
令和３年度を

振り返りどう

でしたか？

保育者の姿

勢・言動は

どうでした

か？

コロナ禍の園の対応はどうでしたか？

今年度、０・１．２歳児のクラスにおいて、一人一人の対応を

大切にした保育に挑んできました。園内の環境設定について感

じられたことを教えてください。

その他、ご意見がありましたら、ご自由にお書きください。

やや満足 大変良い

やや満足 良い
難しい判断の中、対応していただけました。

ありがとうございます。
特に問題ありませんでした

やや満足 良い
換気をしていたり、外の遊具を消毒しているところを見かけた

ことがあり、しっかり対応していると思います。

午睡が決まっていなかったり、給食がこの月齢から形態が変わ

るっていうのではなく、個々の成長に合わせて切り替えること

ができたりするところは良いと思います。

普通 良い
色々な制限等があるなか、子供達の事を考えながら対応しても

らえたと思います。

自然環境、生き物、植物、農作物などと触れ合える環境がある

と良いと思います。(プランターで野菜を育てるとか季節の花を

植えるとか)自分達で当番で毎日水やりをするとか良いと思いま

す。

子供の成長には、他学年との交流は刺激になって良いと思いま

す。今後も縦割り保育的な事を取り入れていってほしいです。

満足 大変良い

コロナが続く中、ここまで陽性者がわずかしか出てこなかった

のは園での徹底した換気、消毒、手洗い等徹底して頂いたおか

げだと思います。

今は誰がコロナにかかってもおかしくない状況下でもありま

す。そんな中、迅速に対応、保護者が知りたい情報をコドモン

でマメに配信して頂き助かりました。

行事も運動会、発表会開催して頂き子供の成長した姿を見るこ

とができ、嬉しく思います。

残念ながら中止となってしまった行事でも動画配信があり子供

と一緒に見ることができ嬉しいです。

初めて我が子を社会の場へ出す。ということで不安は少なから

ずある中で毎日保育園へ楽しく行く子供を見て、先生方が一人

一人の個性を活かしながら集団生活に馴染めるよう楽しめるよ

う保育して下さっているのが伝わってきました。

また、先生方からすると当たり前、普通の事なのかもしれませ

んが朝登園すると「○○くん、○○ちゃん、おはよう」と名前

を呼んでもらえることは子供にとっても嬉しいなぁと思いま

す。

満足 大変良い

コロナウィルスの感染者数の判断の上で運動会やお遊戯会の開

催が決定された事、また3部制、家族の体温提出などで無事に行

われた事がとても良かったです。

（運動会やお遊戯会の姿が見たかったので無事に開催して頂い

たことに感謝してます）

初め0歳児クラス（入園時9ヶ月）から通わせる事は少し不安に

感じていましたが、実際に預けてみると毎日丁寧に園での生活

を教えて貰え、また写真で何をして過ごしているかも分かるの

で安心して預ける事が出来ました。

特にありません。

普通 良い コロナ禍の中、出来ることをしていただいたと思います。

みんな一緒、ではなく、興味を持ったことに挑戦させてもらえ

ているようで、大変ありがたいと思っています。そのおかげ

か、自分で出来ることもどんどん増えていて、成長を感じるこ

とが出来ています。

お家では体験させてあげられないので、季節の行事など行って

いただいていて、とてもありがたく感じています。今後とも、

よろしくお願いします。



満足 大変良い

中止となる行事もあり非常に残念でしたが、代わりに動画配信

があったり、出来る範囲の対応を行ってくださりとてもよかっ

たです。また休園になった際の先生たちの動画のプレゼントは

とても子どもが喜んでいました。

コドモンでの写真の配信、連絡帳にびっしりと今日の出来事が

記載されていて、毎日確認するのが楽しみでした。また担任の

先生以外の先生からも、今日こんなことあったんですよっと

いった話を聞く度に、一人一人のことをよくみているんだと感

じました。

　入学式してすぐは、こんな小さいうちから預けるのは可哀想

かなと思うこともありましたが、今ではお家でも先生や友達の

名前を呼んだり、また、園で聞いたことのある歌や絵本にはノ

リノリになる姿をみると、園に通わせてよかったと思います。

　コドモンの写真ですが、全員のせるのは難しいとは思います

が、自分の子が写ってない日は少し寂しいです。

　1年ありがとうございました。

満足 良い

休園じゃなく緊急保育にしてもらえたり、働く側としては助か

りました。

また、休園中も先生方が動画を送ってくれたりして子どもと一

緒に楽しめることができました！

本当に色々とありがとうございました！

みんなが寝る時間に寝なくて遊んでいても眠たくなるのを待っ

てくれたり、子どもに合わせてもらえて助かっています。いつ

もありがとうございます。

他所では人見知りがまだある娘が、園ではニコニコで離れる時

も泣いたことがないのはいつも先生方が笑顔で愛情持って接し

てくれているからだと思っています。

いつ見ても先生方が笑顔で安心して預けれています。

色々と大変な中本当にありがとうございます。

これからもよろしくお願いします！

満足 大変良い

やや満足 大変良い

色々と大変な中、園での様子が伝わる動画配信などの工夫や細

やかな連絡に安心して子どもを預けることができました。

感謝しています。

常に、先生方のきめ細やかな対応や、子どもたちを想う優しさ

を感じることができました。

一人ひとりをしっかりと見て対応してもらえることへの安心感

も感じます。

今年度はありがとうございました。

来年度も引き続きよろしくおねがいします。

満足 大変良い
イベントがなくなってしまったのは、残念でしたが動画配信で

子供たちの保育園での生活がみれたのでよかったです。

コロナ禍で園内感染がなく保育していただきありがとうござい

ました。

満足 大変良い
他の園がどうしてるのか知らないのでわからないですが、私は

いつもとてもいい対応をしてもらってるなと思います。

本当に一人一人の対応をしっかりしていてくれるなと感じま

す。

なんでもまずダメ！と言ったりしず一回はやらせてくれたり子

供の気持ちをくんでいつも対応してくれて感謝しかありませ

ん。

やや満足 大変良い
適切かつ保護者、園児のことをよく考えてくださった対応かと

思います。

子どもに寄り添って保育して頂いていたと思います。

冬に外へ行く際は、部屋が暖かい分寒暖差で冷えてしまうの

で、2歳児であれば靴下を履かせてあげてもよいのではないかな

とも思いますが、お忙しいなか大変かと思うので仕方がないと

も思います。

いつも大変お世話になっております。

コロナ禍で通常以上に気を遣い大変ななか、いつも笑顔で子ど

もを迎えてくださり感謝しております。

来年度もよろしくお願い致します。

やや満足 大変良い
先生方も大変な中2回目のコロナ発生時は登園させていただき非

常に助かりました。

園内は清潔で遊具もたくさんあり、保育士さんもたくさんいて

くださるので安心して預けられます。子供の数が多くても先生

方が細かな成長を気にとめてくださっていてとても嬉しいで

す。ただ保育士さんが少ない時にテレビなのは少し驚きまし

た。

あま市からの就労証明に加えて、ひかりこどもえんのタイミン

グで就労証明が必要なので何度も勤務先に同様の内容の証明を

貰わないといけないのが少し困ります。



満足 大変良い

前例のない中、臨機応変に対応していただけました。行事も感

染対策に配慮されたうえで開催されたこと、保育参観では動画

配信していただいたことなど、自粛続きの中で保護者も子ども

も楽しめたと思います。

子どもが先生に甘えに行く様子や、笑顔で過ごしているところ

を見て、先生たちはしっかり子どもに向き合ってくれているん

だろうなと感じました。今後もこの状態が続くように、職員数

は継続してもらえたらいいなと思います。

満足 大変良い なにも不便なかったです 冬の外遊びの時だけでも靴下がはけたらなと思いました

毎日楽しく保育園に通ってくれるのは担任していただいてる先

生のおかげだと思います。いつもありがとうございます。

 働く親としては安心して預けることが出来感謝の言葉以外見つ

かりません。

満足 大変良い

早い対応でわかりやすくて良かったと思う。

臨時休園のときの動画配信は、子供たちもよく見てくれて嬉し

かった(^^)

