令和４年度
（前期）を振
り返りどうで
したか？

保育者の姿

キャンプにつ

勢・言動はど

いて（年長児

うでしたか？

のみ）

大変良い

大変良い

大変良い

大変良い

大変良い

大変良い

良い

良い

大変良い

大変良い

コロナ禍の園対応はどうですか？（運動会・キャ 園内の環境設定について感じられたことを教えて
ンプ・遠足等）

とても良かったです。コロナではなくても、今後
も三部制などを続けていただきたいです。

ください。

特にないです

その他、ご意見がありましたら、ご自由にお書きください。

特にないです

少人数制で行って頂き安心出来ました。
いつも暑すぎず寒すぎず過ごしやすいと思ってい

良い

良い

適切と感じます。運動会は今後も3部制でいいと

ます。子どもたちが届かない位置の施錠もちゃん

思います。

とされており、普段から気をつけて様々な対策を
されているのだなと感じます。
コロナ対策の発熱後24時間はそろそろ緩和していただけると

運動会とても良い思い出になりました。コロナ以
良い

良い

助かります。

前の運動会を知らないので何とも言えませんが、
来年はもう少し競技や種目が増えると嬉しいで

延長保育の時間だとなかなか園での様子を聞けないことが多

す。

いのでもう少し様子がわかると嬉しいなと思ってます。
いつも園内が綺麗で、息子の服もご飯や外遊びの

大変良い

大変良い

度に着替えさせてくださり、いつも清潔な状態に
保てて貰っていると感じます。

保育園での砂遊びや製作など、いつも様々な経験をさせてい
ただきありがとうございます。運動会の衣装も手作りでとっ
ても可愛かったです。ひかりこどもえんに入園して良かった
と思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

通常の園の運営の中、さらにコロナ対策はとても
大変良い

大変良い

努力していただいていると思います。２歳の子ど
もに手洗いや手指消毒を習慣として根づかせても

良い環境で保育していただけていると思います。

玄関の登園退園のシステムのところが度々不具合があるので
改善いただけたら幸いです。

らえて、とてもありがたくおもいます。
土曜保育の利用者がいないとのことで
前年度から利用を遠慮してますが
普通

大変良い

土曜日も仕事があるので
上の子達に見てもらっている状態です。
土曜保育の利用をしやすくして頂きたいです。

いつもたくさんありがとうございます！
運動会でも踊りの振り付けから衣装までとっても素晴らし
く、お忙しい中このような運動会にしてくださり本当に感謝
です。
先生方のおかげで子どもたちも楽しく園に通わせていただい
ております。
ひかりこどもえんさんにして本当によかったです。感謝しか

運動会では、3部に分かれて観覧席や撮影席と分

ありません。

けて入れ替えをしていただけて感染防止に努めて
大変良い

くださり感謝です！

大変良い

のびのびと楽しく過ごせることのできる園だと思

分けてくださることで感染対策かつ保護者側も自 います！家族で大好きな園です！
分の子どもの成長をしっかりと見て感じることが

とってもお忙しいかと思いますので、出来たら、、、で良い
のですが、運動会などの行事、節目にフォトスポット等があ
ると大好きな先生とお写真が撮る機会ができて嬉しい
な、、、と。もちろん縁があって同じ園に通っているお友達

出来たのでとってもありがたい限りです。

ともお写真が撮れたら良い思い出になるかな、、と。日頃の
生活では慌ただしく過ぎてしまうため、節目にそのような機
会が少しあると嬉しいなと思いました。ただ、忙しいプログ
ラムの中、限られた人数の先生方ではありますので、出来た
ら、、、で大丈夫です。
いつも本当にありがとうございます。
先生方に脱帽です。

良い

大変良い

大変良い

大変良い

大変だとは思いますが、これからもよろしくお願
いします。

とても綺麗だと思います。
安全に整えられていたと思います。
室温が適切に調整されていると思います。

良い

良い

色々と考えご対応頂いていたと思います。

何度かアナウンスされていましたが、お迎えに行 もその日の出来事など声をかけて頂き、みんなで子どもたち
く際何度も門の鍵が上下どちらかしかされていな を見守って下さっているなと思います。これからもよろしく
いことが現在も見受けられます。

良い

良い

大変良い

いつも笑顔で接して頂き感謝しております。担任以外の先生

お願いいたします。

子どもたちのために一生懸命考えてくださり、と
ても満足しています。
コロナ対策が大変な中、行事を行って頂き嬉しく
思います。

大変良い

大変良い

今年のそら組のお子さんから園での1泊キャンプ
が楽しかったと聞きました。

毎週コドモンで送って頂ける写真に写っていない事が多く、
我が子は何をしているのだろうと気になっています。

親子共々楽しみにしています。
大変良い

良い

良い

良い

良い

良い

引き続き感染対策をしながらイベントを続けてい
ただいてよかったです…

今日の運動会を開催していただき本当にありがとうございま
した。こどもも「楽しかった～」と笑顔です。
暑い中本当におつかれさまでした。

コロナ禍にもかかわらず、子どもたちに色々な経
験をさせていただけて、感謝の気持ちでいっぱい
です。
大変良い

大変良い

本日の運動会も、子どもたちが年々レベルアップ
しているのを感じることができ、感動しました。
先生方の日頃の努力の賜物だと思います。
いつも笑顔で丁寧にご指導してくださって、あり
がとうございます。

