
令和 4 年 3 月 30 日 

 

前田こども園利用者アンケート結果報告 

 

新型コロナウイルスの影響により、前田こども園でも行事の中止や家庭保育の協力願い等、利用

者（保護者）の皆様にはご心配やご迷惑をおかけしました。幸いなことに、これまで前田こども園

では、新型コロナウイルスによる閉園等が無かったことは、利用者（保護者）の皆様のご協力のお

かげだと考えております。本当にありがとうございました。 

利用者（保護者）の皆様より、お寄せいただきました貴重なご意見、ご要望を真摯に受け止め、

今後の園運営に生かしていきたいと考えております。アンケート結果は、以下の通りとなっており

ます。また、少しですが園からの回答も載せております。 

利用者（保護者）の皆様、お忙しいところご協力を賜り、ありがとうございました。 

 

保護者アンケート実施日 令和 4 年 3 月 14 日～18 日 

アンケート集計結果 回答数／全体数（回答%）  62／85（全体 72.9%） 

 

①  子どもは園生活を楽しんでいる 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

57 4 0 0 1 

91.9％ 6.5％ 0％ 0％ 1.6％ 

（満足） 

・行きたくないとぐずることもなく、帰宅後は園で何をしたのかを楽しそうに報告してくれます。 

・いつも話してくれます。 

・とても楽しんでおります。今日の 1 コマ目 2 コマ目をしっかり認識して登園しています。 

・毎日の出来事を楽しそうに話してくれていました!! 

・毎日とても楽しんでいます。 

・毎日楽しかった出来事を教えてくれていました♡ 

・特に、和太鼓大好きです。本人はプレイタイムが大好きのようです。 

（やや満足） 

 ・よくわからない。園で何が楽しいか聞くと「わからない」と返事が返ってくる。 

 ・波はありますが、楽しんでると思います。 

 

 

② 子どもに接する時の保育教諭の対応 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

57 5 0 0 0 

91.9% 8.1% 0% 0% 0% 

（満足） 

・子どもの目線で話をしてくださったり、優しく接してくださるので嬉しいです。 

・常に真摯に子どもと向き合っていてくれます。 

・子どもたちがとても先生方になついている。 

・とても優しく、子どもにとっても何でも声を掛けやすいと思います。 

・みなさんとっても優しく、子どもに寄り添ってくれて嬉しかったです!! 

・いつも優しく接してもらえてありがとうございます! 

・いつも気にかけて頂き助かっています。 

・毎日、登園降園時に、1 人 1 人手をつないであいさつするのは、とても素晴らしいと思っています。 

（やや満足） 



・とても気にかけてくれて助かっています。 

 

 

③ 園の教育保育方針、教育保育内容 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

56 4 1 1 0 

90.3% 6.5% 1.6% 1.6% 0% 

（満足） 

・方針、イベント全てにおいて大満足です。 

・和だいこの取り組みは、素晴らしいと思います。 

・英語や和太鼓、かずやことばのお勉強があってとても良かったです!! 

・園外保育や園の中での活動もとても楽しそうです。気分が乗らない時もあるようですが、先生方が根

気強く指導していただけるのでありがたいです。 

・たまにお便りで、自分で確認しています。 

（やや満足） 

・折紙のメダルなど表彰関連は毎回喜んでいるので、とても良いと思う。 

（やや不満） 

・たたずまい教育がどのように行われているのか気になる。床の上に正座なのか、どの位の時間なのか。

和太鼓に力を入れているのはわかるのですが、苦痛になってきているように感じる。 

（不満） 

・和太鼓は、報徳福祉会として取り入れているもので、前田地域あるいは浦添の伝統芸能を取り入れて

地域の学校として幼児のうちから伝統芸能と文化に慣れ親しむものを前田こども園の中心、核となる

演舞にするのはいかがですか？認可こども園として運営しているので、地域の特色を生かした演舞を

させる義務があると思います。 

 

