
 

 

学校関係者アンケート 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

・なかよしのお友達と遊べるのが楽しいようです。 また、家ではなかなかできない遊び

や、制作なども、とても楽しいようです。 

・先生やお友達に会える 行事などが楽しみ 

・担任の先生が大好きみたい 

・行事とかが大好き 

・楽しいから 

・先生もお友達も、園もだいすきだから。たのしい行事でも楽しませてくれるから。 

・中だるみのようです。登園してしまえば楽しんでいると思います。 

・お友達と交流したり先生から教えてもらうことがたくさんあり、楽しいようです。 

・年上のお兄さんお姉さん達に遊んでもらうのが楽しみだそうです 

・子どもたちの興味関心に沿った遊具や遊び込める環境が整っている 

・ママが休みの時は行きたくない 

・仲のよいお友達と遊べるから。 

・友達と遊べるから 

・友達と遊ぶのが楽しいから 

・お友達と遊んだり園生活が楽しいから 

・時々は疲れて行くのを渋る時もありましたが、行ってからは楽しく過ごせていたようで

した。 

・家にいたいと言うこともある 

・行事や先生が大好きで毎日楽しみにしている。 

・お友達に会えるから。 

・朝起きるのが苦手で、眠い時は少し嫌がる。 

・担任の先生が大好きだから 

・お友達や先生に会えるのが嬉しいし、幼稚園が楽しいみたいです 

・毎日楽しいから 

・分からない。毎日｢お母さんと一緒がいい｣と登園を渋る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

・「先生好き？」と聞くと、必ず「うん、すきー」という返事が返ってきますし、家でも

よく先生のお話をしてくれています。 

・やさしく話しやすい 

・優しい、可愛い、ほめてくれる 

・とても優しいから 

・先生が大好きだから 

・見守ってくれたり、手を差し伸べてくれたりすることをわかっており、信頼しているか

ら。笑顔で前向きな声かけをしてく    れるから。 

・担任の先生が子供の気持ちを良くわかってくれているから 

・優しいから大好きだと話してます。 

・やさしく接してくださっているから 

・一緒に遊んでくれるのが大好きです 

・１人ひとりに向き合っていただけている 

・子どもの個性をあるがままに受け止めてくれている。 

・先生に甘えていたり、家で先生が○○はしないよって言っていたとルールやマナーを守

ろうとすることが見られたから。 

・自分の話をたくさん聞いてくれるから。 

・先生が子どもの目線に立ってお話を聞いて下さったり、愛情を持って接して下さってい

るのを感じられているように思いました。 

・子はあい先生が本当に大好きです。 

・あまり先生のことを言わないので分からない 

・優しくて面白くていつも見てくれているから。 

・子供の様子をみていて、好きそうに感じられるから。 

・優しくてよく遊んでくれるから。・優しくて可愛いから 

・よく、子供の意見を聞いてくれて、優しく接してくれる 

・笑顔が可愛くて、優しくて、楽しくて大好きです。 

・朝の挨拶が日中よく関わっている先生の時は、比較的スムーズに園に入る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

 

・家でも、一緒に遊んだお友達のお名前や、何をして遊んだかという話を毎日してくれま

す。 休みの日には「      くん何しとるかなー？」とも言っていたりします。 

・園でのことを話したがらないのでよく分からないのですが、帰り道そっけなくされたり

しているのを見ると心配になります。こども同士のことなのだと思うのですが、、、。 

・友達と遊ぶのが楽しいから 

・好きなお友達がいるから 

・協力したり、けんかしたり、色々経験して楽しんでいるようです。 

・ごっこ遊びが楽しいみたいです。 

・一緒にごっこ遊びをするのが楽しい 

・本人の話からお友だちの名前がよく出てくる 

・いつも誰々と遊んで楽しかったと報告してくれる 

・とても仲良しのお友だちが出来ました。 また、色んなお友だちと一緒に過ごしていて

うまくいかない時があることも、いい経験になっていると思いました。 

・いつもではないが、２人程いじわるをしてくる子がいるから。 

・特定の仲良しの子ができてその子との時間を楽しんでいる。 

・好きなことや楽しいことを一緒にしてくれるから 

・コロナであまり、休みの日もお友達を誘えないので、幼稚園でお友達と遊べる事を楽し

みにしてます 

 

 

 

 



 

 

 

☆回答の理由☆ 

 