全体的に満足してます。

強いて挙げるなら、玄関床が冬場は冷たいです(>_<)
コロナで仕方ないですが、ハミガキ復活して欲しいです。

満足 大変良い 良い

保育園で先生を見つけたときに先生にとびついて行ったり家で

先生のお話をしてくれたりというのを見ていると保育園ですご

く可愛がって頂いていることを感じます。お友達と喧嘩してし

まったりすることも有りましたがその度にきちんと説明をして

貰えたり、怪我をしたときの対応や経過も事細かに説明して頂

き、安心して保育園に預けることができました。一人一人の先

生方が本当に気を配って保育をして頂けていると感じていま

す。ありがとうございます。

満足

メール対応がとても早くて安心しました。休園になってしまっ

た時に動画を送信して頂きとても助かりました。一緒に踊って

楽しみました。ありがとうございました。

クラスの先生も違うクラスの先生たちも園での生活を教えてく

れ先生みんなで保育して頂いていると感じられます。とても嬉

しいです。ありがとうございます。

満足 良い

子供達の事を考えて休園措置を早く対応して下さったり

行事においても時間をずらして頂いての開催と

配慮をして下さり大変嬉しく思いました。

嫌がらずに保育園に行きお迎えに行っても笑顔の事が多いのは

先生たちの日頃の対応が良いからだと思っており

心配にならずに仕事に行けてとても感謝しています。

いつもありがとうございます。

小さい子の集団生活なので怪我をするのも仕方がない事だと

思っておりますが

お迎えに行った際にお聞きしても

何度か何故怪我をしたのか分からないという時が

ありましたので

難しいかもしれないですが

どういう状況で何故怪我をしてしまったのか

もう少し気にして頂けると嬉しいなぁと

思った時がありました。

満足 大変良い よかったです。 環境が良い、先生たちとても優しい、安心してます。

やや満足 大変良い

数に限りのあるイベントごとが中止になってしまったことはと

ても残念でしたが、感染対策の観点からすれば妥当であったと

思います。

園児に陽性者が出てしまった時の対応は妥当であったと思う一

方、該当クラス以外の保育は再開していただきたかったです。

二度目の対応には大変満足しています。

とても良い保育をしていただいたと思っています。

実際に保育の現場を見ることはほぼ叶いませんでしたが、娘が

先生方を慕っている姿を見ると、とても良い保育をして頂いた

結果だと感じられます。

来年度も引き続きよろしくお願いいたします。



満足 大変良い
行事の際、保護者の人数など出席方法のアンケートを取って意

見を汲み取って下さったり良かったです。

天気の良い日は園庭で色々な遊びをして下さったり、雨の日は

園内のプレイルームなどで工夫して遊んで下さり、毎日その様

子をコドモンに送っていただけたので親としては大変嬉しかっ

たです。

母の日、父の日の作品や運動会、発表会の衣装もすごく可愛く

作って下さり、全部家で飾っています。

担任の先生も、担任ではない先生方も迎えの際に園での様子を

教えてくれたりとても安心出来ました。

先生方には感謝しかありません。

1年間ありがとうございました！

満足 大変良い

お遊戯会など参観が中止になってしまったのは残念でしたが、

正しいご判断であったと思います。代わりに動画配信をしてい

ただいたのがとても良かったです。

写真を見るたび楽しんでいる様子が伝わってくるので、たくさ

ん遊んでくださっているんだな、と感じられました。

迎えに行った際、担任の先生方が「今日は◯◯をしました！」

など１日の様子を話してくださるのが楽しみでした。また、担

任の先生だけでなく他のクラスの先生も、一人一人名前を呼ん

で挨拶してくださっていたのがとても印象的でした。ありがと

うございました。

満足 大変良い お忙しい中最善を尽くしていただいたと思ってます

お迎えの時に沢山の先生から子どもについてのお話をよくして

いただきます。その度に担任でなくても先生一人一人が子供た

ちをよくみていただいてるのだと凄く感じました

コロナで大変かとは思いますが、いつも先生方には感謝しかあ

りません。いつもありがとうございます。

先生方も無理はなさらずご自愛いただきますよう宜しくお願い

致します。

満足 大変良い 今回は休園にしないという、対応をして頂きありがたいです！

先生方がとても優しいです。いつも本当に感謝しています。す

こし遠くても通わせたい園です。

やや満足 良い コロナ禍でできる限りのご対応いただいたと思っております。 子どもが楽しく通えておりましたので大変感謝しています。

他の学年ですが、先生が子どもを呼び捨てで呼ぶ場面を何度か

見かけました。子ども達も呼び捨てで呼び合っていて、年少さ

ん以上はそのような方針なのか気になりました。

満足 大変良い

とてもいいと思います。

入園してから1人も出てなかったことに

感動しました。

人数が多いのにもかかわらず

一人一人に寄り添って下さってるのが

とても感じます。

いつも気にかけて下さり

本当に助かります。

親身になって聞いてくれたりして

涙が出るくらい嬉しかったです。

安心して預けることが出来るので

これからもよろしくお願いします。

満足 大変良い

給食

カルピスではなく牛乳を多く出して欲しいです。

満足 良い

いつも迅速な対応をしていただき保護者としては安心します。

コロナ禍はまだ続きそうですが、今後もよろしくお願いしま

す。

先生方がちゃんと1人1人の園児の名前を覚えていて、挨拶をさ

れてる姿をみると安心して預けられます。また子供が楽しそう

に園での出来事を話してくれるのでこちらも嬉しくなります。

息子も3歳になりできる事も増え、自分でなんでもやりたがる様

になりました。園での生活がとても大切なものだと感じていま

す。これからもよろしくお願いします。



満足 大変良い

コロナ禍で大変な中、先生方の色んな工夫で子供達に沢山の経

験をさせて下さったり、遠足にも連れてってくれてとても感謝

しています。

自粛ムードが終わらない中、参観日がなくなってしまう事は致

し方ないですが、そんな中でも保護者の事を考えて普段の姿を

動画で送ってくれたので、参観日以上にいつもの姿が見れて良

かったです??