（回答） 

・たたずまい教育は、自らの姿勢を正しながら、正座や椅子に座って、あるいは起立の姿勢で行いま

す。詩の朗読や絵本の読み聞かせにより、話の内容を聞き、保育教諭の質問に楽しんで答えること

を行っています。園では、朝の会や帰りの会、遊びの前等に 1 分～3 分程度行っております。決し

て無理をさせずできる範囲で行っております。 

保育教諭の声かけにより、少しずつ自ら姿勢を正す子どもが多くなり、猫背が直ったり、両足に

重心を置きバランス良く立てるようになったり、話を聞くことができ、自信を持って問いかけに答

えることができるようになるなど、子ども達の心と体が目に見えて成長しているのがわかります。 

・和太鼓活動は、動かない太鼓をバチで叩くことから、幼児でも取り組みやすく、楽しんで行えます。

そして、楽しいからこそ続けられます。更に、たたずまいと同じように保育教諭の伝えるリズムを

聞かなければ同じリズムをたたくことはできないので、話を聞くことができるようになり、太鼓を

リズムよく叩くというチャレンジを繰り返します。 

また、お友達とリズムを合わせるとより楽しくなりますし、協力して曲を完成させていく喜びを

子ども達は味わい、仲良く活動を行っています。和太鼓ができるようになると、かっこ良くお父さ

んお母さん等に発表するためには、どんな叩き方がいいか、練習風景をビデオに撮って、それを見

ながら考えています。お友達同士で話し合っています。 

スポーツ大会で素晴らしい演奏ができたのは、子ども達が自ら考え、話し合い、取り組んできた

成果です。決して、保育教諭が無理な指導を行っているということはありませんし、楽しんで活動

に参加している状況でした。子どもに話を聞いてみてほしいと思います。 

報徳福祉会では、子ども達の成長をより促すことができる和太鼓活動のメリットを理解し、子ど

も達の気持ちと向き合いながら和太鼓の活動に取り組んでおります。 



・行事等で子ども達のかっこいい和太鼓発表により、和太鼓に力を入れているように思われますが、

園では和太鼓だけに力を入れているわけではございません。他の活動にも力を入れています（運動

遊びや言葉遊び、PlayDay 等）。 

実際の子ども達の和太鼓活動では、やりたくない子や気分が乗らない子を強制してさせるような

ことはありません。見ているだけ等の時もあります。子ども達自身、和太鼓が大好きになり「お父

さんお母さんにかっこいい和太鼓を見せるにはどうしたらいい?」等、子ども達自ら練習風景のビ

デオを見たり、話しあったりしています。保育教諭の指導だけではなく、子ども達自ら上手になり、

かっこいい和太鼓発表を行っているのが現状です。 

・園では、前田地域の伝統ある“前田の棒”も取り入れ、地域の自治会から講師を招き行っておりま

すが、旧前田幼稚園では伝統的に 5 歳児のみが発表しておりましたので、3・4 歳児は沖縄の文化

である空手を取り入れて、棒術と一緒に運動会に発表を行いました。令和 3 年度は運動会が雨の為、

棒術・空手発表は別日に行い、Youtube で限定配信しました。 

前田こども園でも、前田幼稚園及び前田地域の伝統を継承し、大切に子ども達の活動に含ませて

いただいております。また、報徳福祉会として和太鼓も教育保育活動に追加する形で取り入れてい

るということをご理解いただきたいと存じます。 

 

 

 

 ④ 行事の実施内容 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

45 15 0 1 1 

72.6% 24.2% 0% 1.6% 1.6% 

（満足） 

・和太鼓、大感動しました♡ 

・コロナで大変な中でもいろいろな行事をしていただけていてうれしいです。 

・コロナ禍の中、実施していただき感謝です。 

・コロナ環境の中、色々配慮しながら出来ていると思います。 

・コロナ禍で中止になった行事も多かった事は残念ですが、大満足です。 

・コロナの影響がある中でも、対策と工夫をして実施していただき感謝しています! 

・コロナ禍で中止になったイベントもありますが、その中でも色んな工夫しながら実施してくれてる事

に感謝です。 

・今年は運動会残念でしたが、スポーツ大会は快晴で和太鼓も恰好良かったです。 

（やや満足） 

・コロナもあって大変でしたが、子ども達の為にも工夫して行ってくれてありがたかったです。親が参

加できなくても YouTube で見れるように配慮していただけて家でも見ることができてよかった。 

・おゆうぎ会は、てだこホールを希望します。 

・YouTube を使って観覧できるよう工夫してくれるところは良いと思う。ただ、園児のマスク着用が不

十分（未着用や鼻出しマスク、アゴマスク）が多数いるので、先生方の意識も含めしっかり習慣化さ

せてほしい。観覧した保護者にも未着用、鼻マスクもいるので、行事開始時などアナウンスしてほし

い。 

・コロナのためできない行事があったのが残念だった。 

・コロナで中止が多かったのが残念でしたね。 

（不満） 

・仕方ないが、中止が多かったため。 

（記入無） 

・コロナ禍で行事が出来なくなった事が残念。 



（回答） 

・子どもの行事が中止になり、子どもの様子が見れないのは保護者の皆様には残念なことだと思いま

す。私達職員も本当に残念でした。コロナ禍で行事等の中止や延期が続いてしまいました。 

 

 

 

⑤ 保護者が意見等を言いやすい環境づくりや、

保護者からの意見等への対応 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

53 8 1 0 0 

85.5% 12.9% 1.6% 0% 0% 

（満足） 

・お迎えの時に直接お話しさせていただけたり、連絡帳でのやりとりで満足しています。 

・ちょっとした意見でもすぐに対応していただき、ありがとうございます! 

・思った事や、気になった事は、すぐに相談してますが、良い対応してくれてると思います。 

・先生に相談しやすかったので満足です。 

（やや満足） 

・先生は話しやすいです。 

・コロナで面談が実施できなかったため。 

（やや不満） 

・園参観、行事が少ないため、園に足を運ぶ機会がありません。 

 

（回答） 

・コロナ禍で、園参観や行事の中止等、園に足を運ぶ機会を確保できず、申し訳ございませんでした。 

 

 

 

⑥ 給食・おやつのメニュー 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

51 11 0 0 0 

82.3% 17.7% 0% 0% 0% 

（満足） 

・沖縄ならではの料理が多く、家では作らないメニューを食べられているのでありがたいです。 

・他園年少児に給食が苦手だった○○が、食べれる量の盛付で苦手にチャレンジしたり、完食すること

も多くなった様です。おやつも好みがありますが、大好きなおやつの日は、前日から楽しみにしてい

ます。食の幅を広げて頂き感謝しております。 

・毎日とってもおいしい!!と言って喜んでいます!! 

