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                                  平成３０年８月３１日 

 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 52.6％ 
１学期末のアンケートへのご回答、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。回答や対応策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。 

２学期末、３学期末にも同様の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 １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）  48.8％ 

３．ほぼ毎日幼稚園に行きたがった。（1学期に１回～２回））      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）      7.3％ 

５．結構幼稚園に行くのを渋った、嫌がった（１週間に１度）        7.3％ 

６．とても幼稚園に行くのを渋った、嫌がった（週に何度も）        ０％ 

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％ 

８．その他・・・記述へ 

Q2 職員の対応 

１．とてもよい         63.4％ 

２．よい            17.1％ 

３．ふつう            7.3％ 

４．あまり良くない        2.4％ 

５．悪い             ０％ 

■数値的には、昨年同期に比べて項目１の数値は若干低くなっていますが、項目１・２を合わせた数値は増

加しています。ただ、昨年は無かった職員の「あまり良くない」という項目で、保護者への挨拶でご指摘を

受けましことは、真摯に受け止め反省したいと思っております。 
 

記述部分より 

Q1 一学期の姿 
・行きたくないとは言いますが、お休みすることはありませんでした。 

・運動会の苦手な競技の練習がある日には「行きたくない」という日がありました。 

・4・5月は嫌がったり、園でもめそめそ泣いていたようですが、6月に入って人が変わったように、

休みの日も園へ行きたがるようになりました。 

・行きたがりもせず、嫌がりもせずでした。 

・入園後 1か月は泣いていたが、その後は行くのを楽しみにしていた。 

・幼稚園が好きで休日も行きたがった。体調を自分で管理できるようになってきた。 

■入園当初の不安な状況から、幼稚園の生活に慣れてきていることが分かり大変うれしく思います。そのた

めのご家庭のご支援・ご協力もありがとうございます。子ども達は、初めての行事に不安だったり、ちょとし

た変化で幼稚園生活に不安を持ったりすることもあると思います。お子さんの状況が不安定な時には、ぜ

ひ幼稚園にもご相談ください。 

 

Q2‐1 1学期の行事継続してほしい・良かった点 
全体として 

・どの行事もよかったです！子どもがとても喜んで楽しんでいました。③ 

参観日 

・日曜日参観は、普段は仕事で幼稚園に関われない父親も参加できてよかった。運動会も先生達だけ

でなく父母のもお手伝いに参加していて、特にうちは父親が競技のお手伝いをしたことで幼稚園へ

の関心を深めたようだったのでそういう点でもよかったと思う。 

・保育参観では、お弁当を持たせ始め、大丈夫かなあ、食べられるかなあ…と、とても気になってい

たのですが、安心したことを覚えています。子どもだけでなく親も緊張や心配している時期なので、

5月の参観日が多かったのはありがたく、とても安心しました。 

・日曜参観日は、普段幼稚園に行くことが少ないお父さんが、子どもの園生活をゆっくり見られる素

敵な行事です。 

親子遠足         ②や、③は、同じご意見の数です。 

・思った以上に子どもが喜んで、親同士の交流もできてよかった。② 

・子ども同士の自然なやり取りを見ることができ、成長を感じることができた。家とは違う面も見ら

れた。幼稚園でどう過ごしているのか少し分かった気がした。 

・親と同じバスに乗っていけることが、子どもにとって楽しさや嬉しさがあったようです。行きのバ

スや帰りのバスの中や動物園で、少しでもみんなで遊んだりバスで歌ったりする時間があってもよ

いかなあと思いました。 

・春の親子遠足で、お友達と一緒に動物を見たり、お弁当を食べたり、おやつを交換したり、すべて

が楽しそうでした。親としても子どものお友達との関係を見られたり、親同士の交流ができり、と

いう点でとても充実した行事でした。 

・春の遠足では、秋は同伴できないので貴重な親子のイベントでした。 

・春の親子遠足で、ふれあい動物園が今年から年長だけになり、その方がゆったりと過ごすことがで

きてよかったです。 

・動物園に行く機会があまり作ってあげられなかったので、子どもがとても喜びました。それも、お

友達との小旅行気分でさらに嬉しかったようです。 

運動会 

・運動会は、子供の成長が実感できる日。たくさんの準備配慮ありがとうございました。 

・幼稚園最後の運動会が体育館でちょっと残念でしたが、子ども達はとても楽しそうで、一生懸命や

っている姿を見て感動しました。先生たちの準備もとても大変そうでしたが、楽しい運動会でした。

ありがとうございました。 

・運動会では、一度も行ったことのない体育館でも頑張る姿が印象的でした。もちろん全園児ではな

いけれど、場所が変わってもできるというたくましさを感じられてので、今後の行事につながって

いくと思う。 

・運動会では、成長した姿が見られる。 



P                                          P 

 