また、陽性者が出た時にもコドモンにて逐一報告して下さった

事で、安心する事も出来ました。

2回目の陽性者が出た時は、その日のうちに対象クラスを教えて

頂けたことと、休園にならなかった事は、1回目よりも助かりま

した。ありがとうございました。

一人一人の対応を大切にして下さっている事は、この一年で沢

山感じました。

しま先生を始め、担任じゃない先生方もとても親身になって下

さったと感じています。どの先生も信頼できる先生方ばかりで

す。

いつもお世話になっております。先生方のお陰でこの一年、沢

山の事を園で吸収して成長してくれました。

悩んで相談した時も、担任の先生はとても親身になって相談に

のってくれました。忙しいのに時間を割いてくれてありがとう

ございます。コドモンでも事細かく園での様子を教えてくださ

りました。それで安心した事もあります。

また、担任じゃない先生方も子どもの特徴をよく知って下さっ

て、運動会の衣装を調節して下さった事は、ずっと忘れませ

ん。

この一年で沢山お世話になりました。またこれからもよろしく

お願いします。

満足 大変良い 良かったと思います。

満足 大変良い

感染対策が大変な中、行事等もできる限り開催していただき、

子供の成長を見ることができて感謝しています。

休園になってしまったときでも、動画配信をしていただいたの

がとても良かったです。

園での様子をいつも細かく教えていただいて、よく見てもらっ

てるなと思います。

やや満足 良い 詳細など細かく連絡頂けてよかったです。
アレルギーの事や園での過ごし方等、子供に合わせた考え方で

お話しして下さり大変助かりました。

満足 大変良い
運動会もお遊戯会も開催してくださりありがとうございまし

た。

ほぼ毎日くらいのペースでコメントも頂き、園での様子がよく

わかりとても有難かったです。

夜も年上の子達と触れ合えて良い刺激になっていると思いま

す。

普通 良い

迅速にご連絡くださったり、行事のやり方を工夫して下さった

り、全体的に満足いくものでしたが、やはり休園は避けて頂き

たいです。

個別に色々対応くださってることに非常に満足しています。

市と園の連携に疑問を感じることが多々ありました。園に非は

なく、基本的に怠慢で定型的なことしかしない発展性のない市

の対応に問題があると思っています。市に指摘すべきことなの

ですがこの場を借りて意見させていただきました。

本当に園に対する意見ではないです。そうであれば園にお伝え

すべきことではないのですが、、市のどこに申し立てすればよ

いか調べきれていないこともありここに書かせて頂きました、

申し訳ありません。



普通 良い

運動会やお遊戯会を３部制にすることで実現していただきあり

がとうございます。できれば保育参観も日毎にクラス単位等で

実施していただけると良かったです。

おままごとや絵本等のやりたい遊びが空間で区切られているこ

とで、各々のやりたい遊びがより集中して遊び込めているよう

に感じました。

購入した集合写真ですが、手さげの通園バッグに洗い物や持ち

帰りのタオルケットなどと一緒に入っていました。写真が曲

がってしまっていたり、よれてしまっていたこともあったの

で、手渡しやおたよりばさみに挟むなど工夫していただけると

良かったです。

満足 大変良い

【コロナ禍だから仕方ない】ではなく【コロナウイルス感染予

防によって与えられたその環境の中】で先生方がいかに子供た

ちが楽しく遊べるか、学べるかを考えてくださっていて有難

かったです。

また、発表会などの行事も先生方が色んな配慮をしてくださっ

たお陰で自分の目で見ることもでき、子どもの成長を感じら

れ、先生方には感謝しかありません。

初めてのこども園、母子共に最初は色々不安でしたが、担任を

してくださった先生をはじめ、娘に関わってくださった先生方

が娘のちょっとした変化にすぐ気付いてくださり声を掛けてく

れたり、娘の気持ちに寄り添ってくださっているなと感じてお

ります。

いつもありがとうございます。

コロナウイルスで大変な中、臨機応変に対応をしてくださり本

当にありがとうございます。

そして、いつも娘を笑顔で迎え入れてくださりありがとうござ

います。

色々お忙しいかと思いますが、先生方もご自愛ください。

満足 良い
予期せぬコロナ禍で判断が大変な中、緊急保育を設けて頂き有

難く感じます

いつもお世話になります

息子は2歳でオムツ卒業やステップアップの大変な時期ですが、

先生方の寄り添った対応での日々、有難く考えています。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します