・お肉をあんまり食べない○○が、給食の唐揚げはおいしいと言っています。 

（やや満足） 

・中に入れないので…、サンプルが見れない。 

・給食の見本が玄関のところにあるが、保護者は玄関の中まで入りづらいのであまり見ることができな

い。もっと見やすい位置にしてほしい。給食の見本がない日もあります。 

・実際の内容を見ていないのでよくわからない。 

・おやつに関して、子どもからよく「足りなかった」と聞くことが多く内容を聞くと確かに少ないかも

と感じることが何度かありました。栄養バランスはしっかり計算されていると思うので、あくまで個

人的な意見です。 

 

 



⑦ 施設の衛生管理 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

51 6 2 0 3 

82.3% 9.7% 3.2% 0% 4.9% 

（満足） 

・コロナ禍で衛生管理大変だったと思います。とても満足です。休園がほとんどなく、助かりました。 

・トイレを工事してくれてありがとうございます。 

・トイレがきれいになったり、月に 1 度清掃の日があるなど満足しています。 

（やや満足） 

・園の中まで入ることができないので、どういう衛生管理が行われているかわからない。 

（やや不満） 

・中に入る機会がないので 3 やや不満としています。 

・施設内を見ていないため、コロナのため仕方ないですね。 

（記入無） 

・施設内を見ていないため。 

・中をよく見たことないので分かりません。 

・わからない。 

 

 

⑧ ケガや病気（教育及び保育中の発熱やケガ

の処置、保護者への連絡）等への対応 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

56 3 1 1 1 

90.3% 4.8% 1.6% 1.6% 1.6% 

（満足） 

・転んだりした時でも、お迎えの時にきちんと教えて頂けるので安心しています。 

・こまめに毎回連絡してくれる。ありがとうございます。 

・毎回、わかりやすく説明してくれてありがとうございます。 

・降園時に、小さいケガでもご報告されたので、感心しました。 

（不満） 

・状況報告の報告用紙をつけて下さい。 

（記入無） 

・一時期よりはケガが減ったが、何でもアイシングしているところが疑問な時がある。 

 

（回答） 

・園では、子ども達は思いっきり走ったり、遊んだりしていることがから、ほぼ毎日、すり傷や打ち

身のケガがあります。すり傷は消毒し、腫れがある場合はアイシング等を、打ち身の腫れにはアイ

シングをしています。 

保護者の皆様にもケガをした場合、お迎えの時などにお伝えしております。これからも、子ども

がケガをした場合には、お迎えの時等でしっかりお伝えしてまいります。 

・「一時期よりはケガが減ったが」との意見がありますが、同じ印象を持っております。入園当初、 

“何もない所を歩いているだけで転んでしまう” 

“前を見ずに歩いたり、走ったりして、壁やお友達にぶつかる” 

“椅子に座っているだけで、椅子から落ちてしまう” 

など、私自身ビックリするような事がたくさんありました。「ケガが減った」のは、子ども達が心も

体も成長し、ケガをしないような行動ができるようになったことが大きいと思っています。 

 

 



⑨ 園だよりやクラスだよりの内容について 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

59 3 0 0 0 

95.2% 4.8% 0% 0% 0% 

（満足） 

・わかりやすく子どもたちの活動も知れるので嬉しいです。 

・来月の行事を前もってお知らせしてくれるので助かります。 

・翌月のことも記載しているので、予定が把握しやすいです。 

・毎月、活動内容が把握しやすく、毎日の会話で質問しやすかったです。 

・子どもが自分で予定確認できて良い。 

・見やすくて満足です。 

（やや満足） 

・写真とかはカラーだといいなー。 

 

 

問 3 前田こども園に対する総合評価 

満足 やや満足 やや不満 不満 記入無 

56 5 0 0 0 

91.9% 8.1% 0% 0% 0% 

（満足） 

・コロナでいろいろな制限がある中でも、たくさんの行事をして下さってありがとうございます。 

・前田こども園で良かったです。 

 

 