大変良い

大変良い

良い

良い

良い

良い

対策されており、安心して預けています。

明るく、落ち着く雰囲気がある。

分散されていて、密になることなくよかったで

お迎えの時間には、常に大勢の先生方が居られる

す。

ので目が行き届いてるように感じます。

先生たちも明るく笑顔で子供を迎えてくださるので満足して
います。

運動会は３部制になり親子競技がなくなって寂し
いものもあるが、場所取りなどで朝からバタバタ
する必要がなくゆっくり登園してもいい席でか
けっこ等見られるのは良いと思います。コロナが
収束してもこのまま３部制の方が親としてはあり 登園、降園の際に手の消毒をさせて頂くのですが
大変良い

大変良い

がたい。

たまに置いてない時があります。なるべく周りの

遠足はコロナで室内は厳しいかもしれないが公園 ものに触らないようにICカードをしますが、常設
などはそんなに変わることなく出来ていると思う していただけると助かります。
のでこのまま現状維持で良いと思います。
コロナ陽性者が出て保育園としても休園するかど
うか悩む中で保育を続けてくださってとても感謝
しています。
うんどうかいのうた、ひかりこどもえんのうたの練習動画を

良い

大変良い

公開して頂いてありがとうございました。楽しそうに踊って
いる娘を見られて良かったです。
いつもあたたかく保育してくださりありがとうございます。
お迎えの時間は玄関の上も下も砂が多くて少し気 毎日安心して預けられます。

大変良い

大変良い

運動会では同居の兄弟児も入れたのは良かったで
す。

になります。子どもの足の裏や私の靴下が砂だら 本日の運動会はとても可愛い衣装で感激しました！先生方の
けになってることがあります。

愛を感じます。

でもみんなお外やお砂場に行くので仕方ないかな 初めての運動会、お遊戯中はずっと抱っこしてもらってまし
とは思っています。

たが、いい思い出になりました。先生方も本当にお疲れ様で
した。ありがとうございました。

運動会での3部制について、
暑さもあるので、滞在時間が短くなっている点が
大変良い

大変良い

良いと思います。
保護者の人数制限(2名まで)も人が多すぎず見やす
いので、良いと思います。

大変良い

玄関でのカブトムシやメダカの飼育について、
家では飼育しておらず、なかなか見る機会がない
ので置いていただいて良かったです。ほとんど毎
日見ています。

できる限りの対応をして頂き、感謝してます。

大変良い

今後も、沢山のイベントを楽しみにしてます。
カブトムシ、メダカと主に降園する際の短い時間
可能な限りの対策をしつつ、無くすことはせず実 だけでも、毎日生き物を見られることを娘はとて

大変良い

大変良い

施をして頂けて、保護者としてとても嬉しく思っ も楽しみにしているため、有難いなと思っていま
ています。

す。手入れ等大変だと思いますが、そのような機
会を考えて下さって嬉しく思います。

普通

大変良い

大変良い

大変良い

普通

普通

大変良い

大変良い

大変良い

大変良い

大変良い

大変良い

制限されてる中、少しでも行事を行おうとしてく

いつも子供たちの事を考えて頂き

れてるのが伝わってきて、ありがたく思います。

ありがとうございます！

運動会は、3部制でそれほど密にならず、こども

いつも清潔に保たれていて、こどもが気持ちよく

の姿もしっかり見れて良かったです。

生活できるので良いと思います。

コロナで園キャンプになってしまいましたが、先
生方が色々な楽しい工夫をして下さって、子供に メダカやカブトムシ、カメなど自然の生き物を身
大変良い

大変良い

大変良い

とっても心に残る良い思い出になったと思いま

近に感じれるのはとても良いなと思いました。

す。

危険な箇所などあるとすぐに対処してくれてる様

いつも先生方の接し方や対応がとても良いなと感じます。

「楽しかった～」と帰ってきた事が親にとっても に感じます。
嬉しかったです。
感染対策を徹底していて良いと思います。
良い

良い

感染者が出た時の対応と判断が素早く、安心して
います。

日陰が少ないので、運動会などの行事には一時的
にでも日よけを設置できたら良いと思います。

コロナも、中々終息しないなか、今年度は保育参
観も実施していただき、久しぶりに保育の姿を見
大変良い

大変良い

ることができよかったです。可能な限りイベント
もしていただき、子供達に沢山の経験をさせてく
ださりありがとうございます。
運動会やお遊戯会等はこれからも3部制にしてい

良い

良い

ただけると、混雑や場所取りで困ることなく、撮
影もしやすいので良いと思います。

子供の成長を目の当たりにして胸が熱くなりました。
いつもありがとうございます。静岡のバスの事故に関しまし

特にございません。良い環境だと思っておりま
す。

ても今後の対応をお伝えいただき、安心しております。今後
も、コロナ禍で大変だとは思いますが、できる限り子供達に
コロナ前と変わらない日常を提供していっていただきたいと
思います。これからも宜しくお願いします。