やや満足 良い

先日も緊急保育にして頂いたのは助かりました。マスクも義務

にせず、自由に判断させてもらえているのも個人的には助かっ

てます。保育参観は難しかったと思いますが今後は極力やる方

向で調整して頂けると有難いです。

担任の先生がその日あったことを詳細に連絡帳に記載頂いたこ

とで様子がよくわかり嬉しかったです。ただ、お迎えの際に夜

帯の先生方にはその日や夕方の様子を聞くことがほとんどでき

なかったのが残念でした。

コロナ禍での入園からなので、参観日の経験がなく様子が分か

りづらかった部分も多く、残念に思っております。そんな中で

も運動会やお遊戯会をやって頂けたのはとても有り難かったで

す。たくさんの配慮や調整をありがとうございます。子どもに

対して愛を持って接してくださってる先生がたくさんいらっ

しゃると感じます。これからも宜しくお願い致します。

満足 良い

用事クラスの子達のマスク着用をするよう指導してもらいたい

なと思ってます。テレビでも3歳くらいの子からはマスクができ

るとやっていて、うちの子もマスク着用をしています。保護者

の協力が根底になると思いますが、園からの呼びかけももう少

しお願いしたいと思います。

外遊びも室内遊びも楽しんでます。おもちゃも充実していて、

喜んでいるので嬉しいなと思います。先生が毎日連絡帳を丁寧

に書いてくれていたので、園での様子もよくわかり、子供に声

かけできていたので助かりました！

たくさんの先生が園児の名前をちゃんと覚えてくれているので

嬉しく思います。これからも、よろしくお願いします。

やや満足 大変良い

保育参観がなかった為、担任の先生以外に何人の先生でどのよ

うな対応をしていただいているのかあまりわかりませんでし

た。

ただ毎日楽しく通っておりましたので、手厚く保育していただ

いていたのは感じられました。

満足 大変良い 対応が迅速で安心できた。 個性を大切にしてくださるので、とても感謝してます。

満足 大変良い



満足 大変良い

発生があった場合、速やかに連絡・対応頂け、職場への連絡も

しやすく、とても助かりました。夜遅い時間まで本当にありが

とうございます。お休み注意も、動画配信して頂き、先生に顔

が見れ、子どもは大喜びでした。

子どもの成長に合わせて、トイトレや箸の練習すすめて頂けて

いて、本当によく見て頂いてるなと思いました。担任の先生以

外も、よく気が付いたことを声掛け頂け、嬉しかったです。

コロナ禍、行事等もたくさんの工夫で、親子共々楽しませて頂

きました。本当にありがとうございます。

満足 良い

満足 大変良い
コドモンでのお知らせや状況も素早く対応してくださったので

良かったです。

送り迎え時にすれ違うと必ず名前を呼んでくださって挨拶して

くれるのでとても先生方が温かく安心して預ける事が出来ま

す。

満足 大変良い よかったです。

満足 大変良い
とても迅速で、丁寧な対応に感謝しております。

ありがとうございました。

皆さんとても良い先生ばかりで大変助けられました。ありがと

うございました。子供も優しく楽しい先生達がとても大好き

で、毎日喜んで園に通ってくれてます。ありがとうございま

す。もうすぐ園に通うのも終わってしまいますが、我が家には

とても有意義な時間でした。ありがとうございました。ひかり

こども園に通えて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

やや満足 大変良い

色々頑張って対策しながら、園での行事も頑張って頂きありが

とうございました。

幼児マスク推奨はもう少し早くてもよかったかもと思います。

普通 大変良い

子ども達へのマスクの着用についての、デメリットを優先的に

考えるべきだと思います。免疫の低下、言語や身体の発達の遅

れ、口呼吸になること他にもたくさんあります。

グランドで着用しながら走り回っている子ども達に胸を痛めま

す。

咳やくしゃみの症状がある方は必要と思います。

マスクの網目はウイルスを通過させます。

健康な人には必要もなければ、予防も出来ません。

大人も同じです。

マスクは1日に何回交換していますか？1日中着けているマスク

の内側にはどれだけの細菌がいると思いますか？

子ども達に、先生方の素顔で、素敵な笑った顔をみせてあげて

ください。

流される事なく、調べる事、考える事を止めないでください。

子ども達の未来のために、宜しくお願い致します。

満足 大変良い
コロナで園がお休みもありましたが今回は預かっていただける

こと大変ありがたく思いました！



やや不満 良い

行事事がほとんど中止になり残念でした。

世間と同じことをするのはとてもわかりますが、アンケート調

査などで意見を聞きながら決めていただけるともっと嬉しいで

す。

こどもんの連絡も細やかに様子を伝えてくれてとても楽しみに

していました。

大変ななか保護者のために考えて送って下さるんだなぁと思っ

ています。感謝しています。

普通 普通 もう少し色々と配慮していただきたかった よくわかりません

満足 大変良い

とても対応に苦慮される状況だったと思います。行事が全てで

きなかったのは残念ではありますが、子供たちのために代わり

の対応を一生懸命考えてくださって本当に感謝しています。

保育参観には行けませんでしたが、子供一人一人の発表をビデ

オにとってみせてもらえて嬉しかったです。

先生方がみな優しくて子供も私もひかりこども園が大好きで

