊びの時間にも踊っていました（今で

も時々踊っています。）。担任が子ども達の様子を見て、少し難しいものに挑戦させることもあ

ると思いますが、決して見映えだけを気にして行っている訳ではなく「このお遊戯会で頑張る

力をつけさせたい。」「みんなで作る楽しさを知ってほしい。」などの目標を持って行っていま

す。次年度から２部制になるにあたり、プログラムも新たに組みなおしますが、子ども達に相

応しい演目の選定に努めてまいります。 

■今年の会場は、舞台が低くて縦長だったため、後ろから少しでも見えるように例年よりイスを

多く配置しましたので、イスが全て優先席で子どもが座ってはいけない訳ではありませんでし

た。説明が不十分で、分かりにくくて大変申し訳ありませんでした。次年度以降、優先席は明

確にいたします。又、座席をとる間隔については、次年度２部制になりますので今年度よりは

取りやすくなると思います。 

≪ふぞく子ども祭り≫ 

●簡単で売り物を作るのがつまらなかった、と子どもが言ってました 

〇品物や看板を作ったり、売り手になったり買い手になったり満足そうでした。縦割り班でお兄 

さん、お姉さんと交流できるのもいいなあと思いました。④ 

■アンケートの数値部分には、１

学期と大きな変化はありませんで

した。登園の際に、お遊戯会が負

担になって渋る子もいたようで

す。登園を渋る場合には幼稚園で

の生活に何かトラブルがあること

が多いので、気になる場合にはい

つでもご相談ください。 



〇お店がたくさんあって商品のクオリティに驚きました。先生たちはとても大変だと思います。 

お疲れさまでした。 

〇子どもが行程の多い行動を一人でできていたことに成長を感じました。 

■ふぞく子ども祭りは、本来は「ふぞく祭り」を体験した子ども達が、体験を生かして取り組む

ことになっています。今年はふぞく祭りが後になって申し訳ありませんでした。縦割り班で品

物づくりをするため、年長さんには簡単だったり、年少さんには難しかったりするかと思いま

すが、年長児が年少児を手伝ったり、協力し合うほほえましい姿も見られました。次年度以降

も、子ども達が楽しんで製作できるふぞくこども祭りが実施できるように工夫して取り組んで

まいりますのでよろしくお願いいたします。 

≪遠 足≫ 

●噴水での遊びを楽しみにしていたのですが、もう少し暖かい時期にして欲しいです。 

〇子どもが楽しみにしていて参加後、楽しかったことを家族に報告していた。 

≪サッカー交流会≫ 

●負けたのがつまらなかったそうです。今年は、園庭で毎朝、帰りの前に練習ができなかったか 

ら負けたのかなあと話しています。 

≪焼き芋≫ 

〇お芋にバターが気に入ったようです。家庭で体験できないので喜んでいます。② 

≪ノロッコ号≫ 

〇家族では乗る機会がなかなかないため、よかった。 

■次年度の行事検討の段階で、暖かい時期に遠足ができるように検討し、園庭も自由に使えます

のでサッカーの練習もできるように調整していきたいと思います。ただ最近、気候の変動が激

しいため、予測できない部分も増えてきていることは事実です。３１年度は何とか天候に左右

されずに行事を実施したいと願っていますが・・・、天気だけは何ともできません。計画と準

備は周到に、突発的な出来事には臨機応変に対応したいと考えています。 

≪祖父母交流会≫ 

●たいてい祖父母は２家庭あるはずなので、交流会を年４回やるなら、おじいちゃんおばあち

ゃんみんなにプレゼントを渡せるように配慮して欲しい。 

〇毎回おばあちゃんが参加して、孫の幼稚園での姿を見ることができ、他の子のおばあちゃん 

との交流の機会にもなって良かったと思う。 

〇今年の敬老の日のプレゼントは２つにわけることができてすごく良かったです。我が家は祖父 

母両家健在ですので、非常に助かりました。 

■祖父母交流会は多くの方々に子ども達とかかわっていただき、子ども達の励みになり、やさし

さが育って欲しいと願って行っております。プレゼントの件に関しては検討してまいりますが、

年齢的なことや能力的なこともありますのでご了承ください。 

≪スケート保育≫ 