・おばあちゃんの感想として、「園児・職員・保護者の密度が濃く、園児の個々を尊重している運動会

で見ていて気持ちが良かった。リレー中にも園児の名前を実況できること（貴弘先生）に驚いた。

お便りで園児の競技の立ち位置や出走順を事前に知らせてくれるのも親切だ。」と子供の成長をた

くさん誉めてくれた。 

・運動会のプログラムの量は、丁度いいと思う。 

その他 

・園外保育を楽しみに幼稚園に行きます。 

・副担交替は、子どもが楽しみにしていて、普段と違う先生が何をしてくれるのかドキドキ楽しみだ

った様子です。帰宅するなり楽しそうにはなしてくれました。② 

・お泊り会も楽しみにしています。よろしくお願いします。 

・消防クラブの入会式を子どもがとても喜んでいた。 

 

Q2－2 1学期の行事で改善してほしい点 
参観日 

◎５月の参観日と日曜参観日は近い時期なので減らしてもいいのでは？春は新入園などで落ち着か

ないのでイベントを減らしてもいいと思います。 

◎保育参観日や日曜参観日は、同じ月にやると子どもの様子があまり変わらない感じがするので、せ

めて年長さんは 2学期のおわりか、3学期にあると親としても子どもの最後の様子が見られてうれ

しいと思います。 

◎日曜参観日だけでも良いのかなあと思います。複数回あることで来ることのできる方もいると思う

と難しいのかなあと感じます。 

◎複数回ある懇談会の内容が一部同じなので、回数を減らすことも可能だと感じます。内容もいただ

いた資料の読み上げなので事前配布をしてくださったものは、質疑応答や記入漏れについてで可能

かなあと感じました。何とか先生たちの負担を軽くして、その分子ども達のために時間を使っても

らいたいなあと思いました。 

親子遠足 

◎年少が同じバスに乗れるなら、年中長もバスの中で子ども先生、親でバスレクしたら楽しいかな？

と感じました。 

運動会 

◎運動会で、希望する席がある人は早めに来てくださいと一言あるとよかった。行った時にはもう席

がなくなっていた。 

◎今年の体育館で行う判断は良かったと思います。来年は天気が微妙で短縮せざるを得ない状況であ

れば、延期してお弁当あり、親の競技ありの運動会を経験させてあげたい。 

◎前年度の運動会が外で実施されていても「短縮」した場合には翌年度は雨天順延してほ 

 しいです。 

◎体育館内は狭いので審判の配置など考えて欲しかった。かぶって撮影ができなかった。 

◎体育館で狭いので敷物はダメと言っていたのに敷物を敷いていた家庭が多くて座れず立って見る

のも大変だった。今一度ルールをしっかり守るように働きかけてほしい。 

◎体育館で、お弁当を食べたかったです。雨の中また幼稚園に移動してまでの体力はなかったです。 

◎城山小学校の体育館は今年だけになると思いますが、狭さを考えると子ども達のけがや園児席の区

別がなくバラバラだった点も含め、今後は選択肢にしないほうが良いと思う。 

◎雨で体育館の開催になったため、会場も狭まいなどの理由で小学生の種目がなくなりました。10

時半頃にはうさぎさんとカンガルーさんが帰っており、小学生の種目くらいならできたのではない

かと思いました。せっかく来ていたのにかわいそうに思いました。 

◎かけっこは、1度に 4名にして回数を増やすといい。無理やり大勢で走らせて例年通りの回数に固

執している。かけっこや、縄跳びが一回増えても 5分もかからないと思う。 

◎今年は、体育館でお酒を飲む人がいなかったが、飲酒を禁止してほしい。 

◎運動会は、釧路では 6・7月は雨が多くてまだ寒いので、9月などの秋の天気が落ち着ている時期

だったら外での開催も確率が上がるのではないかと思いました。 

◎運動会 2年連続の短縮はどうかなあと思います。体育館の中でも父母競技はやれるものもあったよ

うに思います。 

◎運動会で飲酒を許している点（国や道の通知は来ていないのでしょうか）なども純粋にわが子を応

援したい者にとっては、酒の入った大人が近くにいることを不快に思います。 