す。これからもがんばってください。

普通 良い

やや不満 良い
幼児クラスはマスクを徹底するなどの対応でも良かったのかな

と思います。

コロナ禍で、直接円の様子が見れる機会が少なくて残念でした

が、動画配信などで配慮してくださりありがとうございまし

た。

満足 良い

満足 大変良い 良いでした。

やや満足 良い

プール参観が２年連続なくて、子どもがどれくらい泳げるよう

になったのか全然わからないのが残念だった。

年度始めの500円徴収について。

絵の具の補充をしてもらうまでにすごく時間がかかった。『お

友だちに借りて』と何度も言われた。500円払ったので、気持ち

よく補充してもらいたかった。そもそも個人で使い方は全然違

うと思うので、一律500円徴収はおかしいと思う。

やや満足 大変良い

行事など、ギリギリまで中止の決定をせずに、できる限り決行

しようとして下さったその気持ちがとても嬉しかったです。

参観は蔓延防止対策とかが出てしまって、中止にはなってしま

いましたが、運動会とお遊戯会に参加できたことにとても感謝

しています。

本当にありがとうございました。

いつも子供たちだけではなく、保護者にとっても最良の策を考

えて下さっていることに感謝しています。

本当にありがとうございます。

やや満足 良い
感染者が出ても広がらなかったのでしっかりやっていただけて

ると思います。

コロナ禍で大変な中、出来る対応はしっかりしていただけたと

思います。小さい子も多いですしコロナだからと理解できるわ

けでもないですし、先生たちのおかげで子どもたちがが楽しく

過ごせていました。ありがとうございました。



満足 大変良い

2度連続して休園になった時、あーまた休まなきゃなんだな、と

思っていましたが、抗原検査をして陰性であれば保育をすると

決定していただきとても助かりました。

その決定が正しいのかどうか、その辺りの常識は分かりません

が、私は普段の生活通りできることに感謝しました。

園内がまず色々な色で造られていたり綺麗な色彩の絵画が飾ら

れています。小さな子は色彩豊かな視界を見せたいと思ってい

ます。まずは施設から子供向けに飾られています。

担任の先生以外の先生から今日はこんなことがあって、と子供

のことを教えてくれました。子供の口からも担任以外の先生の

話しが出ることもあり、説明が達者でない子供からまずは名前

が出ること自体、子供に向き合ってくださっているな、と感じ

ました。

普通 普通

判断のタイミングは難しいとは思いますが、遠足等が予定通り

に行われなかった事、とても残念でした。

行事には、保護者2名参加出来た事は大変有り難く思います。

やや満足 良い

そら組の子供たちにとっては行事が減ってしまい、最後の園生

活の思い出が例年の子達に比べて少なく残念に思う。しかし、

感染対策等は良かったと思う。また、コドモンを通してコロナ

陽性者が出た時の対応が早く、安心できるものがあった。

満足 大変良い

参観がなくなってしまったのはとても残念でしたが、出来る限

りの事をして頂けたと思っております。

運動会やお遊戯会では、コロナ前は前が見えないほど混んでい

ましたが、時間別にして頂いたお陰で確実に動画や写真を撮れ

たので今後も続けて欲しいです。

通常保育の時、横に3人並んで絵の具や粘土をしている写真を拝

見して、隣の子と腕が当たって狭くはないかな？と思いまし

た。

実際見たわけでなく、あくまで写真を見た感じです。

普通 良い
適切な対応で、保護者の意見も聞いてくださり、行事もできる

範囲でしていただき感謝しています。

満足 大変良い

迅速な対応でしたし、なるべく休園にならない方向で考えてく

ださってありがたかったです。

行事がなくなったのは残念でしたが、運動会、お遊戯会はでき

たのでよかったです。

夕方、入口の消毒液がないことがよくあるので、もう一個くら

い近くに置いてあると良いかなと思います。

体温計がいつも35度台で低く出てしまうのでいつも警告音が

鳴ってしまいます…

いつも先生方は神対応だなと思っています。

ありがとうございます

来年度は上の子も含めて今まで受け持っていただいた先生方の

異動が多くて残念です。



満足 大変良い

まず園児の安全を第一に、そして保護者の事情も汲み取ってい

ただいた対応の数々には感謝しかありません。

いろいろな考えの保護者の方がいらっしゃるので、園では対応

に苦慮されたことと思います。この社会状況なので、これまで

通りの生活を望むのは無理です。その限られた中でも、大切に

するべきことを見定めて対応していただいているので安心して

おります。また、対応の流れを丁寧に説明していただけたこと

もありがたく感じました。

まだまだ我慢が続くと思いますので、園と保護者が二人三脚で

この状況を乗り切れるように努力したいです。

直接目にしていないので、どのような環境設定のことか判断で

きません。申し訳ありませんが回答は控えます。

常にたくさんの先生が園児と一緒にいてくださることがすばら

しいと感じています。どの先生も細やかに声をかけてくださっ

たり、怪我の手当や連絡をしてくださったりと、安心して園に

送り出せる毎日でした。

ひかりこども園のあたたかい雰囲気が今後も続いていくことを

願っています。

本当にお忙しい一年だったと思います。先生方、子ども達のた

めにありがとうございました。

やや満足 良い