●子ども達がとても楽しそうにしていたので、お母さん達もお仕事の方は、折角お休みをとって 

参加していることですし、時間が短く感じました。 

●ほかの幼稚園にはない取り組みで、ふぞくを選んだ理由でもあるので継続して欲しいです。② 

●スケートは釧路では小学校で絶対あるので年少年中も今までどおりが良かった。スケートの日 

の間隔をもう少し開けてもらえれば働いていても保護者も参加できるのではないでしょうか。 

●スケート保育も今まで通り年４回行ってほしいです。ねらいは理解できるのですが、いろいろ 

と用意もしてしまったし、本人のやる気もありますせめて１年先送りにならないでしょうか？ 

〇なかなか連れて行ってあげられないので、ありがたいです。③ 

〇無理させず楽しく少しずつスケートに親しませたいというねらいがとても伝わってきました。 

来年から年長さんのみというのがちょっと残念ですが、年長さんだけでも４回もやっていただ 

けるのはありがたいです。用具のレンタルも助かります。 

■ふぞく幼稚園の一つの特色として２０年以上（３０年？）行ってきたスケート保育を保護者の

皆さまが評価して下さっていることに改めて感謝申し上げます。ただ、こども園になるからだ

けでなく、現在の状況としても保護者のスケート保育での送迎が難しいお子さんが増えて、ス

ケート特別便のバスが回り切れなくなっている現状もありますので、大変申し訳ないのですが、

３１年度よりスケート保育は園外保育の一環として保護者送迎なしで、年長児のみにさせてい

ただきたいと思います。ただスケート保育の重要性はアンケートにより再認識いたしましたの

で、年長児のスケート回数を５回に増やし、年中組もそのうち何回かはリンクで氷に親しめる

ように調整いたします。 

≪運動会≫ 

●運動会の親子ダンスは無くていいかも。運動会の競技も子どもにとって多い気がします。２年 

続けて短縮だったけれどそれでちょうどいいかもと思いました。 

●前回書き忘れましたが、運動会の男の子のトイレの付き添い困りました。 

■運動会は、次年度土曜開催を予定していますので，内容について検討させていただきます。 

≪行事全体について≫ 

●一週間に２回以上、親がかかわる様な行事があるのはちょっと辛いです。できる限り親が参加 

する行事には参加したいと思うのですが、週に２回以上休みを希望するのは厳しいです。 

〇全部の行事が良かった。② 

〇これができるのは年長さんだけという行事は、特別感が子どもの自信につながっている。「も 

う、卒園…」と１つ終わるごとに親の寂しさが増していきます。 

〇工事の関係で不都合が多い中「子ども達の為に」といろいろ工夫し、たくさんの時間をかけて 

 準備をしていただきありがとうございます。おかげさまでうちの子は毎日楽しく幼稚園へ通え 

 ていました。行事だけでなく毎日の保育も楽しんでいます。 

■ご指摘の通りスケート保育が入った１月下旬は、アイスアリーナの国体開催による日程の変更

も重なり、餅つき会を含めてご来園いただく機会が多くて大変申し訳ありませんでした。現在

次年度の計画を検討しておりますが、保護者の出席する行事が重ならないように調整してまい

りますのでよろしくお願いいたします。 

≪職員の対応≫ 

●お遊戯会で途中で立ち位置が分からず固まってしまった子を移動させる際、引っ張るように

見えたので、先生も一生懸命なことは十分わかるのですが、そっと誘導してあげるくらいで良

かったのではないかと思います。 

〇先生方もバスの運転手さんもとても気持ちのいい挨拶をしてくれます。④ 

〇全職員で子どもの様子を温かく見守ってくださってありがとうございます。④ 



〇話を聞いてくださり、子どもの様子を伝えてくれる。③ 

〇バスの運転手さんが幼稚園に通っていない弟の名前も覚えてくださっていて、驚きました。皆

さん元気でとても気さくで子ども達が先生大好きなのが伝わってきます。 

〇どの先生も名前を憶えていて気に掛けてくれ、入園前には人見知りが強かったのにずいぶん 

人に慣れてきました。日々感謝です。 

〇先生たちが子ども達のことを考えて頑張ってくれているのが分かります。子どものことをよく 