◎会場の城山小学校で、男の子が一人で誰もついていないのでトイレで困っていました。男性の付き

添いがいたり、女子トイレを使用するとスムーズで良かったと思いました。 

◎運動会は、やはり延期を考えて欲しい。子ども達が一生懸命練習したこと、それを楽しみに待って

いる親もいると思います。難しいのであれば、残りの競技を後日するなど見せられる時間があれば

うれしく思います。 

◎前年度の運動会が外で実施されていても「短縮」した場合には翌年度は雨天順延してほしい。学園

体育館ならば、雨天でも綱引き以外は省略できずに実施できると思う。屋内の場合にはクラス配置

を検討してほしい。うさぎ組が帰って休憩に入るなら、大人や卒園児はおやつを食べていたので園

児におにぎりを食べさせるなどスタミナ補給をしても良いのではないか。屋内でも、保護者の競技

も玉入れか大玉ころがしで実施してほしい。最後列は椅子 OKと事前に知らせたほうが良い。得点

の黄色い丸が見えにくい。 

■たくさんのご感想、ご意見大変ありがとうございます。 

一学期の行事では、参観日、遠足、雨で体育館開催になった運動会の３つの行事へのご意見が多数でし

た。各行事へのご支援・ご協力に感謝いたします。 

■参観日 

親が幼稚園に出向く行事が春に多いこと、保護者に説明する内容が重複していることのご指摘がありま

した。反面、新入園で不安だったので複数の参観日がよかった、と言うご意見もいただきました。次年度こ

ども園になることを機会に、今後行事全体を検討いたします。それぞれの参観日には目的がありますので、

減らすことに関しては現段階でお答えいたしかねますが、参加いただいて資料の確認、説明で同じ内容が

重複することの無いようにしていきます。 

■遠足 

昨年もご意見がありましたが、親子で一緒のバスに乗るためには貸し切りバスを使うことになります。貸し

切りバスにするとバス代が一家庭数千円掛かり、延期の日程も希望通りに決定できなくなります。現行の

園バスと武修館のバスをお借りしてのバス代を掛けない実施は今後も継続したいと思います。また、親子

で過ごし、親子で交流する遠足を目的としているため学級での取り組みは特にしておりませんので、ご了

承ください。 

■運動会 

まず今年の運動会は耐震化工事のために学園の体育館を使うことができずに手狭な城山小学校の体育

館で実施し、会場、座席やトイレなどで大変ご迷惑をお掛けいたしました。２年連続室内実施はしないと

いうふぞく幼稚園のルールで、次年度雨天の場合は延期をいたします。ただ、今後の運動会の開催に関し
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ましては、小学校でも行っている「土曜開催」や、「土曜開催、雨天日曜日に順延、日曜日も雨天の場合は

体育館で」など、ふぞく幼稚園として対応を再度検討したいと考えています。その際、室内でも親の競技

や卒園児の競技の実施、お弁当を食べる場所の確保、そして短縮した場合にはカットした競技の発表の場

の確保など、細かく検討してまいります。 

最近の北海道は６月７月のお天気が不順でなかなか予定通りの実施が難しいことが多いのですが、年間

の行事の配列や子ども達の成長を考えた場合、また最近台風などの発生進路異変などもあり、運動会を

２学期に移動することは現状では難しいと考えています。 

また、飲酒についてのご意見がありましたが、運動会は公共の場での開催で、子ども達の頑張る姿の発表

の場でもありますので、次年度から、喫煙、飲酒は禁止にしたいと考えております。 

その他 

◎祖父母交流会で参加する祖父母には、袋を持たせてほしいです。何名かが持つ大きなゴミ袋に両手

分のゴミを何度も運んで大変だったと聞いた。 

■祖父母交流会には、たくさんのおじいちゃん、おばあちゃんに参加していただいて、ありがとうございます。

次年度、ごみ探検をする場合には袋の数などに注意いたします。 

 