色々考えてやってくださっていると思います。

小さい子相手に大変だと思いますがこれからもよろしくお願い

します。

普段迎えに行く時間が課外授業の送迎と被るため、車停めると

ころを探すのが大変な時があります。場所も限られるので難し

いと思いますが何か考えて頂けるとありがたいです。

やや満足 大変良い

やや満足 大変良い

子供が毎日楽しく過ごせていることに感謝してます。細かいと

ころにも気づいてくださる担任の先生、園にいる先生たちが子

供たち一人一人とたくさん関わってくださっていることで安心

してお任せできます。いつもありがとうございます。

満足 良い

今は誰がなっていてもおかしくない状況で、陽性者が出た時も

保護者の仕事の事を考え、緊急保育を行ったりして良かったと

思う。

普通 良い
コロナ禍のなか、出来る限りの対応をしていただけたと思いま

す。

家ではなかなか経験させてあげられないような、行事や季節ご

との雰囲気を味わってもらえて、大変助かっています。また、

大きな怪我なく、怪我してしまっても報告していただけている

ので、安心して預けることができていると思います。

コロナ禍で行事等が中止や縮小となってしまっているので、動

画配信などで、園での様子を見ることが出来て、よかったと思

います。

普通 普通

やや満足 大変良い

この状況の中、いつも笑顔で子供や保護者にも接してもらい、

どれだけ不安を和らげてもらったか分からないくらいです！園

の精いっぱいの対応に感謝してます。ありがとうございまし

た。

やや満足 大変良い

色々頑張って対策しながら、園での行事も頑張って頂きありが

とうございました。

幼児マスク推奨はもう少し早くてもよかったかもと思います。



普通 大変良い

行事がなく直接見る機会がなかったですが、毎日先生から、子

供の様子を教えて頂きとても嬉しく思っていました。

先生とのコミュニケーションも取れて安心して預けさせて頂く

ことができました。

満足 大変良い

満足 大変良い コロナに対しての対策がとられいると思います。 コロナ禍で大変だと思いますが、今後も頑張ってください。

満足 大変良い 良いでした。

満足 大変良い 良かったです。

満足 大変良い

コロナ禍にもかかわらず、お遊戯会や運動会を開催していただ

けたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。

普段とは違う子供の表情を見て、成長を感じ胸がいっぱいにな

りました。

また、動画配信や日々の写真で、子どもたちの生き生きとした

表情を見せてもらえて、ありがたかったです。

ありがとうございました。

いつも清潔で、先生方の日々のご尽力の賜物だな、と感じてお

ります。いつもありがとうございます。

いつ園に行ってもたくさんの先生がにこやかに、「〇〇ちゃ

ん」と名前で呼んでくれて、すごいなぁ、と感動しています。

満足 大変良い

やや満足 大変良い

前回娘たちが濃厚接触者となったときに、

抗原検査ペンを頂いて検査できたので助かりました。

ありがとうございました。

満足 大変良い 適切だと感じております。

満足 大変良い

コロナで大変な中、本当にありがとうございました。

運動会やお遊戯会も開催してくださり感謝しております。

まだまだこの状況は続くと思いますが、来年もよろしくお願い

いたします。

何かお手伝いできることがありましたらいつでも仰ってくださ

い。

休園の時は、ご丁寧なお電話や楽しい動画をありがとうござい

ました。

子供もとても嬉しそうでした。

先生方もご自愛くださいませ。

いつもお忙しい中ありがとうございます。

何かあると、些細なことでも先生からすぐに報告をしてくださ

るので安心しております。

来年度も先生方と子供達にとって健康で楽しい１年になります

ように。

今後ともよろしくお願いいたします。

やや満足 大変良い

三密にならない様にメイン行事に対応していただきありがとう

ございました。

動画配信にて園の様子が分かり良かった。

満足 大変良い 良いと思う。

この一年で子供の成長が分かってとても良かったです。

動画の配信もよく撮れてました。

遠足やメリオット体操とても喜んでいました。



満足 大変良い

ドアの付近や窓などいたるところを先生方がこまめに消毒して

頂いている姿がよく見られ、とても気を使ってくださっている

と感じました。

陽性者が出た際も迅速な対応をして頂いていると思います。

個人差が大きい年の子達なので、それぞれに合った指導をのび

のびしてくださっていると感じました。

先生方におかれましてもコロナ禍等初めてのことが多い年だと

思いますが、都度しっかり対応していただき、とても感謝して

おります。今年度も残り少なくなりましたが、次年度こそコロ

ナを乗り越えてみんなでマスクなしで笑顔を見せ合えると良い

なと思います。

またよろしくお願いいたします。

普通 良い

満足 大変良い 良かったと思います。

やや満足 大変良い

厳しい状況の中で日常の保育や行事など出来る限りのことをし

ていただき感謝しております。

お陰で子どもたちはコロナ禍でも不安になることもなくいつも

と変わらぬ笑顔で通園することができました。

やや満足 大変良い

いつも消毒や掃除をしていてくれてので、そこまで不安にはな

りませんでした。

休園中も先生方の動画を見て子供達も喜んでいました。

来年はプール参観だけはしてみたいです!