見ていてくださいます。バスの運転手さんも３便や雪道対応お疲れ様でした。 

〇知らせてビューアが使用できるようになって良かった。 

〇いつも笑顔で声を掛けてくれて、一生懸命な姿にこちらも元気をもらえます。⑩ 

〇運転手さんは、温かい笑顔で、子ども達を温かく見守ってれます。感謝しています。これから 

冬道運転になりますが、お気をつけてよろしくお願いします。⑦ 

〇職員の皆さんは丁寧にバスの乗り降りを手伝ってくださいます。 

〇いつも連絡帳に対して、またバスの先生方に伝えたことに対して、お忙しい中対応してくださ 

り、ありがとうございます。③ 

■ご意見ありがとうございます。幼い子どもに接する幼稚園の職員として、あかるい挨拶や対応

が求められていることがよく分かります。また、自分で状況を伝えられない年齢のお子さんを預

かっているものとして、適切な対応を心がけます。幼稚園の状況を的確にご家庭に伝えていくこ

との重要性を再認識し、ご家庭とのコミュニケーションに更に努めてまいります。 

≪行事の土曜日開催≫ 

●父親が土曜日午前中仕事なので運動会、お遊戯会を見ることが出来ず、子どもを一人で見るの 

はなかなか大変です。② 

●園行事、お遊戯会も平日にやってはどうですか。兄弟の発表会や試合があるし、保育の線上に

ある行事であるのなら、平日の方が子ども達は先生方の負担も少なくて済むのではないでしょ

うか。また、土・日働いている方もいると思うので休みをもらうのは一緒だと思います。 

●どこも運動会など土曜日になってきている気がします。仕事のある方は大変だと思います。 

●土曜開催は決定でしょうか？こども園は、土曜日開催でなければいけないという決まりがある 

のでしょうか？運動会お遊戯会が日曜日開催なことも含めて入園を決めました。再考の余地が 

あるのであれば検討していただきたいです。どちらも土曜日開催となると行事のお手伝いも難 

しくなってしまします。 

●土曜開催がいいのか正直分かりませんが、天気や状況により全員で行事が行えないのは少し寂 

しい気がします。幼稚園としての良さがなくなってしまうようなきがします。 

〇土曜開催にすることで運動会やお遊戯会など前日登園日もなくなりいいと思う。その分前日に 

準備していたことに時間が取れなくなるので工夫が必要になるかも。 

〇小学生（卒園児）も参加できるので、土曜日で良いと思います。 

〇お遊戯会の前日の土曜日に登園することに子どもが納得せず行きたがらなかったので、平日→

土曜日開催とつながっている方が子どもの気持ちが途切れにくいように思うので賛成です。 

■土曜開催についてのご意見、ありがとうございます。ご家庭にはそれぞれの事情があり、土曜

日が不都合なご家庭も、平日にして欲しいご家庭もあることがわかりました。「日曜日に行事

をしているからふぞく幼稚園を選んだのに」と言うご意見には大変申し訳ないと感じています。

小学校では、雨で順延になった時に月曜日実施ではご家庭が対応しきれないために、土曜日に

変更しているところも増えています。様々なパターンを考えて日程を決めても、悪天候でどう

にもならないことも最近は多い様です。ただ、こども園になりますと２号のお子さんは、土曜

日も振替休日も保育を行うことになり、日曜日に行事を行うと、幼稚園は月曜日から翌週の土

曜日まで１３日間連続で開園し、保育をすることになります。１３日間連続の保育は登園する

お子さんにとって負担が大きくなりますので、行事は土曜日開催にしていきたいと考えていま

す。ただ、そのために保護者のお手伝いが難しくなることもあると思いますので、土曜日開催

にあたってはその辺りも配慮しながら実施していきたいと考えています。 

≪幼稚園の運営に関して≫ 

●学級通信について、はじめは少々驚いたのですが、幼稚園なのでこれくらいで良いのかなあと

も思ったのですが、やはり周囲の反応、親と先生の大人同士のやり取りなどを鑑みて、顔文字

や話し言葉を訂正した方が良いのではないでしょうか。書き言葉でも先生が感じている日々

の成長、感動はきちんと伝わってきます。 

●とても、人のことを言える言葉づかいでは私もないのですが、やはり親になると気になってし 