・こちらから聞くときもありますが、子供の方から何をして遊んだかなど教えてくれてい

ます。 

・聞いてもあまり話してくれません 

・聞くと何をしたかいろいろ話してくれる 

・楽しかった事など喜んで話してくれる 

・楽しかったことはお風呂の時に、心配なことは帰ってすぐ話してくれます。 

・自分からは言わないが寝る前に聞いたら話してくれます。 

・色んなお友達のお話を沢山してくれます 

・毎日話してくれます 

・嬉しい事があった時、嫌な事があった時、色々と話して聞かせてくれたので、どんな風

に考えているのか知る事が出来て、成長を感じることが出来ました。 

・聞いてもあまり話してくれない 

・楽しすぎてお話がとまらない様子。 

・気分が乗らないと話してくれない。 

・楽しいことが沢山あるから 

・今日は、何をした、誰と遊んだなど、色々話してくれます 

・帰り道では話すが、家で聞いてもよく分からない。違う事を話す。 

 

 

 

 



 

☆回答の理由☆ 

 

・運動会、制作展、表現会といった大きな行事はもちろんですが、遠足や豆まき、お誕生

会、クリスマス会などもとても楽しみにしていました。「あした、○○があるんよー！た

のしみー！」とよく教えてくれていました。 

・あまり園のことを話さないのですが、行事の時は嬉しそうにお話ししてくれます普段と

は違う発見とか動き回るのが好きだから 

・色々な行事をしてくれるから 

・季節に応じた行事をいつもたのしみにしているから。 

・新しい経験、体験が刺激的で楽しいみたいです。 

・とっても楽しみにしています 

・コロナ禍でも工夫して実現してくださっているので 

・季節を感じられる行事や成果を発表出来るような行事があり、その時々で感性や自立

心、協調性を育てて頂いたと思います。 

・運動会表現会は特に楽しかったようです。 

・行事に向けて製作したり準備の段階から楽しみにしているので行事はワクワクしてい

る。 

・園外保育はとても楽しみにしていて、朝早く起きられた。 

・家であまり出かけられない分、幼稚園でたくさん楽しいことができるから 

・行事も好きだし、色々自分で考えて遊ぶのも好きです 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

 

・制服をハンガーにかけるなど、自ら進んでできるようになったことが増えました。 

・お着替えやご飯など自分で取り組んでいます 

・着替えや折り紙などいろいろ自分からできるようになった 

・色々な事にチャレンジし自分の意見をはっきり言ってくれるようになった 

・先生のご指導のおかげです。 親が思うよりずっと色々なことに取り組めるのだなと気

付くことが多くありました。ありがとうございました。 

・幼稚園で出来ることを家ではあまりしない。 

・トイレにうながさなくても行けるようになってきています 

・先生が子どもの自主性を認めてくれ、子どもの意思を尊重してくれているような気がし

ます 

・特に年長さんになってからは、やる気がメキメキと出てきたように思います。これまで

憧れていたりんごさんのイメージもあったおかげだと思います。 

・こうしたらもっとよくなるか考えたり悩んだりするようになった。 

・自分のことは自分でし、積極的にお手伝いもしてくれるから 

・色々、自分で考えてしてます。 

・兄弟に優しくなった 

 

 

 

 



 

☆回答の理由☆ 

 

・懇談や、お迎えの時に話をしたり、連絡帳でも幼稚園での様子を教えてくださったりも

したので、そのように感じました。 

・園児目線で優しく包み込む様に接してくれて、信頼関係をしっかり作って導いてくれて

いるから 

・苦手な事も子供の立場になって考えてくれる 

・とてもよくみてくれています。その都度声かけもしてくれ、自信をつけてくれます。 

・家でわがままをいうので怒ることもありますが、先生から、幼稚園での頑張っている様

子を聞かせて貰えると成長を感じられます。 

・親の気づかない子供の良いところを沢山教えてもらえました 

・好きな事、得意な事を沢山させてくれているようです 

・いつも前向きな視点でみてくれているので、こちらも勉強になる。 

・良いところを見つけた時には保護者に教えてくれるから。 

・帰りの時にお話してくれました。 

・いつも子のペースに合わせた対応をしてくださいました。 

・子供が園で見せる顔に自信を感じるから。 実際に良いところを皆んなの前で褒めてく

れたことなど知らせてくれる。 

・いつも優しく接してくれている。 

・家ではわがまま・甘えん坊でまだまだイヤイヤ期だけど、先生からは、幼稚園では自分

から遊びを先導したりみんなの中心にいると伺ったので。 

・したい事は、なるべくさせるようには、してます 

・好奇心を大切にしてくれます 

 