コドモンでも連絡や、お迎えの時に先生から子供の様子を聞く

ことでとても安心して預けることができました。ちゃんとみて

いてくれているのは伝わってきました。ありがとうございま

す。

コロナ禍の中で先生方も感染の不安にさらされ大変だったと思

いますがスキンシップも変わらずとってくださり子供達も安心

して楽しく通うことができていて大変感謝しています。

ただ…〇〇先生は異動してほしくなかったです…

普通 良い 妥当かと思います

やや満足 大変良い
大変お忙しい中、臨機応変にご対応くださりありがとうござい

ました！

コロナ渦ということもあり、乳児クラスの様子は全くわかりま

せん。ごめんなさい。

今年度も大変お世話になりました。来年度は色々な行事がコロ

ナに邪魔されることなく決行できることを切に願っておりま

す。最後に餅をつきたいです（ ; ; ）

どうぞ宜しくお願いします。

普通 大変良い

翌月の予定が月末にしかわからないのは、会社の勤務希望を提

出するのにとても困りました。

中止になる分には残念に思うだけで困らないのですが、シフト

が決まってから休みを取る形になる為職場に迷惑が掛かるの

で。

お迎えに行った時など、楽しそうに遊んでいる姿を見て安心し

ました。

すくすくのお便り帳などを入れる棚を開けるつまみが出にくい

のでいつも苦労していました。

満足 良い

運動会、お遊戯会の大きいイベントを開催して下さりありがた

かったです。

ありがとうございました。

やや満足 良い
とてもよく対応して頂いたと思います。

運動会やお遊戯会は開催して頂いてうれしかったです。
特にありません。

運動会のDVDの撮影に偏りがあったように思ったので、満遍な

くみんなが写っているといいなと思いました。

来年度もコロナ禍でなかなか難しいと思いますが、宜しくお願

いします。

満足 大変良い



満足 大変良い

コロナ禍で通常の保育や行事を行うことが難しい中、工夫して

さまざまな行事を実施してくださり、とても感謝しています。

また、陽性者が出た今回の対応は、保護者側の事情も配慮し緊

急保育をしていただき、とても助かりました。

さまざまな先生方が、子どもをよく見てくれていることをとて

も感じていました。送迎の際にいろいろな先生から子どもの園

での様子を聞けるのが楽しみの一つになっています。

るくみーが高いなぁと思うことがよくあります。

泣く泣く厳選して注文しています。

満足 大変良い 適切な対応だったと思います。

やや満足 良い

参観日など実施できず残念な場面が多々ありましたが、先生方

の動画配信といった心のこもった対応には感心しました。運動

会やお遊戯会のクラス分割実施は混雑も避けられ今後も取り入

れるべきだと思います。

普段から子どもたちの水分補給に気を配って頂き、風邪で休む

こともありませんでした。これからも宜しくお願いします。

普通 大変良い

行事の中止や縮小、休園は仕方の無い事だと思っています。

その中で工夫して開催していただく行事があったり、写真や動

画の配信は日頃の様子が良く分かり、有り難かったです。

園内での感染予防は大変難しい事かと思いますが、可能な限り

の対策を行って頂いたと思っています。

幼児クラスでも一人一人の対応を大切にした保育を与えていた

だいたと感じています。現状で満足しています。

長く窮屈なコロナ禍での一年ではありましたが、そんな大変な

状況の中、いつも先生方には温かく見守っていただき感謝して

います。

おかげさまでまた一年でぐっと、成長した姿を見ることが出来

ました。

ありがとうございました！！！

満足 大変良い

コロナ禍とは感じさせない、以前と変わらない接し方をして頂

き、子供達がのびのびと過ごせる環境を作って頂いていると感

じるので、ありがたく思っております。

感染者が出た際も、その都度細かい情報を連絡頂けるのは良

かったです。

満足 良い

よかったと思う。ただ休園になる期間は周りより長い気がし

た。万全を期すのはいいと思うけど、周りの保育園や小学校の

動向を見てもいいのかなと思っていた。前回の時はです。

今回緊急保育にしていただいたのは、助かりました。

コロナのせいで進級式がないので、正直担任以外の先生はほと

んど名前も知らない。正社員の先生ですらほとんど分からない

です。そのまま進級するから2年目3年目の正社員の先生も担任

を受け持たなければ名前は知らない。去年もいたなくらいの感

覚。

遅お迎えの時に見てくれている先生は、新しいなと思う先生は