まうものです。スケート保育の際「超」「めっちゃ」「ママ」（最近はどこの幼稚園でもママなん 

でしょうか？）を使っていたのが気になりました。若い先生もいらっしゃるので、すぐに直す 

のは難しいかもしれませんが、少し気にかけていただきたいと思います。 

●おたよりの充実と早め（２，３日で良いので）の連絡を望みます。乾布摩擦のタオルや上靴を

持ち帰ったときどうしたらいいのか（上靴が小さいのか、洗うのか、タオルはもう使わないの

か、また持たせるのか、）わかりませんでした。子どもがシール帳を間違えることもありますの

で、お遊戯会の並び順の連絡が本番前日だったのでシール帳を間違えたらと思いました。 

●戦いごっこの過激なセリフや行動は、しっかりと注意して欲しい。 

●給食ですがもっと野菜の多いメニューなど魅力的なものになればもっと利用したいです。 

●クッキングの前にスモックを持ち帰って洗濯したいです。 

●以前からいろいろとご意見のある先生の呼び方ですが、年長さんになったら小学生になる準備 

として「○○先生」と呼びましょうと言って行くのはどうでしょうか。お兄さんお姉さんが格 

好良くしていれば、下の子は自然とまねていくのではないでしょうか。 

●帰りのバスが１便のお子さんは２便の時間まで預かり OKなのに、朝１便に乗れないだけで朝 

の預かり料が発生するのは仕方がないのでしょうか…。１便でバスが来てくれた時は母出勤前 

にバスに乗れたので良かったのですが、２便だと８時に送って８時２０分まで料金発生します。 

１便のバス到着、２便の降園のバス時刻に合わせるから仕方がないのでしょうか。 

●お迎えの時間にあわただしくなってしまうこともありますが、少しでもその日あったことや子 

どもの様子を一言でもいただけると嬉しいです。 

●地震で停電の際に携帯がつながらず、ブログやラインでの情報は大変助かりました。災害時の 

連絡手段など見直していただけると安心します。 

●子ども達が設定保育ではなく自由時間に作った剣など持ち帰らずに保管して欲しいです。持ち 

帰ると本人以外が改良して幼稚園に持っていけなくなってしまいます。 



〇園舎工事のため園庭で遊べない２学期でしたが、いろいろな公園に連れて行っていただいてと 

ても感謝しています。 

〇環境に慣れにくく、新しいことが苦手だったり、好みが強かったりと、少し難しいところのあ

る子なのですが、不安にならないように、楽しく登園できるようにいろいろな工夫や言葉かけ

など可能な限りの対応をしてくださり先生達にはとても感謝しています。 

〇いつもお世話になっています。とても良い園に入園出来て子供も親もうれしく思っています。 

これからもよろしくお願いします。 

〇ブログの更新を楽しみにしています。HPの更新も早くなりました。まだ１日の出来事を上手 

に話せないので子どもと幼稚園の話がしやすくなりました。先生方も子どものことをしっかり

見ていてくれて電話をいただくので家でのフォローできました。こちらから相談してもクラス

での様子をすぐに教えていただけたのでその後の対応やフォロー、見守りができました。また

安心して幼稚園に預けることが出来ます。ありがとうございます。 

■お便りと言葉遣いについてのご意見が多くありました。幼稚園は子どもからご家庭に情報が正

しく伝わることが難しいので、お便りが迅速・正確に出ることが必要だと考えています。注意

して子ども達に配布しているのですが、ご家庭に届かなかったり、２通届いたりなどのご迷惑

をお掛けしていますことを申し訳なく思っております。今後一層お便りは早めに、間違えずに

ご家庭に届くように、また年長さんでは小学校に向けて自分で整頓したり保管したりできるよ

うに指導してまいりますのでよろしくお願いいたします。 

■言葉遣いに関しましても、幼い子が対象であるため言葉遣いがどうしても「短く・簡単」にな

るため、乱暴にもなりがちなことを反省し、子ども達の適切な言葉遣いのためにも職員がお手

本になっていきたいと思っております。 

■給食のメニューについてのご要望は、次年度幼稚園として栄養士の指導もいただくことになっ

ておりますので、業者に要望していきたいと考えております。 