最近、朝の先生から担任の先生への伝言やお願い
などが伝わっていなかったり、お願いしたお返事
良い

お忙しい中とても、頑張って頂きありがとうござ が遅かったりすることが何度かあります。

良い

いました。

お忙しい中引き継ぎなどもあるかと思いますが、
ノートにするなどして、確実に引き継げるように
するなど、対策をしていただきたいです。

大変良い

これからも大変だと思いますがよろしくお願いし

大変良い

ます。
バス内に取り残される事件は本当にやりきれない

良い

コロナ禍にも関わらずいろいろ開催していただき 悲しい事故なので、スイミングのバスなど心配し

普通

有り難いです。

ていたので、改めての対応文を出していただき有
難うございます。

限られた中で、行事を諦めることなく、少しでも 教室もトイレも清潔そうで、見学に行った際も換
良い

大変良い

経験できるように対応していただいたことに感謝 気がされており、清掃が行き届いていて清潔にさ
しかありません。

良い

良い

大変良い

大変良い

運動会でした。衣装も豪華で大満足でした。ありがとうござ

く思っています。

実施して頂き、とても有り難く思っています。い
つも、ありがとうございます。

大変良い

家族で楽しみにしていた運動会でしたが、見応えの有る良い

コロナ禍でもイベント毎を行って下さって有り難

コロナ禍、たくさんの配慮や対策をとり、行事を
大変良い

れていると感じました。

大変良い

いました。
子どもたちがマンネリしないよう、幼児の朝遊び
にテラスに出られるようにして下さったり、砂場
に玩具の石を埋めて下さったりと細かい工夫に息
子は喜んでます。

最近、息子が登園しぶりをするのですが、どの先生も日頃か
ら息子とコミュニケーションをとって下さっているようで、
朝やさしく対応頂けて助かってます。

設備、先生達の人数もしっかりしている。
運動会の開会式が見たいとリクエストした覚えがあるのです
が、今年実現してとても嬉しかったです。開会式のクラス目
標の宣言もリレー、障害物走、お遊戯、バトンを毎日毎日頑
先生方がこの状況下でも最大限まで楽しめる方法

大変良い

大変良い

大変良い

を考えてくださっているんだなと、強く伝わって
おります。

張ってきたのはこの為だよ、と子供たちにしっかり伝わった
6年間通って改めて子供にとっては安全で楽しく

と思います。お遊戯入場が前年までと変わって、整列してか

過ごしやすい環境だったなと思っております。

ら先生たちが「今日で最後だね」「がんばろう！」と声をか
け、子供たちがまっすぐな眼差しで答えている姿に感動しま
した。運動会までの先生と子供達の毎日の努力を垣間見るこ
とができました。感謝しかありません。ありがとうございま
した！

大変良い

大変良い

夕方延長時間でのお迎えの際、親の姿が見えて気付いていて
も出てきてくれない先生が数名います。
親に引き渡す先生は担任を持ってる先生か、○○先生か、〇
〇先生って決まってるんですか？決まってるなら気付いた時
大変良い

良い

大変良い

大変な中子供達のことを考え、出来る範囲で色々 小さい子供がたくさんいる中で、キレイに保たれ 点でその先生達が気付いてなければ知らせる等動いて欲しい
経験させていただき、ほんとに嬉しく思います。 ていると思います。

です。誰の親か分からないならせめて名札を見に来るとか。
現状、引き渡せる先生がこちらに気付くまでドアをノックし
たり子供にこちらがアピールしたり…そこだけはずっとこの
対応は何なんだろうと思っています。
改善されるといいなと思います。
運動会ではクオリティーの高さとひとりひとりに合った心の

大変良い

大変良い

体調、時間管理がしっかりなされており

こもった衣装に感動しました！！

流れがスムーズで初めての参加でしたが戸惑うこ

どの先生も子供、親のことを認識してくださってアットホー

ともなく、ただただ運動会を楽しめました！！

ムで、第二のお家のようで安心して出勤できています！！い
つもありがとうございます！！

いつも子供たち、保護者のことを最優先に考えて
くださり感謝しております。
運動会も3部制で混雑することもなく安心して観
覧させていただいております。
今年の運動会も素晴らしくて感動いたしまし
た！！衣装や演技、センス抜群です。
先生方が運動会が近くなると、ミシンをされてい
て、何かお手伝いできたらなぁ、なんて思いまし
た。
大変良い

大変良い

大変良い

キャンプも本当に楽しいことが盛りだくさんで、 いつも清潔な園内でありがとうございます。
息子はもう一度やりたい！楽しくて最高♪と申し
ておりました。
そらさんの保護者の方達とお話をしましたが、園
内だと親子で楽しめて子供の楽しんでいる様子も
見ることができるから嬉しいと、みんな笑顔の絶
えない素晴らしいキャンプだったと思います。
コロナ禍で大変な中、開催してくださり先生方に
は感謝の気持ちでいっぱいです！！
ありがとうございました。