Q3-1 職員について   ②や、③は、同じご意見の数です。 
・いつも笑顔で挨拶をしてくれるところ。④ 

・明るく笑顔で接してくれ、一緒に遊んでくれるところ。⑧ 

・運転手さんが下の子の名前まで覚えて、優しく接してくれ、運転以外にもいろいろ仕事をしてく 

れるところ。⑥ 

・担任の先生も担任でない先生も関わり、日々の様子や変化を手紙などで教えてくれるところ。⑥ 

・先生が子どもをしっかり対話してくれて、運動会への姿勢が大きく変わっていきました。 

・バスの先生や運転手さんが気さくで親切。書類の受け渡しなども嫌な顔をしないで対応してくれる。。 

・園長が退職して残念だったが、新しい先生が来てくれて男児たちはとにかく楽しそう。家でも話を

良くしてくれます。（前園長は芸人さんとかは知らなかったので）芸人のギャグなどを喜んで説明

してくれます。 

◎親がいるのを知っているのに、挨拶をしない職員がいる。 

◎子どもへの目配り、行事など先を読んで動いている素晴らしい先生が数名光って見えますが、先生

たち一人一人の動きがバラバラに感じることがあります。 

◎保育が始まってから、先生方が子ども達の前で日焼け止めを塗るなど時々身だしなみについて気に

なることがあります。子ども達にとって先生は一番身近で大好きで大人のお手本のように見ている

と思います。 

■挨拶を大切に日々過ごしているつもりですが、子ども達への対応中などで気づかないこともあると思いま

す。ご不快な思いをさせて申し訳ありませんでした。 

■今年度は職員の入れ替わりが多くあり、対応に統一感を感じられなかったとしたら、大変申し訳ありませ

んでした。今後は、そのように感じられることの無いよう、全職員で共通理解に立ち対応してまいります。 

■先生は、子ども達にとって最も重要な教育環境だと考えています。日々の行動が園児のお手本であるよう

に努めておりますので、様々なご指摘についても注意してまいります。ただ、子ども達と過ごす中では、ア

クシデントや天候の急な変化、緊急に対応しなければならない場合などもありますので、ご理解いだける

と嬉しいです。 

Q４ その他幼稚園に対するご意見ご要望 
日常生活 

◎服を汚してたくさん遊んできてくれるのはうれしいのですが、水遊びで名札がしわしわになるので

できたらはずしてほしい。先生たちが難しいのであれば、構わないのですが。 

◎2学期からの子ども達の園生活が心配です。園庭もなければ、遊具もない状態だといつもの通りの

遊びができずストレスなどがたまらないかと不安です。学園のグラウンドで遊ばせるのも遊具や土

手も無く現実的には難しいように思います。園外保育を増やせばよいという問題ではないように思

いますが。 

■名札については事前に外せる場合には外しているのですが、子ども達は遊びが優先で、幼稚園を出る時

には水遊びをしないつもりだったのに、ついびちゃびちゃになってしまう場合も多いようです。 

■２学期の遊びについては、園舎が工事で使えないため仮園舎での生活になり、どのように子ども達に日々

の遊びを確保していくかも現在検討中です。園児の命を守るための園舎耐震化工事なので、なんとかご

理解をいただき、その間も子ども達が良い状況で過ごせるように工夫し努力してまいります。 

言葉遣い 

◎自由遊びの中で先生が子ども達に親しみやすい話し方をするのはいいと思いますが、クラスでの活

動・設定保育で「したらさーー、○○だっけ。」という話し方が続くのは違和感があります。 

◎子どもが楽しく登園させていただいて、心から感謝しております。しかし、やはり園児が先生を呼

び捨てにしているところに違和感を覚えます。入園前に先生を呼び捨てにしていることを知ってい

たら、他園を選んだだろうと思います。園の方針でそうしているなら仕方がありませんが、園とし

て「先生」と呼ばせたいとお考えなら幼稚園の権限として改善していただきたいと思います。 

◎クラスの先生の口調を真似して、「マジ？」とか「やばっ！」という言葉を話すようになってきたの

が悲しいです。幼稚園ではそういう言葉を先生の口から聞かせないようにして欲しいです。 

■挨拶とともに言葉遣いも幼稚園では大切にしたい点です。ごっこ遊びなどで言葉遣いも荒くなりがちです

が、場に応じた言葉遣いに今後も努めてまいります。 

■先生の呼び捨てに関しては、昨年アンケートにも上がっておりましたが、昨年と同様に「○○先生」と呼ぶ

ことができるような指導していきたいと思っています。先生たちが一斉に「◎◎先生と呼びなさい。」と指

導をすれば子ども達は呼ぶようになると思いますが、私（森）の思いとしては、昨年度まで「よしと認められ

ていた」ことを急に「昨年までは間違い！」とする 180 度の方向転換をするのではなく、小学生になってい

く子ども達に礼儀としての声掛けや指導をしていきたいと考えています。 

お便り 

◎クラスだよりで、毎日の様子が分かるのでそれを楽しみに子どもが通うことができ、親も服装の調

整などを考えてあげられるのでありがたいです。絵文字や話し言葉ではなく、書き言葉にしてもら

うとより読みやすいです。 

◎クラスだよりは先生それぞれでいいとは思いますが、あまりにもひどすぎると思います。 

■ご意見ありがとうございます。幼稚園内でも読みあい検討し、より読みやすい、活用しやすいものにしてま

いります。 

ご意見・ご要望 

◎1学期の午前保育（特に年長児）について「今」の子どもたちに本当にあっているのか、どう過ご

しているかなどアンケートをとってみて、実態から検討していただけたらと思います。園の配慮は

理解できますが、本当に子どものためになっているのか疑問です。 
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◎学生が来ている時に狭い玄関や入り口で、園児がいてもよけずに、親にもあいさつをしない。とて

も気分が悪い。指導するように言ってほしい。 

◎皆勤賞をなくしてほしい. 