問 4  

☆こんなことがあって良かった・嬉しかった 

（子どもの姿から） 

・お迎えに行くと「今日は何をしたのか」を色々嬉しそうに報告してくれて、お友達と楽しく園

生活を送ってくれているのだとわかります。 

・園外保育で行った公園にまた行きたいと言って、お休みの日に家族で行くこともあり、沖縄で

知らないところをこどもから教えてもらうことがあります。 

・スポーツタイム、和太鼓が大好きでいつも楽しみにしています。 

・お絵かきをして先生が褒めてくれるのをうれしそうに話してくれます。 

・手作りメダルは毎回喜んでいます。表彰系は大事にする園だなと感じています。 

・〇〇が園から帰ってきて園での出来事を話してくれるのが楽しかった。「先生の髪型が可愛か

った（うしろかんぷー、前髪かんぷーなど）」「先生と〇〇が来ている洋服が似ていた話」「〇

〇のうんちがトイレで流なくて先生が助けてくれた話「エイってしてくれた」。先生達と仲良

く過ごしていると感じ嬉しくなりました。 

・年度途中の入園でしたが、楽しく友だちとすごしている様なので安心しています。英語、和太

鼓、園外活動など、いろいろな活動があり満足しています。 

・お友だちの名前を覚え、話してくれるようになった。頑張ったこと、イヤだったことも園の生

活でしか感じとれないので、気持ちの部分でも成長につながっているように思う。 

・家でも、自分が使ったものを片づけたり、汚れた洗たく物を出してくれたりと自らすすんでや

ってくれるようになりました。 

・体調不良で 2 週間ほどお休みしていた際、「〇〇に会いたいな～」「〇〇と遊びたいな～」と話

しており、仲良しのお友達がいるんだなと嬉しく感じています。 

・最初は、恥ずかしがってあいさつの時に声が出なかったのですが、今は大きな声であいさつし



ている姿に成長を感じています。ありがとうございます。 

・花音組になってさらにお姉ちゃんになった気がします。妹にもこーやってやるんだよ！など

色々優しく教えてくれています。 

・最近、早く登園しようとしていることが嬉しいです。きっと楽しいからそういう行動が表れて

いると思います。 

・家でたいこしたり、今習っているダンスを YouTube 見ながら踊って披露してくれます。 

・かずあそびをこども園で勉強してから、計算や数字を書いたり、家でもやっています。本人が

勉強の意欲が出て、そろばん通いはじめました。とても楽しんでます。 

・こども園であったことを話してくれる。お手紙があると「今日おてがみあったんだ」と渡して

くれます。ちゃんと先生の話を聞いて覚えていることに成長を感じました。 

・前田こども園へ来る前の保育園でやっと落ち着いたと思っていたら（何度も保育園を嫌がって

転園していたため）閉園になるとのことで、前田こども園に通うことになりました。大丈夫か

なぁ?と心配でしたが、思ってる以上に早く慣れ、子どもの特徴を理解して対応して下さって

いるのがわかるので、とてもありがたく思っています。年少、年中と成長が見られて嬉しく思

っています。 

・笑顔で帰ってきたり、泣いて帰ってきたり色々な経験ができていると感じる。 

・ひらがなの「そ」が書けなくて家で泣く事もありましたが、園で先生方が色々配慮したおかげ

で、書けるようになり、自宅でも自慢げに披露し、喜んでいます。 

・こども園で習った歌をお家でもよく歌っています。ひらがなや数字を教えていただけるので、

とても助かっています。いつもありがとうございます! 

・空手やダンス、和太鼓ができるようになったことがとてもうれしいです。また、友達と楽しそ

うに走り回っている姿を見てとても嬉しく思っています。 

・帰宅後の靴、手洗いなど親の方が注意されることもあります。細かいことをたくさんあります

が…、どう書いていいやら… 

・自分の気持ちを伝えたり、お友達との関わりを喜んでおり「こども園が大好き」「ずっといた

い」と言っているのが多かったので、うれしかったです。和太鼓の演技にとても感動しました。

ご指導ありがとうございました。 

・こども園に来るまでお母さんとしかやってなかったお勉強も、学校ではお友達と一緒にする事

でもっと好きになり、もっと上手になりたいから、どうやってするの？と楽しそうにお勉強す

るようになりました。 

・全然文字が書けず、名前だけ書けるだけで精一杯だった〇〇くんが、前田こども園に入園して

文字に興味を持ち始め、少しずつ文字が書けるようになりました。折り紙の裏面に「かあさん

いつもありがとう」と書いてあった初めての手紙をもらったこと! 感動してしまいました。

ご指導していただきありがとうございます♡ 

・保育園からの転園で花音組から通い始め、最初の 1 ヵ月は毎朝号泣していましたが、慣れてか

らは、お友達の名前を出して園でのできごとをたくさん話してくれました。体調崩すこともな

く、環境面、衛生面での配慮ありがとうございました。 

・こども園へ通い始めて、活発になりました♡ 和太鼓の話を家でも沢山してました。和太鼓す

ごすぎて浦添で和太鼓クラブないかなー。って旦那が探してました! 〇〇の事では無いので

すが…、お迎えの時、担任の先生からの「今日〇〇でしたよ」の報告はもちろんなんですが、

他のクラスの先生からも「〇〇さん、〇〇頑張っていました～」や「〇〇で転んで怪我して～」

などの報告をいただいていたので、先生方の情報共有?っていうんですかね？それがすんごい

って感動しました!!! 

・全て大好きだそうです。By-〇〇。和太鼓の姿勢がキレイで感動した。前保育所でもそうでし

たが、年齢やクラス、分け隔てなく仲良くなる〇〇がうらやましいというか、尊敬します。先



生のお手伝いを進んでする○○。個人面談の時にクラスをのぞいた際、おどうぐ箱が整理整頓

されていた事。園で歯が抜けた事（本人がとても園で抜けて欲しいと願っていたので）。 

・日々取り組んでいる和太鼓がとても楽しいようで、お家でも楽しそうに膝打ちしていました。 

・仲の良い友人と先生に出会えたこと。 

・園生活に慣れるまで、すこし時間がかかりましたが、新しいお友達もたくさんできて、自分か

ら“はやくこども園に行きたい♪”と園で楽しく過ごせるようになり、毎日ニコニコで登園で

きるようになりました。泣いてばかりだったのが嘘のようで、成長したなぁ…としみじみです。 

・毎日のできごとを家で話してくれるのですが、お友だちや先生の名前が必ず出てくるので、本

当に楽しい前田こども園生活だったんだと思います。リレーの練習で負けたこと、和太鼓での

こと、竹馬のれるようになったよと、字もかけるようになったーと色々の毎日のお話がうれし

かったし、楽しみになってました!! 

・本人に聞くと、お楽しみ会が楽しかったと言っていました。先生方の出し物、和太鼓。体を使

って遊ぶ事が増えて、毎日ヘトヘトで帰ってきてたのに、途中から体力も出てきて、早くお迎

えに行くと「早いー! 今から絵本だったのに」と怒られることもしばしばありました。一番

親として良かったのは、毎朝のあいさつでした。 

・初めて前田棒や和だいこを習った事が、本人にとってとても良い刺激になったように思います。

何年も習い続けている周りのお友達に比べると完成度はまだまだですが、とても楽しそうにイ

キイキと練習する姿を見て嬉しく感じました。 

・自分の事を自分で出来るようになった（多くなった）事です。 

（保育教諭等の対応について） 

・入園してぐずぐずしていた時も優しく声をかけたり、じっくりと関わってもらえたことで本人

も安心し少しずつ慣れることができたと思う。担当ではない先生方も恥ずかしくて苦手な「あ

いさつ」も無理強いせずに見守ってくれたので、嫌々することもなく結果的に自分のタイミン

グで自分から挨拶するようになった!!!先生たちの温かい対応に感謝しています!! 