大変良い

大変良い

しっかり対応していると思います。

大変良いと思います

運動会の三部制は密にならず快適で、今後は継続
で良いように感じました。ただ、祖父母までくら
大変良い

大変良い

大変良い

バス残留園児事故を受けての、ブザー設置などの素早い対応

い見学可能にできたらなと、思いました。フェン

に感謝しています。

ス越しのおじいさんおばさん方が、なんだか不憫
でなりませんでした。

良い

良い

大変良い

大変良い

行事を中止にしないでいただけてありがたいで

にこにこさんになって〇〇が怪我をすることが増えましたが

す。今回の運動会の３部制は３部の終了時間が遅

お友達にひっかかれたり、噛みつかれることも多いです。本

かったので兄弟児で小さいお子さんの待ち時間が

人にも悪いところがあるんだと思っていますが、顔の傷が薄

長くて暑くて最後の方は可哀想でした。うちは祖

く残ってしまっているのでモヤモヤはしています。相手の保

父母に預けれたのでよかったのですが、預けられ

護者様から謝罪がほしいわけではなく、ただ、相手の保護者

ないご家庭は大変そうだったので今後はもう少し

様にも相手に怪我をさせてしまったことは伝えていただい

早く終わるように時間の調整ができたらいいと思

て、それを被害児童の保護者に伝えることでやられた方だけ

います。

モヤモヤすることはなくなると思います。

良い
運動会の3部制は園庭が密になる事がなかったの

大変良い

大変良い

手指消毒を玄関の中ではなく、自動ドアの外側に 運動会のカメラ席の並ぶ列の表示があると、何の列かが分

で、駐車場も見やすさについてもとても良かった 置いたらいかがでしょうか。

かって良かったかと思います。

と思います。コロナ禍が終わっても3部制が良い

中だと子どもが触ったり、園内に入る時の消毒の 登園降園の時のicチップの反応が悪い事が多く、列になって

と思います。

し忘れもなくなるのではないかと思います。

しまう時があります。
いつも保育をしていただいてありがとございます！

時間をわけてプログラムを遂行していただいて、
大変良い

大変良い

とても効率がいいです！暑い中短時間で終わるの
で熱中症の心配もありません。

大変良い

大変良い

大変良い

で、スムーズになったらいいなと思います。

保育をしていただいている、先生方には感謝しかありませ
ん。今後も楽しく登園できるように、よろしくお願いしま
す！
いつもありがとうございます。

コロナ禍で子供達が経験するはずの色んな行事が
良い

登園認証のICタグの読み込みが悪い時が多いの

行われない所もある中、感染対策をしながらやっ
て頂いて、子供の楽しむ姿、成長する姿が見られ
てとても嬉しく思います。

素晴らしい秋晴れの運動会、ありがとうございました。ス
ムーズな進行で、ゆっくり楽しませていただきました。暑い
日でしたが、水分補給などを配慮していただいたことも安心
しました。ところで、あんなに動き回っていた先生方は大丈

大変良い

コロナ対策を取りながらの活動や行事を進めてい

夫だったでしょうか。先生方あっての園です。お体を大切に

ただいて3年目になる今年度は、保護者と園とが

してください。

息を合わせられるようになってきたと感じていま 何度か乳児クラスさんの部屋の配置を変えてい

いつも遅くまで保育をお願いしているのですが、少し早く迎

す。変わらず対策を取り続けて、情報をすぐに発 らっしゃるな、と感じました。毎日の子どもたち えに行けた時に担任の先生始め、たくさんの先生が〇〇の様

大変良い

信してくださっていることは、当然のことかもし の動きを見て変えてくださっていると思いますの 子を話しに来てくださいます。すごくすごく嬉しいです。う
れませんが、本当に大変なことだと思います。

で、安心して任せてられます。

かがったことを〇〇と話したり、家で夫に伝えたりするひと

ずっと園児と保護者を大切に思ってくださってい

時は、慌ただしい我が家にはとてもほっとするものです。例

る姿勢が変わらないことに感謝でいっぱいです。

えそれが「やってしまったね」という内容であっても、とて
も貴重です。お忙しい中だと思いますが、本当にありがとう
ごさいます。
今後共、お世話になることばかりですが、よろしくお願いし
ます。

コロナ禍でも、子どもに寄り添い、最大限対策を
大変良い

大変良い

大変良い

して行事を開催してくださり、感謝しています。
子どもも楽しい思い出をたくさん作ることができ
ています。

大変良い
良い

お迎えに行った際などに、園での子どもの様子を教えていた
新しい設備や遊具を取り入れたり、常に子どもが だいたり、気さくに話しかけてくださってとても嬉しいで
安全に楽しく生活できるよう工夫してくださり、 す。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。