◎行事の時にメガホン等で案内などをしているがとても聞こえにくい。昨年の子ども祭りに参加した

時、子ども達の声で全く聞こえずほかの教室で出し物があることが分かりませんでした。運動会も

同様でした。 

◎子どもが、頭が痛いと言って帰って来た時がありました。子どもに確認した所、お弁当の時にしか

水を飲まなかったということでした。遊びに夢中になってしまうと水分を取ることも忘れてしまう

のだと思います。釧路はそこまで暑い地域ではありませんが、熱中症にならないとも限りません。

水分補給について職員がしっかり声掛けをすると以前回答がありましたが、なかなか行き届いてい

ないのではないでしょうか。水筒持参も許可はしていただけないですし、水分補給の大切さを考え

ていただきたいです。 

◎欲を言えば、小学校と終業式が同じだといいです。始業式は同じなのでありがたいです。 

◎終業式間近に自宅で作ったおもちゃを園に持っていったら、遊ばせてもらえなかったと残念そうに

言って帰ってきました。先生たちに確認もしなかったのではっきりしませんが、もし手作りおもち

ゃを持ち込みしないほうがいい時期などがあればお便りに書いていただけると助かります。子ども

達にも説明していただきたいです。子どもはそんなこと気にせず張り切って作っています。 

◎幼稚園の玄関に貼ってある野球などの案内を配布してもらえたらいいなあ、と思います。オレンジ

や預かりの時しか見ることができないので。 

◎年長になると一斉に出席帳にシールを貼らないことを懇親会か 4月に知らせて欲しかった。提出物

や連絡帳を何度かはさめたまま帰宅し、なぜだろう？出席シールもちょくちょく忘れる、なぜだろ

う？としばらくわからなかったです。 

◎アンケートの提出は、学年が上がるほどしなくなるように思う。なぜなら、改善策などを訴えても

ことごとく却下なので「伝えても無駄」という気持ちになるからです。例えば、お遊戯会の場所の

件は、毎年狭いので変えて欲しいという意見が上がるが「子どもの練習が何度もできる場所が…」

という理由で変わらない。今年度のようにイレギュラーな年度にこそ違う場所を試すチャンスだと

考えるが…。結局変わらないのだろう。そういう諦めみたいな気持ちがアンケートの提出をおっく

うにさせるのだと思う。 

◎今年度、園舎・園庭を使えない期間を幼稚園として申し訳ない気持ちを持っているのでしょうか？

持っているのならば、どのようにお詫びの気持ちを表すのですか？ 

◎お遊戯会では、10 名以上がぎちぎちと踊り衝突を気にしながら踊ることになります。場所をちゃ

んと移動できない子もいるので後列は見えません。これからも変わらない場所でお遊戯会をするの

ならば、園児の多い学年や体の大きい年長組はお遊戯の種類を増やしてステージに上がる人数はい

つも７～8名にして欲しいです。「子ども中心」ならば、子ども同士の衝突や接触、安全面を考慮し

てほしいです。 

・いろいろな変化の年で先生達も大変な一学期だったと思います。子ども達は変わらず幼稚園大好き

で毎日楽しく通えています。ありがとうございます 

・園長先生のブログ楽しみにしています。園長先生の感じた子ども達の成長や驚いたことを綴ってい

ただけると嬉しいです。距離が近すぎてイライラしたり負担に思うこともあるので、子どものすご

さや素敵さをブログなどで教えていただくと自分の中で別の視点を冷静に持てるので。 

・ブログで園での様子を写真でアップしてくださることで一緒にいられない時間をどう過ごしている

のか知ることができてとても安心します。ありがたいサービスだと思います。 

・園長先生のブログ楽しく拝見させていただいております。 

・園舎の引っ越しを控えて、先生たちも何かと忙しい中子ども達にいつも通り接してくださり親は安