■クッキングの際のスモックの洗濯ですが、持ち帰るとどうしても揃わないことがあるので幼稚

園で担任が洗っておりますので汚れたままクッキングをすることはありません。 

■預かりについてですが、確かにご指摘の通り同じように幼稚園を利用していても預かり料が発

生したり（朝の８時～８時３０分）発生しなかったり（お帰りから午後１４時３０分まで）す

ることは事実です。バスの路線によって１便２便が決まりそのために預かり料が発生してしま

うことがカンガルーさんを含めて起きることはご指摘の通りで、不公平感を感じられるご家庭

もあると思います。幼稚園として次年度より７時３０分から１８時３０分まで預かりを行いま

すが、どこかで預かり保育の線を引かなければなりませんので大変申し訳ないのですがご了承

をお願いいたします。次年度より預かり料は預かった時間だけの計算になります。また、３１

年１０月より保育料や預かり料の無償化が実施された場合には、次年度に向けて再度検討して

参ります。 

■送迎やバスの乗り降りの際に幼稚園の様子をお話しできるように努力しておりますが、担任が

対応できなかったり、なかなか時間が取れなかったりすることもあります。連絡事項や、気に

かかることなどがあり、話に時間のかかりそうなときには、午後３時３０分以降いつでもお電

話をしてください。 

■胆振東部地震でのブラックアウトの際には思いもかけないことで、いろいろとご迷惑をお掛け

いたしました。危機管理として対応すべき課題がいくつか明確になりましたので、新年度を迎

えるに際しご家庭との確認事項を見直すとともに、災害時の適切な対応ができるように幼稚園

でも準備を進めてまいります。 

■自由時間に作ったおもちゃの保管についてですが、幼稚園といたしましては、子ども達が毎日

たくさんの作品を作りますので、幼稚園に保管する場所はなく、「お家に持ち帰るか」「捨てる

か」などの選択をさせていますので、ご了承いただきたいと思います。 

≪こども園への移行について≫ 

●こども園になることでサービスが増えることはありがたいですが、先生たちに負担がかかる

ことが心配です。教育方針が変わらなくても、先生方の余裕がなくなり子ども達一人一人に目

が行き届かなくなってしまうのでは、と懸念しています。保育第一、子ども達・先生達第一で

お願いします。④ 

●ただの託児目的ではなく保育の質で選んだ幼稚園なので来年度に期待しています。 

●仕事量の軽減のために、増員、学級通信の PC使用、電子化など検討されていますか。写真な

どのサービスの増加はとてもありがたく助かりますが子ども達第一、先生第一でお願いします。 

●要望は十人十色だしその中で先生たちが最善だと考えて決めていただいていると思っていま 

すので、これからも子ども達の成長にあった行事運営をお願いしたいと思います。 

●保護者のお手伝いに大きな変更はないのですか？ 

〇緑ケ岡で小さい子を遊ばせられる場所がなかったので、さくらんぼクラブ涙が出るほどうれし 

いです。 

■こども園の移行に関しては、職員のことを色々ご心配いただき大変ありがとうございます。現

在新年度２号になるお子さんの数は限られていますので、３０年度と比べて大きな仕事量の増

加は無いと考えていますが、次年度に向けて職員の増員を計画しております。ただ、市内の幼

稚園も保育園も人手不足で現在のところ見通しは立っておりませんので、「人を育てるのは人

である」と言う大前提に基づき、職員の増員・充実を図ってまいりたいと考えております。 

■お便りの PC 化や電子化などのご提案ありがとうございます。ご意見の通り「幼稚園では子ど

もの保育が最優先」であること忘れることなく、今後整理できるところは整理していきたいと

考えています。 

■次年度の保護者にお願いするお手伝いについてですが、現在検討中です。全体的に減らす方向

で給食のお手伝いや、お泊り会のお手伝いなどの変更を検討しておりますので、決まりました

ら３月中に改めてお知らせいたします。 

■さくらんぼクラブに関しましては、水曜日の午前中に仮園舎の元うさぎ組教室での開催を予定

しております。改めて４月になりましたら地域・ご家庭にご案内をいたします。 

 