るくみーの料金がもう少しリーズナブルになると嬉しいで
す。

大変良い
コロナ禍でもいつもと違った形ではあるものの、 上級クラスの作品を目にすると、こんなことがで

良い

良い

良い

大変良い

大変良い

沢山のイベントがあるのはとても嬉しいです。

大変良い

きるようになるのかなとか楽しみが増えました。

ICチップがなかなか反応するのに時間がかかることがあって
困る時があります。掲示板のページになっていなかったり…
自分で操作してしまってますが。

コロナ禍でも、子供達の経験や成長につながる行
事を行っていただけるので、ありがたいです。
コロナ禍でも子供たちが楽しく成長できるような

大変良い

大変良い

大変良い

配慮された企画をしていただいてとても感謝して
おります。
やはり便がついたトレーニングパンツをそのまま…というの
3部制はコロナに関係なくとても良いです。

良い

大変良い

良い

キャンプは体験としては少し残念ですが、子供た
ちの思い出になるように先生方が工夫して下さっ
て感謝しています。

が困ります。
特にありません。

汚れは落ちても臭いがずっと取れないので。
あと、縄跳びカウントをする金曜日が制服の日なので、体操
服の日にしてあげた方が飛びやすいだろうなと思ってまし
た。

運動会で後ろを向いて踊っていた我が子を何度もこちらに向
お迎えに行くと、担任の先生ではない方もすぐ子 けてくれて、かわいい踊りが見れました！ありがとうござい
大変良い

大変良い

供の名前を呼んでくれて、みなさんすごく信頼で ました。
きます。

たくさん子供がいる中、一人一人気にかけてくれて、本当に
素敵な先生ばかりだなあと思いました。

運動会はコロナで参加出来なかったですが、遠足 毎朝、玄関の掃除をしてくれており、とても清潔
良い

大変良い

や行事等子供たちが喜ぶ対応をしていただきあり 感があると思います。廊下や教室等もいつもキレ
がたいです。

普通

イなので安心して子供を預けられます。

三部制は人が少なくて見やすいから良いと思いま

普通

す。
園内感染拡大防止の為に様々なリスクを考慮した エントランスの消毒液ボトルが空になっているこ

良い

良い

良い

判断が必要だったことをお察しします。その中で とが多いと思いました。送迎の保護者や課外クラ
子ども達が最大限楽しめる様に企画運営をしてい ス等で人の出入りがあるので補充していただけれ
ただいたことに大変感謝しております。

良い

良い

大変良い

難しい判断の中、頑張って開催して下さりありが
たく思っています。
スムーズに執り行われてとても良かったです。三
分制でなければもっと人が多くてごった返して

大変良い

大変良い

ちゃんと見れなかったと思うので逆に良かったと
感じました。また、天気も良くすごく暑かったの
であの時間で帰れて良かったです。

ばと思います。
洗剤の匂いが強くてきになります。
いつも綺麗に掃除がされていて気持ちがいいで
す。
先生方もいい人ばかりなので安心して預けられま いつも楽しく園に通えている様子で嬉しいかぎりです。あり
す。

がとうございます。

あんなに沢山の先生がいるのに嫌な感じの人がい
ないのがすごいですね。

コロナ禍での運動会開催していただきありがとう
良い

良い

ございます。3部制なので、駐車場もすぐ停めれ

子供が消毒をしたがるので、子供用に手の届く消

て、園内にもスムーズに入れたので、これからも 毒を設置していただけると助かります。
３部制の運動会ですと助かります。
コロナ禍での運動会開催していただきありがとう

良い

良い

ございます。短時間で２クラスなので、そこまで 消毒やマスクがあり助かります。
密にならず助かりました。
遊ぶ場所、食べる場所、寝る場所と部屋の中に工

良い

大変良い

出来る限り通常通り開催していただいて、ありが
たくおもいます。

夫が見られ、良いと思います。
おもちゃが多く、いつでも手にとれるのはいいの
ですが、散らかりすぎてひとつの遊びに集中でき
ないこともあるように思います。

いつもありがとうございます。
ひかりっこでは、異年齢でも、それぞれに合った保育を心掛
けてくださり、感謝しています。
異年齢でならではの下の子への思いやりだったり、お姉さん
としての気持ちだったり、多くを体験させていただいている
と感じています。

いつも清潔に保たれている。

朝の玄関でのご挨拶、お部屋の受け入れ時に○○君おはよう

移設時からお世話になっていますが、遊具が増え と、どの先生も名前を呼んでくださるのが嬉しく思います。
たり部屋を改装したり園児の状況に合わせて常に コドモンを導入したり園行事を3部制にしたり…長くお世話に
可能な限り園行事を行おうという熱意を感じてい アップデートしている。という点が良いと思いま なっていますが現状に甘んじることなく常に良くしていこう
大変良い

大変良い

ます。

す。

という努力を感じられます。

バスのシートベルトが子どもの体型に合った安全 無くなって残念に思うこともあったりしますが、考えのあっ
な物かどうかが気になります。

てのことだと納得ができます。偉そうに書いて申し訳ござい

腰だけじゃなく肩でも留まって首を締めたりしな ません。いつも大変感謝しております！
い位置にあるのか。
良い

良い

良い

良い

良い

良い

ありがとうございます。

良い
運動会の3部制は良かったと思います。
3部に分かれていたため人の数も少なく、とても
見やすかった。
先生方も大変な中、行事を開催していただけてと
てもありがたいです。コロナ禍で入園しているの