 



☆回答の理由☆ 

 

・どんなことをしてどんな反応をしていたかということや、欠席明けの日に元気に過ごせ

ていたかなどもいつも教えてくださるので、よく見てくださっているなーとよく感じま

す。 

・園でのことを教えてくれないので、先生が連絡帳で教えてくれるのが楽しみです 

・常に怪我や友達とトラブルにならないように気をつけてくれている 

・あった事なども連絡帳などを通じ教えてくれる 

・健康面だけでなく、お友達との関わりや、生活面もよくみてくれています。たのしいエ

ピソードなども話してくれ、ありがたかったです。 

・お迎えの時に今日はどうだったかを良く聞くからです。 

・懇談時に、こどものことをたくさん教えてくれるのでいつも驚かされます。仲間はずれ

が無いか等もまた見ておいてくださると嬉しいです。 

・園での様子を教えてくれるのが楽しみです 

・気になってる事を教えていただけています 

・お迎えのときに、先生に話したいことがあっても、バスの引率などで不在のことがよく

あるので、子どもの様子を聞くことができる機会が少ない 

・その日あった出来事などをよく教えてくれる。 

・お迎えや連絡帳で随時様子を伝えてくれたので安心して通わせられました。 

・細かい所まで見てくれてるなと思う 

・細かく報告してくれているから。 

・良いところも悪い所もきちんと指導してくださり、些細なことでもきちんと伝えてくだ

さるから。 

・色んな些細な出来事にも目を配ってくれています。 

 

 



 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

 

・熱はないけどお昼から少ししんどそうだった、など教えてくださることもありました。 

・頻繁に健康チェックをして気をつけてくれている 

・交通安全など色々な取り組みをしてくれている 

・帰りの際、手洗い場のタオルの共有は少し心配です。 

・子どもがケガをした場所を他の保護者に話していた時、同じ所でその方のお子さんもケ

ガをしていた。複数人がケガをしている場所なら、改めて安全確認をしてほしい。 

・少しの怪我などでも細かく報告していただいています 

・室内の環境がいい。 

・細やかに体調などを気遣ってくださり、怪我をした時などは迅速・丁寧に対応をしてく

ださるから。 

・一応気には、かけています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

 

・先生方がいつも笑顔でいることや、子供自身が毎日楽しそうにしているので、とても明

るい雰囲気に感じられます。 

・新しい園舎で常に子供の笑顔があり、素敵な先生方がいる 

・先生たちも明るく笑顔になれる 

・笑顔が多く、声かけもポジティブだから。 

・開放的でどの先生方も笑顔があり元気にあいさつしてくれます。子どもたちの笑顔が溢

れている場面をみかけるのでそう感じます。 

・子供達がのびのびしてる 

・開放的で先生もニコニコしている。 

・のびのびとしている。 

・先生方は毎朝明るくさわやかに子供たちを迎えてくださり、園舎・園庭もいつお伺いし

ても清潔で綺麗にされているから。 

・挨拶 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

 

・細やかにお手紙や連絡帳等でコミュニケーションが取れている。またイベントの写真等

で園での過ごし方が良く分かるのでとてもいい 

・ゆりの会などに力を入れてくれている 

・先生方が笑顔で話しやすく、PTA 活動も活発なので。 

・メールや休んだ時の電話などこまめに連絡があります。面談もあるので園での子どもの

ことを知れるのでありがたいです。お迎えのとき、担任の先生と会えることが多いので聞

きたいことがある日はすぐに聞けるので連携が取りやすいと感じます。 

・個別に細やかに対応してくれてるなと感じる 

・準備物や壊れた物などはすぐに報告してくれる。 

・子供同士のいざこざや会話のやりとり、言葉の使い方等、本当によく見てくれて、しっ

かりと対応してくれている。 

・朝夕の立ち話や連絡ノート、お便り、マチコミ、何かの時の電話連絡など、細やかに対

応頂いているから。 

・お迎えの時に、担任が｢今日どうだった｣と声をかけてくる事が多い気がする。内容は悪

い事だけじゃなくて、日常の事など。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

 