・先生が作って下さったメダルやしゅりけんをとても喜んでいます。 

・先生達の手作りの衣装など愛情のこもった指導がとてもいい保育園（こども園）だなぁとうれ

しく思っています。 

・入園当初、元気で活発でウーマクーな〇〇に「男の子はそのぐらい元気があった方が楽しいで

す」みたいな事を先生が言ってくれて、新しい環境で〇〇も私も不安があったのですが、すご

く気持ちが楽になってその一言に助けられました。ありがとうございました。 

・私（母）の誕生日におめでとうございますとコメントいただき、父母結婚記念日にもおめでと

うございますのお声かけ、とてもうれしかったです。お迎え時には〇〇の弟、妹にも優しく声

をかけていただき、家族まるごと受け入れてもらい、支えてもらっている、そんな感覚があり

ました。 

・園での様子を先生がくわしく教えてくれて良かった。自分だけでは普通にスルーしてしまうよ

うな事も褒めたり、びっくりしたりしてくれて、〇〇は他の人から見て成長しているんだなぁ

という事に気づくことが出来た。保育園の時よりも先生が教えてくれることが多くあった。 

・お気に入りのズボンに腰紐が付いており、リボン結びを〇〇先生が教えてくれたようで、今で

は 1 人で着ることができ、本人がとても満足していました。根気強く教えてくださり、ありが

とうございました。 

（園運営について） 

・園全体の雰囲気が良くて安心して通わせています。園外保育で月一回遠くの公園までバスで行

ってくれるのもとても楽しいようです。いつもありがとうございます。全てにおいて大満足で

す。 

・和太鼓の活動があると聞いて、初めはあまりイメージがわかったのですが、発表会やスポーツ



大会で実際に観て、とても感動しました!! まだまだ小さい子どもと思っていたのですが、と

ても大きく立派に見え、成長を感じられました!!  4 月から下の妹・弟が姉妹園の石嶺保育園

へ通うので、そこでも和太鼓とっても楽しみです♡ 先生方も優しく子どもに寄り添ってくれ、

毎日安心して通わせる事ができました!!  1 年間ありがとうございました!! 

・日々の活動や発表会で自信がついて、この 1 年で大きな成長を感じました。特に、和太鼓は家

でも練習をがんばっていて、楽しそうに取り組んでいました。コロナ禍でイベント開催が難し

い中、スポーツ大会で一生懸命にがんばっている姿を直接見ることができて、本当にうれしか

ったです。ありがとうございました。 

・こども園に通い始めてとても活発になったように感じています。自ら積極的に友だちの輪に入

っていくことも保育園児のときには見られなかったので大きな成長です。 

・前田こども園に通って、竹馬やけん玉やラキュー等保育園とは違うおもちゃや遊び道具にふれ

てとても楽しいみたいで、誕生日プレゼントはけん玉をあげて家でもたくさん練習していま

す。後、毎日「今日誰と何をした」など、楽しそうに園での出来事を聞かせてくれるので、前

田こども園に通わせて心から良かったなと思います。 

・先生が「竹馬ができたよ～、和太鼓頑張っていたよ～」等、息子の様子を見て教えてくれるの

が嬉しかったです。コロナで限られた中で公開動画をやってもらって参加した気分を味わうこ

とができて良かったです。月に 1 度の園外保育を子どもがとても楽しみにしていました。優月

組タイム？で自分たちで行きたい場所を決めたと息子から聞いてすごいな～と思いました。 

（園行事について） 

・このご時世の中、運動会が少しでも出来て参加できた事はとても嬉しかったです。〇〇の楽し

そうな姿や、嬉しそうな姿を見ることができた。 

・行事を楽しそうに参加している姿が良かったです。運動している様子やお遊戯会でセリフを言

っていたり、成長を感じました。また、先生方が衣装や季節ごとの作成物も心がこもっている

と思い、ありがたかったです。 

・運動会のかけっこで 1 位になり、トロフィーをもらった事です。それを励みに毎回がんばり今

では二つあります。大切にしています。 

・コロナ感染拡大の中でも、工夫して行事などを運営してくださりありがとうございます。毎日

違ったカリキュラムに子どもが楽しそうにしていました。 

・今年度から入園したため、なじめるかな～と不安もありましたが、仲の良いお友達もでき、行

事にも積極的に参加する姿をみることができて嬉しく思います。苦手なこと（竹馬など）も行

事に向けて一生懸命練習に取り組んだ事も、できなくて悩んだこともこれからの小学校生活に

役立つのだろうな～と思います。 

・色んな行事がある中で、和太鼓がすごく良かったです。 

・通い始めた頃は太鼓をやりたがらない様子を先生からお聞きしていたのですが、発表会やスポ

ーツ大会でがんばっている姿が見られて嬉しかったです。 

・4 月、初めての集団生活でうまくなじめるかどうか不安でした。でも、毎日色々な事を経験し

て本人も楽しそうです。コロナで行事はほとんど中止になりましたが、発表会、スポーツ大会

は開催されて嬉しかったです。 

・運動会や発表会やスポーツ大会等のイベントもとても素晴らしく満足です。前田こども園に預

けて良かったな~と思うし、ここの環境で成長させてもらえて感謝です!! 