良い

で以前の状態を知らないのですが、今のように時 園内はいつも清潔に保たれていて、先生方もたく

良い

間帯で分かれていなければ子供たちの行事をゆっ さんいらっしゃるので安心して預けられます。
くり見れないし、色々トラブルも起こりそうなの
でこのままの運用を期待します。
キャンプも運動会の開会式も、コロナ禍でも出来
るよう工夫して頂いてとても嬉しいです。

大変良い

大変良い

大変良い

幼児組になってからコロナでイベントが出来ない
続きだったので、そらぐみさんで沢山思い出を
作って頂いてありがとうございます！

明るい雰囲気のとてもいい環境だと思っていま
す。毎年どこかしらちょこっとずつリニューアル
されているような気がして、親も楽しませて頂い
てます。

コロナ禍で先生方の様々な対策の上の運動会の開
催、大変感謝しております。今年の運動会は、目
標を明確にしてあり、子供たちが目標に向かって
良い

大変良い

やり遂げる姿に感動しました。やはり目標がある
と頑張れますね。ありがとうございます。
来年は、親子競技があると子供も(親も)喜ぶかな
と思いました。
コロナ禍で普段より大変なところ、子供達のため

大変良い

大変良い

に運動会を開催し、準備して下さり感謝しかあり 特になし。季節の生き物を見られて、子供も喜ん
ません。
ありがとうございました。

でいます。

名古屋市の方にたくさん園を増設されていますが、先月の静
岡のバスの置き去りのように増設によって保育が手薄になら
ないことを願っています。

ひよこでもコドモンでの出欠連絡を導入してくださり、とて
良い

良い

もありがたいです。お手数をおかけして申し訳ありません
が、今後ともよろしくお願いします。

良い

良い

良い

良い

毎日楽しく通園でき感謝しています。お休みが続くと早く保
育園に行きたいと言っています。
すごく苦労されてると思います。非常に助かって
います。
難しい状況の中でも工夫して行事を開催していた
だき、大変感謝しています。
キャンプでは初めてのお泊まり保育でしたが、事
前の説明会から安心してお任せ出来ると感じまし

大変良い

大変良い

大変良い

た。
とっても楽しい二日間でした！
運動会では先生方の熱心なご指導、行き届いた準

以前より玄関のセキュリティが強化され、降園時 いつも温かく見守って頂きありがとうございます！
の先生の見守りもあり、より安心感があります。 お忙しい中でも様々な場面でのエピソードを覚えていて下さ
バスにブザーを設置して下さったとの事で、しっ り、伝えて下さるので、日中の様子が良く分かり嬉しいで
かり対応して頂いてると感じました。

す。後期も宜しくお願い致します。

備のおかげで感動的なものとなりました。
ありがとうございました！
運動会も3部制だったり、キャンプも遠出せず園
良い

良い

ですごく楽しそうなお泊まり会をしていて良かっ
たと思う。

出入口の消毒がたまに置いてないときがあった。
ICカードや名前を書くノート付近は色んな人の手 何か相談をするといつも親身になって聞いてくれたので、す
が触れたりするので、自動の消毒等あるといいな ごく有り難かった。
と思った。

良い

良い

よい

特になし

良い

良い

よい

特になし

普通

良い

良い

大変良い

良い

良い

妥当な対応だと思います。
運動会の三分制は、見やすくて良いと思います。

良い環境だと思います。

特にありません。

先生方の負担も大きい中、子どもたちのことを考
良い

良い

良い

えて行事等を行なってくださり、子どもたちの素
敵な笑顔をみることができました。本当にありが
とうございました。
先生方の負担も大きいなか、子どもたちのことを

良い

良い

考えて行事等を行なっていただき、ありがとうご
ざいます。

大変良い
大変良い

大変良い
大変良い

素敵な先生方のおかげで、子どもたちが毎日嬉しそうに園に
通ってくれています。ありがとうございます。

運動会はコロナ関係で密回避になり、写真や動画

コロナが当たり前になりつつありますが、色々な配慮をして

など撮りやすくなったのでメリットしか感じてお いつも綺麗にされていると感じます。

園児の思い出もできるように様々な行事をしていただけて感

りません。

謝です。
いつもありがとうございます。

運動会やお遊戯会では難しいことに挑戦している園児たちを
遠足では、不特定多数の人達が触ったものに触れ
大変良い

るので、出来ればハンドソープを持って行って、

良い

お弁当の前に全員で手洗いをして頂けたら安心で

観られるのがとても嬉しいです。参観日やそら組のキャンプ
とても良いと思います。

す。

なども出来る限り決行してくださりありがとうございます。
コロナ禍で難しい判断や、コロナ対策など本当に良くして下
さってとても感謝しています。
いつも本当にありがとうございます。

運動会は暑すぎたので、3部制で良かったです。
大変良い

良い

大変良い

こどもえんでお泊まりが出来て、子供にいつもと

運動会で子供の成長が感じられて良かった。

違った体験が出来て良かった。
いつもお世話になり、ありがとうございます。〇〇先生をは
じめ、どの先生も会えば『○○ちゃん』と声をかけていただ
〇〇がまだ一人で2階に行けず、毎朝私も一緒に