挨拶がない。感じ悪いなと思っています。目があっても子供と

親が結びつかないからか、誰の親かも尋ねにも来ない。座って

る。分かる先生をアテにしている感じです。

担任を持ってくれた先生にはほんとに感謝しています。子供を

よく見ていてくれているなと思います。

それが園全体に広がればいいなと思います。



満足 大変良い

子供のマスクは、呼吸器系や様々な発達への問題があり、マス

ク無しで過ごせたのが母としてはとても安心でした。

コロナで様々な選択と決断の連続で

消毒や色んな手間が増えただろうなー。と

先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

休園のときも動画配信してくださったり

とても温かい気持ちになりました。

冬場の体育館がとても床が冷たくて、

換気のため扉も少し空いていて、

先生の中には集めの上着を着ている方もいて

そんななか、

園児たちは裸足に普通の服で遊んでいたので寒そうだと感じる

日がありました。

ほかはとても色んな活動をしていただき感謝です！

ありがとうございます！

満足 大変良い

何も問題なかったと思います。保育園でのコロナ対応はとても

難しかったと思いますが、最大限の努力をしながら保育してい

ただいたと感じており、先生たちにはとても感謝しています。

今年度もコロナ禍となり、行事もいろいろ大変だったと思いま

すが、運動会やお遊戯会は今後も3部制など、時間を区切って実

施していただけると観覧しやすくて良いと思いました。

満足 大変良い
たくさんの制約があるなか、子どもたちにいろいろな経験をさ

せていただきありがとうございました。

今年度もコロナ禍が続くことと思いますが、こどもえん最後の

年でもあるので、子どもたちの園での様子を少しでもみること

ができると嬉しいです。

やや満足 良い
この大変な世の中に合わせてお忙しい業務の中で精一杯対応し

ていただいたことに感謝しております。

こちら側としましても凄くその対応をしようとしてくださる先

生・園の気持ちが伝わってきて、実際にも対応してくださって

感謝しております。

また、4月からも引き続きお世話になります。

よろしくお願いします。

満足 大変良い

満足 大変良い

行事については、子どもにとっても保護者にとっても、その時

にしか出来ない特別なものであり、その思いを汲み取って下さ

り出来るだけの対処や対応をして実現して頂けたことに、とて

も感謝しています。

大人に促されて行動するばかりでなく、自分が今したいことを

思う存分に満たして認めてもらうという経験をする事は、日々

時間に追われて過ごす現代の家庭でもなかなか出来ていない部

分だと思います。保護者としては、そのような温かい視点を大

切にして下さることはとても嬉しく思っています。

保育士としては、集団生活を送る以上、自由にやらせてやりた

い反面、メリハリを持って皆で行動しなければならない場面も

多々あるため、それをバランス良く育んでいくこと(結果として

自分でしたいと思ってもらえるように大人が促す)の難しさを感

じます。上手く出来るように頑張っていきたいです。

娘は4月の入園当初、1歳半を過ぎていても手を離しての一人歩

きを怖がって出来ず、リトミックも秋頃まで毎回大泣きで、た

くさんの先生方にご面倒をおかけしました。

しかし、その時々の娘の様子に寄り添って下さったお陰様で

で、ゆっくりですが確実に克服、成長できた1年でした。

娘は保育園に行くことを言うと、毎朝とても喜びます。長くな

りましたが、これからも親子共々どうぞよろしくお願いいたし

ます。

やや満足 良い
休みの日もあるので、もう少しお値段がお安いとありがたいと

思います。

満足 大変良い
HIYOKOで週2回ですが、お迎えの際に園での様子を聞いて、

しっかり見てくださっているんだなと感じました。

いつもありがとうございます。出来ることや食べられるものが

増えたり、成長を感じる毎日です。保育園がない日も行きたが

り、通わせて良かったなと思っています。来年度もよろしくお

願いします。

満足 良い 消毒作業など、しっかりやっていただけて安心だった。 先生方が親切に対応してくださり、感謝しております。



満足 大変良い
コロナ禍での保育、大変お疲れ様でした。

迅速に連絡を回して頂けましたし、良かったと思います。

とても良かったです。

家庭だけではきっと見ることの出来なかった成長した姿を見る

ことが出来ました。

優しく、細やかに見ていただいて本当に感謝しています。あり

がとうございました。