・コロナ禍の中でも工夫しながら、いつも子ども達の為にイベント等を開催してくれた事、とて

も感謝しております。息子はスポーツ大会のおわりの言葉の園児代表に選ばれた時、「○○が

1 年間頑張ったからだって~」と、とても嬉しそうにお話していたのが印象的でした。とても

自信につながったと思います。ありがとうございます。 

 

 



☆残念だった出来事 

（子どもの姿から） 

・お友だちからあだ名で呼ばれていたこと。でも自分で解決したみたいです。先生には言わない

でほしいとのことです。 

・前保育園で特に仲が良かったお友だちが全員別のクラスになった事が少し残念でしたが、その

おかげか(!?) 新しくとっても仲良しのお友達ができたので、結果的には良かったです。 

・家庭保育があったり、長く休んでしまう日があったりとする状況があったためだと思うが、学

校に行きたくないということが増えた。学校で楽しかった話を最近聞くことができていない。

和太鼓は好きだけど、練習が嫌いと話すことが増えてきている。 

（保育教諭等の対応について） 

・担任が確認を怠っていたにもかかわらず、お帳面を出さなかったから、○○をしなかったから

…と責任を園児にしたこと。自身に落ち度がない言い方も残念でした。 

（園運営について） 

・コロナワクチンの陽性者が出た時にお手紙で知った。お迎えの時に、濃厚接触者対象ではない

と伝えて欲しかった (濃厚接触者には個人的に連絡するとあったが、すでに連絡しているの

か、まだなのかで不安になりました)。 

・保育参観の機会が 1 度だけでなく、成長？がわかるよう 2、3 回開催してほしい。体育だけで

なく、他の場面での活動の様子も見てみたかったです。 

・コロナによる休園で休みが多くなってしまったことが残念でした… 

・コロナで仕方がないのですが、保育参観や親子での行事ができなかったのは、残念に思いまし

た。ですが、その変わりに園での様子をホームページやユーチューブで見られるようにしてく

れたので、感謝しています。 

・学習内容が分かれば家の方でも合わせて家庭学習をしたいと思います。どのような指導をして

いるのかが、分かりにくいです。 

・残念と言うより…、イベントの時 YouTube 配信で子ども達の様子を見れるのはすごく嬉しい

けど、せっかくだから期間限定ではなく、料金が出ても形に残すことが出来たらもっとありが

たいなぁと思った。 

・仕方ないこととは存じてますが、コロナで家庭保育が多かったので楽しいこども園に行くこと

ができなかったのは少し残念でした。これ以外は特にありません。 

・お友達とのケンカ等は毎日一緒にいると必ず起こることで自分達で話をしながら問題を解決し

ていくことが大切だとは思いますが、一度だけお友達にハサミを向けられたことがあるという

話を聞いて、さすがにやり過ぎじゃないかな～と思い、先生方の目が届いていなかったのかと

不安になったことがあります。 

・先日、園長先生や担任の先生方にもお話ししましたが…、うちの子が言うには「給食を完食し

ないとデザートを食べたらダメ」というルール!? 雰囲気!? があるという事を聞いたときは

少し残念に思いました。食品ロスや食べ物を粗末にしない、作った人への感謝の教えだとは思

いますが、苦手な食べ物があって完食できないうちの子は、食べたいデザートを残さなきゃい

けない、食べたいのを我慢して残したデザートは結局処分になることを聞いたときは驚きとシ

ョックと残念な気持ちになり、これも食べ物やお金の粗末になるんじゃないかなと疑問です。

給食の時間がストレスになり、給食前には迎えてほしいとか、給食の時間が嫌、食べたくない、

しまいには学校に行きたくないと情緒が不安定になり、先生方に相談するに至りました。その

後は改善に向けて対応してくれましたので、今後、給食が好きな子も苦手な子も皆が給食の時

間が楽しくなるといいなと思います。 

・特にはじめの頃、むかえの時に園での様子など聞けないのが残念でした。何でもいいので知り

たいものです。連絡帳ももっと活用できたらなと思います。 



（園行事について） 

・運動会のやり直しに参加できなかったことです。お休みの日に行われていると知らず、残念で

した。 

・行事が少なく、園内での様子がわからない。 

・コロナでいろいろな行事が中止になって残念でした。運動会は雨の中の強行突破的になってし

まったので、何とか日程を調整して別の日に開催して欲しかったと思っちゃいました。 

・コロナで楽しみにしていた行事が中止になったのは残念でしたが、YouTube 等で子どもたち

の頑張ってる姿を見れたのは良かったです。〇〇は餅つき大会ずっと楽しみにしていました… 

・ミュージックフェスティバルが中止になったこと。餅つき大会が中止になったこと。 

・コロナウイルスの影響で行事が中止になったこと。運動会が雨だったこと。○○先生がぎっく

り腰になったこと（○○がとても心配していました）。 

・残念なことは無かったのですが、クリスマス会が夕方のニュースで流れた時には、事前に周知

してほしかったです。たまたまニュースで見ることができ、ラッキーでした。 

・やっぱりコロナ禍で色々なイベントがキャンセルになってしまった事です。限られた短い時間

の中でもっと色々な事を経験させてあげたかったと思いました。 

・イベントの際に、子ども達みんながマスクをしていて、誰が誰かわからないのが残念でした。 

（その他） 

・上と関係ないテーマになってしまいますが…園が高台？にあるので〇〇が寒くないか、暑がっ

てないか心配でした。先生たちのおかげでほとんど風邪をひくこともなく元気でした。ありが

とうございます!!（親が仕事をしている場所と温度差があり心配だった） 

・特になし。 …×10 意見 

 

 