き、私も嬉しく思います！

コロナが流行り始めた頃とは違い、自粛よりも対 教室までついて行くのですが、朝早くても既に教 運動会では、去年全く踊らなかった○○が笑顔いっぱいで
策をしながら開催して下さる事はありがたいで
大変良い

大変良い

室は涼しく、熱中症対策をしっかりして下さって 踊って見せてくれました！この1年の成長に家族皆んなで驚い

す。3部制や1家族２人までの人数制限によって、 るイメージがあります。どの部屋も綺麗だし、毎 ています！また、家でも園での出来事を沢山教えてくれま
場所取りの必要も無くなり快適に子供達の姿を見 朝先生が掃除してる姿を見ます。玄関の二重扉や す。○○の園生活が満喫している事が、毎日伝わってきます
る事が出来ます。

高い柵、衛生面から見ても大満足な園に通えて感 (^^)
謝です。

先生方の頑張りが、○○を通じてひしひしと感じます。子供
たちに一生懸命接して下さり、ありがとうございます。感謝
しかありません。

運動会は3部生で、観覧しやすく混み合い過ぎて
良い

もおらずで、とてもありがたかったです。できた

良い

ら親子競技は復活して下さるといいなと思いま
す。

消毒等をどうしているかなどが見えにくく感じて
います。感染対策や、食事の工夫など環境につい
てももっと知れたら良いなぁと思います

いつもたくさんの先生方に可愛がって頂き、大変ありがたく
思っております。なかなか先生方から直接保育中の様子が聞
けない事が残念ではありますが、お忙しい中でもよく見て頂
けている事がありがたいです
日々子供達に話を聞くと楽しそうに今日あった出来事を話し
てくれます。

コロナでイベント中止されることも覚悟しており
ましたが、対策を講じて頂き、無事子供達の思い お手拭きタオルの個別化等のコロナ対策や、バス
大変良い

大変良い

大変良い

出作りにご尽力頂けたことを大変ありがたく思っ の事件を受けての改善等、世界情勢に合わせた対
ております。

応をして頂けてとても感謝しております。

ありがとうございました。

先生方がしっかりと子供達に向き合って頂けていることがと
ても伝わってきます。
年長児は残り少しですが、このまま色々な教育、思い出作り
にご協力頂けると幸いです。
いつもありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。

良い

良い

よかったです。

広い、きれい、

運動会は3部制でとても見やすく良かったです。
来年あたりはおじいちゃんおばあちゃんも見れる
良い

大変良い

良い

ようになると良いなと思います。
鈴鹿サーキットは行かせたかったですが、このご
時世しょうがないかと思います。お泊まり保育で
楽しんでやれた事は良かったです。

特になし

担任の先生をはじめ、迎えに行った際対応してくれた先生方
が子供の様子を教えてくれてとても嬉しく思います。
連絡帳では思わず笑ってしまう様な具体的な内容を書いて下
大変良い

大変良い

問題ないと思います。

園内は清潔ですし子供が遊ぶ場所も充実している さって連絡帳が一日の楽しみになっています。
と思います。

うちの子は手がかかる子だと思いますが、たくさんの先生方
が優しく子供と関わって下さっているのを感じております。
感謝しかありません。
本当に毎日ありがとうございます。
先生の顔と名前が覚えられない（父親）玄関に貼られてい
る。覚えるためにパネルを写メしようと思ったが光って撮れ
ない。先生の名前を覚えるため、何かいい方法はないでしょ
うか？名札を少し大きくしていただくとか…送り迎えですぐ

先生方の負担は重々承知ですが、今後も鈴鹿サー

に帰らない人など、一定時間以上駐車場に停める人は、入口

キットでのキャンプがなくなるのはとても残念で

近くではなく、遠いところに停めてもらえるとありがたい。

す

近い人は、すぐに帰る人優先にしてほしい。土曜日も保育し

運動会やお遊戯会の3部制は逆にありがたい。余
良い

良い

裕を持って見ることができるので良い。今の園児
の数で、コロナ禍前のように行うのは、無理だと
感じる。

アルコール消毒の足踏み台が、不調のことが多
い。また、容器自体がないことがある。
体温の機械は低く測定されるため、低すぎて警告
音がなってしまう

ているようだが、この件について、何か周知連絡があったの
かどうか知りたい。あまり大々的にすると人数が多くなるか
らかもしれないが、土曜日は実家に預けたりして仕事をして
いるので、あれ？っと感じる。（連絡等があったのに気づい
てないだけだったら申し訳ありません）他の保護者の方と話
をしているさいちゅうでも、横を通ると、さようならと挨拶

お遊戯等は、練習が良くされていて、衣装も凝っ

してくださる先生が以前は多かったが、挨拶をしても話に夢

ていて、とてもすごいと思います

中なっていることが多いなと感じたりします
いろいろ言って申し訳ありません。。。
とはいえ、先生がたは、どの先生からも子供たちのことが大
好きということが伝わってきますし、朝早くから夜遅くまで
見てくださって、本当に感謝しています。