・常に遊具や園舎の安全点検は行われており、整備整理がいきどどいている 

・遊具なども子供たちが喜びそうなものばかり 

・雨の日でも体を動かして遊べる工夫がたくさんあります。 

・子どもたちの遊びたいものがたくさんあるので、思いっきり楽しめそうです。片付けや

整備はきれいにこまめにされているかと思います。安全面でも心配はしていません。 

・サボテンを置いていて、刺さった子がいると聞きました。分別の付かない小さな子も通

う園なので、どうしても撤去できないなら全園児が届かない場所に置いてほしいです。 

・花や植物などたくさん植えているなと感じる。 

・清掃、整頓が常に行き届いているから。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

☆回答の理由☆ 

 

・行事ごとに持ち物等わかりやすい内容でお手紙をくださるので助かります。 

・カラーの写真や挿絵などでよく伝わるようにできている 

・マメにお便りなどをくれるのでとても分かりやすい 

・行事ごとにわかりやすくお便りをいただけるので。 

・箇条書きで書いていただきたいです。 

・文面で分かりやすく連絡してくれるので特に困っていることもありません。 

・今年の表現会のお便りが数枚あり、持ち物や服装などどれを見れば良いか分かりにくい

箇所がありました 

・行事の案内などは、もう少し早めにお便りを出してもらいたいです。 

・時に情報量が必要以上に多すぎると感じる時がある 

・マチコミなどでくるのが便利。 

・情報が前後したり重複していて少し分かりにくかった。 

・定期的な通信物に加え、行事の案内や各種変更の通知など、メールだけでなくお便りで

丁寧にくださるから。 

 

 

 

 



☆ゆりの会の部会としてのお手伝いについいてどうだったか☆ 

 

・大変でしたが、とても楽しんでお手伝いすることができました！ 

・仕事の勤務時間内などが多かったのであまり参加できませんでした。 

・楽しく活動している 

・少しですが、お手伝いできてよかった。 

・初めてのゆりの会部会に参加してみて不安はあったけど色々な事をして貴重な経験が出

来たとおもいます。また機会があればお手伝いしたいなと思いました。  

・コロナ禍の中でもできることをご提案いただき、こどもたちの笑顔にふれることができ

て嬉しかったです。ありがとうございました。 

・子供達の幼稚園での様子が垣間見られて、とても楽しかったです。 

・経験者の方のリードもあり、初めてでしたが楽しく参加することができました。 

・いい経験になりました。仕事をしてなかったので急な集まりに参加出来ましたが、仕事

をしていたら難しいなと思う活動内容もありました。 

・楽しかったです。 

・部会に行くと子供の園での様子が見れてよかったです 

・部会に参加すると子供の園での様子にふれられて良かったです 

・お仕事や家庭事情が様々なので、 諸々の行事や部会の在り方について 議論、改革が必

要かと思います。 負担が大きいことは否めません。 表現会のお手伝いにはお弁当が出ま

すが、 バザーのお手伝いにはお弁当がないのは不公平に感じます。 用務部は年長限定で

なくてもよいのではと思います。 幼稚園という場の特性上仕方ない部分もあると思いま

すが、２学期 3 学期の行事にお手伝い内容が集中しているので、１学期のものがあっても

よいのではと思います。 

・コロナで行事が減り、負担が減ったので正直助かりました。 

・子どもたちの行事に一緒に参加できるというつもりで関わり、間近に子どもたちの表情

を見たり、園の様子や他の保護者の方々など送迎時だけではわからないことも知ることが

でき、貴重な機会だと思っています。 先生方や会長や部長、リーダーの方々のおかげも

あり円滑に行事が行われていると思い、いつも感謝しています。 

・バザー部会でしたが、他の部会(運動会、表現会)よりも子供への関り合いが薄く、やり

がいをあまり感じられなかった。 

・表現会部会、とても楽しくさせていただきました。 

・今年度は作業で集まるにも神経を使って、人数制限などもあり大変だったと思います

が、保護者同士の交流の大切さをより強く感じられた 1 年でもありました。 

表現会部会 とても楽しかったです。 

・常に中心となって下さる一部の方たちで運営してくれていることもあり、意見などは発

言しにくいところもある 



・自分のやってみたかった事ができ少し責任のある仕事もさせてもらい、いい経験にもな

ったし自分に自信がもてた。仲のいい人がいなく人見知りなので不安もあったが新しく話

できる人が増えて自分の世界が広がって最終的に達成感や楽しかったなーという気持ちで

いっぱいです。 

・コロナだったのであまり交流が出来なかったが出来る事は精一杯頑張りました。 

・場所の提供・準備や様々な助言など、いつもご配慮頂きありがたかったです。 

・コロナ禍で対策が難しい中、無理のない範囲内で参加できて良かったです。親子で良い

思い出にもなりました。 

・身近に色々感じれて、楽しかったです 

・楽しかった。コロナじゃなければ、もっと色々何かしたかったです。 

・コロナでほとんど参加できず分からない。 

 