提出いただいたアンケートをまとめて、お答えさせていただきました。 

貴重なご指摘、温かいご意見、大変ありがとうございました。ご協力に感謝申し上げます。不

明な点等ありましたらいつでも幼稚園（森）までお知らせください。３学期は、３月中頃にアン

ケートを行い、期間が短いので、ブログでのみの公開とさせていただくことになると思います。

アンケートへのご協力、大変ありがとうございました。 

尚、次年度より、３学期の期間が短いので前期・後期２回のアンケートにさせていただきます。 

アンケートに関わらずお気づきの点がありましたらいつでもお知らせください。 



アンケートでの「ふぞく祭り」について 
ふぞく祭り 

●おたよりでは、どこで開催なのかよくわからず、預けた子ども達への対応もよくわかりません 

でした。もう少し詳細が分かると助かります。 

●前日準備に参加しましたが、初めての参加だったので完成像が浮かばずに、少し手間取ってし 

まったので、前年度のコーナーの写真とかがあると助かります。 

●ボウリングの景品のラーメンはしょっぱすぎたので別の物にして欲しいです。 

●実行委員さんの担当を決めてくださり、前日も腕章をしてくださると聞く方がだれかわかって 

助かります。 

●手紙の内容や親の手伝いについて不親切ではないかと思いました。事前に、ゲームのルールを 

お知らせしてもらえると良かったと思います。手伝いの時十分な引継ぎがなく不安でした。③ 

●人形も後半は同じものしか残っていず、前半後半でしっかり分けたほうが良かったと思いまし

た。 

〇親もとても熱心に参加されていることが分かり、子ども達もとても楽しそうでした。 

〇紙袋に買ったものがいっぱいで、子どもはとても満足していました。④ 

〇子どもが自分で支払いをするなど普段なかなかできない体験をさせてもらえ、とても楽しんで 

いたので良い行事だと思います。④ 

〇今回は食べ物の販売は無かったけれど、子どもはゲームだけでもとても楽しんでいました。後 

片付けも楽でとても良かったです。⑧ 

〇手作り品は作るのが負担になっていたが、今回は自分のペースででき、負担なくできた。④ 

〇一か所のコーナーに長く並ぶこともなく、流れていたのでよかった。 

〇うさぎ組のお母さん方の商品があったお陰で、とても充実していたように思います。 

〇ふぞく祭りは、有志を募って負担なくできるといい。③ 

〇こんなものが毎年作成されて、何個以上で出品可能ですということを提示していただければ、 

初めての方も個人で出品しやすいと思います。 

〇ふぞく祭りに、１０時～１２時の間に自由に参加でき、疲れなくてよかったです。④ 

〇手作り品のクオリティも高く、実行委員さん、有志の方大変な中ありがとうございました。 

〇親が手伝い中に先生が子ども達を連れ歩いてくれ、別の部屋で安全に遊ばせて下さって、とて 

も感謝しています。安心してお手伝いを楽しめました。 

〇価格も手作りおもちゃなどが安くて子どもが満足する量を買わせてあげられました。 

 
保護者アンケートのご意見を踏まえたうえで役員・実行委員で話し合った次