感染対策をしっかり行って頂けていると思いま
す。
大変良い

大変良い

こどもんでは子供の一日の様子や写真など
いつも清潔に保たれていると思います。

いつもありがとうございます。

親子とも一生の思い出となったため、開催してい 時々、入り口のアルコール消毒が出ない時があり 先生方に多くの配慮をしていただき、毎日安心して子供を預
ただきありがとうございます。

ます。

けることができています。
今後もよろしくお願いいたします。

コロナ禍の中、対策を取って、行事を行って頂き
ありがとうございました。
子どもの成長を見れる機会があり、とても嬉しい
です。いつもありがとうございます。以前ありま 夏の暑い時期に、外で遊んだり、運動会の練習を
した水遊び遠足ですが、あの時期40度超えの気温 して汗をたくさんかくと思うのですが、
だったので、外での遠足なので、少し心配でし

担任の先生だけでなく、いろんな先生に声をかけて頂けてる

外から戻り、汗だくの状態で汗拭きタオルで拭い 様子が、娘から伝わってきます。

た。水にも浴びる程度なのと、気温40度の日陰で て、クーラーのついた室内で過ごしていると思う お忙しい中、そしてコロナ禍で対応が増えてる中でも、笑顔
良い

良い

ご飯を食べるというのも、少し危険ではないかと のですが、汗をかいて濡れた子は、肌着だけでも で保育してくださり、ありがとうございます。
思いました。

着替えることは出来ないでしょうか。

家では経験できない成長をたくさんさせて頂き、本当に感謝

引率の先生方も、とても大変だったと思います

汗で背中が濡れている状態の気持ち悪い状態のま しています。

が、無事に帰ってきて、子どもも楽しめたよう

ま過ごすよりも、肌着だけでも着替えれると良い 今後ともどうぞよろしくお願いします。

だったので感謝しています。

のではないかな、と思いました。

たくさん遠足に連れてって頂けるのは、とても嬉
しいのですが、気温や時期を少し考慮して頂ける
と、安心して送りだせるなと思いました。
大変良い

大変良い
外の遊具を、もう少し増やして欲しいです。

大変良い

大変良い

問題ないと思います。

大変だとは思いますが、歯磨きを復活してもらえると嬉しい

また、コドモンの連絡で追記がある際、通知が来 です。
ないため、見ずに終わることがあります。
その点を直して頂けると助かります。

先生が多いので、いつも安心して預けることができます

いろいろな考えの保護者がいる中で正解があるわ
けでもなく、対応が難しかったと思います。そん
大変良い

普通

大変良い

な中でも可能な限り行事を行っていただきありが

先生方を信頼してこどもを預けることができており、ありが

たく思っています。特にキャンプは予定が変わり

たいと思っています。引き続きよろしくお願いします。

ましたが、いろいろ工夫していただき、むしろ良
かったのかもと感じています。
コロナ禍の中で色々試行錯誤して頂き、休園もな
く、保育参観や運動会を開催してもらえてとても
大変良い

良い

うれしくありがたいです。

先生方を信頼してこどもを預けることができており、ありが

熱を出ると兄弟児もお休みになってしまうのは仕

たいと思っています。引き続きよろしくお願いします。

方ないとは思いますが、病院に連れていくのが大
変だなと感じました。
良い

良い

実施していただけるだけでもありがたいです。
とても喜んでいるので。

いい環境だと思ってます

月の予定をもう少し早く頂けたらありがたいです。
特に、年間行事の変更がある場合、助かります。
良い

ルクミーの配信をもう少し頻繁にして頂けたら嬉しいです。

大変良い

大量なので見るのが大変なので‥
運動会の衣装が毎回すごく可愛いので、その衣装のままお友
達や親も一緒に写真を撮る時間をもらえたら嬉しいです。
コロナ禍でも注意をして運動会の開催を実現して
下さりありごとうございました。

良い

良い

先生方の笑顔がとても素敵でした。
子供の成長を感じられる機会をありがとうござい
ます。
玄関にクワガタやカブトムシ、メダカが最近いるので子ども
去年と同様1人の園児につき親が2人まで参加でき
たのでよかったです。
ひかりっこさんの位置は距離があるものの、親が
2人とも前から見れたのですごく良かったなと思
いました。

良い

良い

コロナ禍で色々大変だったと思いますが先生方の
おかげで去年とは違った成長が見れてすごく嬉し
かったです！
また親2人が入れることでそれが共有できてとて
もよかったです。
本当に運動会ありがとうございました！

がすごく喜んでいます！
なかなかクワガタやカブトムシは私が虫が苦手で見せてあげ
れないので園で触れさせてあげれるとすごく助かってます！
家でもクワガタいたねぇといまだに言うくらいです。 (笑)
最近では担任の名前だけではなく、らんらんさんの先生の名
前や違う学年の先生の名前も覚えて言えるようになり、それ
は先生方が本当に可愛がってくれてるおかげだと思います！
朝や帰りの時いつすれ違っても笑顔で「○○ちゃんおはよ
う」等とみなさん話しかけてくれて、人見知りで返事するこ
とはあまりないですが親としてはすごく嬉しく思っておりま
す！
ご迷惑おかけすることもあるかと思いますが今後もよろしく
お願い致します。