（回答） 

・行事等の YouTube の限定配信につきましては、HP 等ネットでの子どもの姿の公開を望まないご家

庭もあり、その承諾を得て、限定配信・短期配信を行いました。色々な事情のご家庭がございます

ので、今後も限定配信となりますことをご了承下さい。 

・コロナ禍における園の対応につきましては、保健所や浦添市役所の指示により陽性者を特定されな

いような対応を取らざるを得ませんでした。不安やご心配をかけ、申し訳ありません。 

・保育参観や個人面談等は、現在の社会状況（コロナ禍）では難しいと判断致しました。状況が落ち

着いたら通常通り行う予定です。 

・園の給食では、給食を食べない子どもには無理に食べさせることはしません。そこで、子どもの好

き嫌いなのか、おなかが空いてないのか等、理由をしっかり聞いて、お迎え時保護者に伝えること

を心がけております。ただ、園の給食は姉妹園からのケータリングですので、給食を食べないで、

夕方まで遊ぶことで、子どもの体調面等の不安がありますので、「一口でいいから食べてみよう」等

できるだけ食べられるように促しています。 

 

 

☆その他・意見・要望など 

（子どもの姿から） 

・保育園の年長さんか、こども園か迷ったのですが、友だちがこども園に行くと聞き、こども園

にしましたが、結果的にとても本人が成長したので良かったです。○○は、人見知りが激しく

3 歳児検診では、視線が合わないと少し発達特性を心配されていましたが、この 1 年間で大き

く成長でき、心から感謝しています。ありがとうございました。 

・2 学期から前田こども園にお世話になりましたが、本人はすぐに慣れてくれて毎日楽しく登園



できました。仲の良い友達もたくさんでき、家でも園の話をいっぱい聞かせてくれました。短

い期間でしたが、ありがとうございました。 

（保育教諭等の対応について） 

・こども園のどの先生もいつもニコニコしているのを見て安心して預けることができます。いつ

もありがとうございます!! 

・いつも優しく見守っていただきありがとうございます。楽しく、給食もおいしいみたいで大満

足です。これからもよろしくお願いいたします。 

・先生方へ 私たち親子共々優しく接していただきありがとうございます。お疲れだと思います

が、いつも素敵な笑顔でとても癒されました。〇〇が元気すぎてハイテンションでご迷惑をお

かけしていたらすみません。次年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

・コロナ禍で今年度も登園できない日々が続きましたが、元気に一年を終えることができて、と

ても嬉しく、先生方にも感謝しています。家庭保育の間はよく「早く学校行きたいなー」と言

っていたのは、本人も園が楽しいと思っているからこそだと感じました。次年度も、姉弟共々

宜しくお願いします。 

・自己主張も強い息子ですが、根気強く向き合ってくださる先生方に本当に感謝しています。「あ

りがとう」と「ごめんなさい」を素直に言える子どもではありますが、自分がこうだと思った

ら後に引かないところもあります。これからも温かく見守って下さると嬉しいです。宜しくお

願い致します。 

・卒園式のときにいただいたメッセージが、愛情たっぷりで嬉しかったです。本人もとても喜ん

でいました。ありがとうございました。 

・あっという間の一年間でしたが、一緒に子どもたちの成長を見守って下さりありがとうござい

ました。お世話になりました。 

・先生たちも（職員の方たちも）みんな明るく、親しみやすくて、安心して子どもをあずけるこ

とができました。カリキュラムも充実していて、色々な体験をさせていただき、嬉しかったで

す。二年間本当にありがとうございました。 

・これからもよろしくお願いします。前田こども園全職員さんに感謝感謝です。 

・〇〇の成長を一緒に手伝ってくれた先生たちへ、本当に感謝でいっぱいです。これから小学校

に上がっても、先生たちとの思い出がずっと〇〇を助けてくれると思います。本当にありがと

うございました。 

・担任ではない先生方もみんな優しく声をかけてくださり、安心して子どもをあずける事ができ

ました。コロナで大変な 2 年間でしたが、大きなクラスターもなく、先生方には本当に感謝し

ています。ありがとうございました。 

・もっと早く通わせてあげれば良かったと後悔しているぐらい、本当に素晴らしいこども園だと

思っています。先生方（全クラス、事務所の方も）には本当に色々と気にかけてもらい、1 年

間お世話になりました。勉強と遊びとバランス良くて、本人はとても楽しそうでした。色々ご

心配もおかけしましたが、本人は前田こども園が好きと言っていました。 

・先生方、一年間お世話になりました。ありがとうございました。この先、妹・弟も通う時にな

った時はよろしくお願いします。 

・2 年間とてもお世話になりました。本当にありがとうございました!! 