 

☆その他（なんでも）☆ 

 

・お手紙についてですが、もう少し早めにいただけると助かります。(表現会についてのお

手紙で、お昼のお弁当についてや、衣装で必要なもの等の連絡をもう少し早くいただきた

いなーと思いました。早めに準備したいので。) 

・コロナの影響で残念なこともありましたが、運動会の見学の仕方や表現会の席の座り方

は見やすく、また小さな子どもがどうしても騒いでしまう時があるので隣との感覚が空い

ているのは良かったです。 

・羽ノ浦幼稚園に通えて良かった。いい先生に出会えいい環境で育っています 

・これからも子供たちが笑顔で楽しく過ごせる幼稚園であってほしいなと思います。 は

のうら幼稚園は先生方がいつも笑顔で楽しい幼稚園なので安心して子供を預けられます。 

・本当にはのうら幼稚園に通えてよかったです。担任の先生だけではなく、どの先生もこ

どものことを把握してくださっており、心を通わせてくださり、親も子も安心して通うこ

とができました。 幼稚園に通った３年間は宝物です。ありがとうございました。 

・コロナ禍で行事も考えることが色々あったと思いますが、何事もなく 1 年終われてよか

ったです。お世話になりました。 

・子どもにとってとてもいい環境で多くの学びを与えてくださる素晴らしい園だと感じま

す。働くスタッフの方々に感謝しています。働く側も無理のないようにしてくださいね。 

・部会の話し合いなどで集まるのを、15 時以降にしていただけると、仕事をしながらでも

参加しやすいかと思います。 

・今年はコロナ禍で大変だったと思います。たくさん制限がある中で子供たちと何が出来

るか、園外保育など色々考えてくださりありがとうございました。最後まで楽しく通うこ

とが出来ました。 



・3 年間お世話になりました。親子共々、学ばせて頂いた 3 年間だったと思います。先生

方には子どもたちの事を導いて下さって感謝の気持ちでいっぱいです。今年度は行事など

で不安も抱えつつでしたが、無事に終わって本当によかったです。表現会が出来た事もと

ても嬉しかったです。 ゆりの会は今後はお父さんにも積極的に参加してもらえるよう

に、名称を変えてもいいかなと思いました。少しずつ参加の仕方も変わりつつあります

が、時代に沿って柔軟に形を変えつつ、「子どもたちのために」という想いが受け継がれ

ていけばいいなと思います。 

・今年度もお世話になりました。先生方皆さん優しく見守ってくださり子どもは楽しく幼

稚園に通えました。とても感謝しています。特に担任のあい先生はとてもとても良くして

くださいました。 

・ゆりの会や保護者に関してですが、保護者同士の関わり合いが強い分、上手くいってい

ない時は凄くぎすぎすしていると感じる。子供の通う幼稚園で保護者同士の仲違いなどは

余計なことのように思い少し息苦しい時もある。ゆりの会のバランスについて園の方でも

介入が必要な時は介入して頂きたい。 

給食の振替がいつもドキドキします。この日に振替というのを忘れてしまいそうで不安に

なるので振替なくてもいいのにと思いました。 

吉村先生が退職されるのは非常に残念でならないです。 

・いつもありがとうございます。長女・長男・次男と本当にお世話になっております。先

生方がいつでも優しく接してくださり、わが子らを大切にしてくださっていること、本当

に嬉しく思っております。まだまだ長いお付き合いになるかと思いますが、これからもど

うぞよろしくお願いします。 

幼稚園に通い始めた事で、親子で成長できた 1 年でした。先生方にも大変感謝しておりま

す。ありがとうございました 

・細々とした出費を、クレジットカードか電子マネー(PayPay 等)で決済できるようにして

ほしい。ほとんど現金を持ち歩かないので、集金の度にお金をおろしてピッタリにするの

がちょっと大変。 ･表現会、思ったよりも子ども達がちゃんと自分の役割をやっていてす

ごいなぁと思った。もも組さんも皆がちゃんと踊っていたのにビックリした。 

 