年度への引継ぎ事項は、右ページでお知らせします。 

 
 
 
 

役員さんと実行委員さんが話し合った次年度への引継ぎ 
【日程】・昨年度までと同じくふぞく子ども祭りの前の 8月末の土曜日に行う。 

【会場】・会場を仮園舎で実施し、机等用品の搬入、準備や片付け、掃除が学園体育館で

行うよりもとても楽だったので、次年度も園舎でできる内容で行いたい。 

【内容】・次年度は、今年のようにゲームやくじを中心にし、食べ物も種類も減らして 

（５～６種類？）で行いたい。 

    ・内容は、今年行っているものを会場に合わせて検討する。 

    ・今年のくじは、はずれが多かったので、キャラクターなどを避け、時期も早め

に購入する。スーパーボールなど口に入るものは危険があるので避ける。 

【準備】・今年度、前日の準備を行うための打ち合わせが不十分だったので、もう少し丁

寧に打ち合わせを行い、実行委員などがコーナーの責任者になったほうがよい。 

   ・前年度の写真を準備し、準備の手順を分かりやすくする。 

   ・ゲームコーナーは、クラスに割り振り、景品の購入から、準備・運営まで同じク

ラスが担当したほうが良い。 

   ・ゲームは１列ではなく待ち時間が少ないように、２列３列でできるようにする。 

   ・お手伝いの人数が当日足りなかったので、次年度はもう少し余裕のある人数に

したほうが良い。欠席の対応もはっきりしておく。 

   ・お母さんだけでなく、お父さんにも参加していただけるように呼び掛ける。 

【品物】・手作り品は、今年のように有志が集まって幼稚園で作成するか、家庭で作った

物の寄付を募る形がいい。 

   ・男の子用の品物が少ないので工夫したほうがよい。 

   ・今年、うさぎ組で有志が集まって作品を提供してくれたが、参加して負担にな

らず、クラスのお母さん達と知り合いになれて楽しくて良かった。 

   ・新入園で初めてふぞく祭りに参加する方もいるので、前年度の例などで手作り

品はどのようなものが、何個ぐらい作るといいのかなど、丁寧にお知らせする。 

   ・今年うさぎ組で有志が集まって手作り品をたくさん出品してもらえたので、次

年度は幼稚園で材料を提供する形で、クラスに関係なく自由参加の手作りの場

（サークル？）を提供してはどうか。 

   ・次年度もふぞく祭りに参加する時間は、自由にしたほうが（都合の良い時刻に

来て、帰る。）預かりの子も少なく、親子とも負担が少なくて良い。 

・会場の花や掲示物は新しくしたほうが良い。 

   ・実行委員会を募る際は、回数と内容が事前に分かると参加しやすい。 

   ・反省会は、今年のようにアンケートをとってからの方が良い。 

 

＊次年度はこれを基にして内容を検討いたします。役員さんと実行委員さん、お疲れ

さまでした。ふぞく祭りへのご協力ありがとうございました。 

＊各クラス２名、次年度の役員を決定する時期になりました。 

引き受けてくださる方がいらっしゃいましたら、幼稚園まで是非お

知らせください。お待ちしています。 

 