・今年はコロナの影響があり上手く行事開催出来なかったりもありましたが YouTube 公開で子

どもと一緒に見れたり出来てすごく良かったです♡ この 1 年でたくさんのことが出来るよう

になり大きく成長してくれて、先生方に感謝です。 

・いつも子ども達をあたたかく見守ってくださり、どうもありがとうございます。少し気になる

ところがございまして…、お友達が先生に怒られてる姿を見て、うちの子はそれが頭に焼きつ

いてるらしく、「先生が怖い」とか、「自分もあんな風に怒られるんじゃないか」という風に考



えてしまい、「恐怖」が先に来て、委縮して自分の気持ちが言えなくなったり、考えてる事を

言葉で伝えられなくなってる所があります。本来、叱るとは恐怖心を与えるものではないと思

いますし、重圧を感じてる子もいるので、勿論、愛情を持ってのことだとは思いますが、生徒

への叱り方や指導の仕方をもう一度見直してみてはいかがですか？子ども達から信頼の厚い

先生方なので、これからもっともっと素晴らしい前田こども園になると思います。 

・1 年間、本当にお世話になりました。ありがとうございます。色々なできごとを通して成長を

みることができました。やんちゃな○○をリーダーさせてもらったり、本当成長したなと実感

しています。 

（園運営について） 

・駐車場ができて助かります。ありがとうございます。 

・送迎用の駐車場を作っていただきありがとうございます。下の子どもを連れてのお迎えは車で

行けるととても助かります。 

・ホームページや YouTube などでの様子を見ることができてとてもうれしいです。 

・特別な行事の日程や場所等の詳細は早めに知らせてくれるとありがたいです。例えばミュージ

ックフェスティバル…開催はしませんでしたが詳しい時間や場所を予定で良いので早めにし

てほしたかったです（特に園外でやる場合）。休みの調整があるので… 

・弁当は園外保育の日だけにしてほしいです。誕生会は給食にしてほしい。ケータリングでもあ

りますし。2 回/月は多く働いている身として負担です。 

・発表会や運動会など何かに皆で取りくむことは大切かと思いますが、園での日常をもっと見て

みたかったなと思います。 

・この 1 年間もコロナ禍でも、開園していただいてありがとうございます。在宅ワークができな

いのでとても助かっていました。保育内容がいつも充実していて、本人も楽しそうにしている

のがわかります。いつも帰りながら今日の内容とかを話してくれます。あと 1 年ですが、よろ

しくお願いします。 

・小学校ではクラスで陽性者が出たときに学級閉鎖になっています。こども園で陽性者が出た場

合、クラス名を公表しても良いと思います。 

・園参観、工夫した形で実施してください。子どもの普段の活動の様子を知るためにも、親は学

校の様子を客観的に見る機会が全くないので。 

・管理者の方へ 先生方のモチベーションが持続できるように、可能な限りリフレッシュ休暇な

どをとって下さい。 

・授業参観（普段の生活の様子、学習、スポーツしているなど）をもっとしてほしい。 

・年中児から 2 年間、大変お世話になりました!!  2 年間において家庭では体験できないことで

の気付きや、沢山の経験から出来る事がとても増えました。特に和太鼓への取組みはとても素

晴らしいです。カッコ良く和太鼓を叩く我が子を誇りに思います。小学校へ行ってもどこかで

継続できたらなぁ～と考えています。園生活での経験を糧に自信を持って新 1 年生になってく

れる事でしょう。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

・ユーチューブ動画、期間限定ではなく、いつでも見られる又は DVD 販売などがあると良かっ

たなと思いました!! 

・今月の園だよりが HP や Twitter でも見れたら良いなと思う! 

・なかなか参観する機会がなかったので、HP の保育日記の更新がもっとあった方が良かったで

す。新しい記事が UP されるのを楽しみにしていました。 

・いつも一生懸命子ども達に寄りそい保育・教育をして下さってありがとうございます。コロナ

禍で先生方も国の方針、親御さんの間に挟まれ、肩身の狭い立場だと思いますが、私はマスク

着用は子ども達の意思を尊重したいと考えております。あんなに動き回る子の成長の妨げにな

っているように感じますので「必ず着用する」から、どうしたいか? 本人たちの声に耳をか



たむけていただきたいです。 

（園行事について） 

・年長さんの和だいこ、とってもかっこよかったです。ご指導お疲れ様でした。振付は園独自の

ものですか？お家でも練習したいなと思いました。 

・いつもありがとうございます。先生方のおかげで毎日楽しく登園しています。スポーツ大会の

実施もありがとうございました。コロナの中準備も大変だったと思いますが、リレーや太鼓を

頑張っている姿を見て、子どもの成長を感じ、感動しました。これからもよろしくお願いしま

す。 

・コロナで面談などが中止になったのが残念です。園での活動を先生方からお話をお聞きしたか

ったです。 

・コロナ禍でも運動会や発表会スポーツ大会などを開催していただきありがとうございました。

それぞれのイベントで子供の成長を見ることができ、とても嬉しかったです。 

・コロナ禍の中、子ども達の気力体力が低下しないよう先生方の工夫や取り組みに本当に感謝し

ます。ありがとうございます。 

（その他） 

・私情をはさんでしまう部分があるので、担任の先生に直接口頭でお伝えしたいです。すいませ

ん。 

・特になし。…×3 意見 

・次年度もよろしくお願いします。 …×3 意見 

 

 

（回答） 

・「園だより等が HP や Twitter でも見れたら良い」という意見、ありがとうございます。園からのお

便りは、園児名や職員名等が載っており公開が難しいのですが、お便りの書き方を工夫する等、検

討致します。 

・園で行事等の DVD 販売はできませんのでご了承下さい。保護者会により可能と思われますので、次

年度の保護者会へ、提案致します。 

 

 

（ご挨拶） 

 利用者（保護者）の皆様からの励ましや感謝の意見、本当にありがとうございました。 

私達職員も新型コロナウイルスの影響により業務内容が増えたり、何とかしてお父さんお母さん

に頑張った姿を見せたいとの子ども達の気持ちを考え、行事が年度後半に集中してしまったりと、

苦しい状況でございました。そんな中、ほとんどの項目で「満足」「やや満足」だったこと、☆良か

った、嬉しかったことのコメントにより感激するとともに、感謝しております。 

利用者（保護者）の皆様も、新型コロナウイルスの影響による混乱もあり、園内の立入制限等で

園内の状況が見えない、行事等も中止や延期が多く、不安やご心配もあったと思います。 

このような状況で、1 年間、教育保育を進めてこれたのは、保護者の皆様や地域の皆様のご理解や

ご協力のおかげでございます。心より感謝申し上げます。 

今後も、より心を込めて職員一同、子ども達の教育保育に邁進していきます。 

 

令和 4 年 3 月 30 日        

前田こども園 園長 立津佳則 

 

 