心して子供を送り出せます。ありがとうございます。親として幼稚園での困りごとには協力したい

と思っておりますので声を掛けてもらえると嬉しいです。 

・バスを利用しているのですが、下校中の小学生も「あ！○○先生～！！」と声を掛けている姿をよ

く目にします。それだけ先生方が園児を大切に接している姿を見てこちらも勉強になります。安心

して子どもを預けられています。気になることや要望は、今はないくらい大満足です。いつもあり

がとうございます。 

・改善してほしい点以外では素晴らしいと思うことばかりで、子ども達がのびのびしてい 

て感謝の気持ちと応援したい気持ちでいっぱいです。 

・1 学期、大変お世話になりました。先生方、バスの運転手さん、どうもありがとうございました。

2学期以降もどうぞよろしくお願いいたします。 

・運動会は、天候のはっきりしないまま多くのパターンでたくさんの準備、配慮、本当にありがとう

ございます。前日にグランドの整備をしていましたが、重労働で人数が必要な時にはどれだけ人数

があつまるかわかりませんが、父母にも呼び掛けてください。引っ越しなど安全面や準備で「人が

多ければいい」とは思いませんが、汗だくの作業をしてしてくださっている先生には、感謝と同時

に何かできることはないかと思います。いつも本当にありがとうございます。 

・今年の運動は体育館でとなり残念でしたが、それはそれでよい思い出になりました。不安定な天気

だったので先生たちは、前日から当日朝まで色々と大変だったと思います。ありがとうございまし

た。お疲れ様でした。 

■現在こども園に移行するために年間の行事や日程などの検討をしておりますので、行事の精選、午前保

育の期間、皆勤賞等についても検討し、今後お知らせしてまいります。 

■行事のメガホンについては現在代替のものを検討中ですが、施設上一挙の解決は難しいかもしれません。

聞こえなければ意味はありませんので、注意してまいります。 

■水分補給につきましては、子ども達が水筒を持ってきたらすぐ改善するとも思われませんので、この２学

期は教室にジャグを置くことで対応致します。 

■玄関のプリントにつきましては、人数分来たものは戸別配布、枚数が少ない場合には掲示になっておりま

すのでご了承ください。 

■今年のお遊戯会につて短大３０８号室での実施を予定しております。開催場所をいろいろ検討しましたが、

子ども達が気軽に練習できて、安心して発表できるところを考えるとなかなか非日常の貸館等での開催

には踏み切れません。見ていただきやすいお遊戯会になるような努力してまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

■アンケートについて「変わらないからだんだん提出数が減る」と言うご指摘をいただきました。いただいた

アンケートはすべて目を通し、職員で共有して検討しております。幼稚園が配慮不足だったり、説明不足だ

ったりする点は反省して改善してまいります。ただ、ご指摘をいただいたことの中には、施設・設備、費用

負担、職員数などでの多くの制約の中で改善が難しいこともあるのは事実です。多くのご家庭から通園し

ていますので、それぞれご事情も違い全家庭に良い形での実施がなかなか難しいことも事実です。 

 

幼稚園の方針として、「子ども達が一番ベストな状況で過ごせる」ことを目指してまいりますので、今後と

もご支援ご協力をよろしくお願いいたします。幼稚園にいただいたご意見は今後検討させていただきます

ので、年３回の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。 

 


