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４月以降のマスク着用について（保育士・保護者）

思うことがあればお教えください。

ひかりこどもえんの保育についてどう思いますか？

（不適切保育報道等　それ以外での記入もうれしい

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。

大変良い 大変良い 良い
して欲しく

ない

マスク着用が個人の判断に変更されるため、マスク

無しでもいいのでは？と思います。子どもにはおと

もだちや先生たちとのコミュニケーションを取るの

に目元だけの表情でなく、顔全体でいろんな感情を

読み取る力を身につけて欲しいです。

お迎えに行ったときやコドモンで園での様子を教え

てもらえてとても嬉しいです。事細かに教えてくだ

さる先生もいらっしゃって、あんなにたくさんの子

どもを見ているのに、ちゃんと一人一人に目が届い

ているだなと感じています。また、週に２回届く写

真でも園での姿がよく分かり、じいじやばあばにも

好評です！

最近は泣かずに登園できるようになり、園での生活がすごく

楽しいみたいです。園をお休みしていたときにすくすくメー

ルが届き、一緒にお友達の写真を見ているとあーあーっと

言って大興奮でした。途中入園でいろいろと心配でしたが、

先生にもおともだちにも愛されているようで安心していま

す！

大変良い 大変良い 良い 個人の自由

○○先生をはじめ、どのひよこさんの先生も明るく

丁寧に接して下さり感謝しております。園での様子

もしっかりと教えていただけるため安心して子ども

を通わせることができました。娘もひよこさんが大

好きで登園日を心待ちにしておりました。週2回とい

う登園設定も娘には適していました。本当にありが

とうございました。

大変良い 大変良い 個人の自由

全体の行動から外れてしまった子を強制したりせ

ず、先生が気持ちを受け止め、少し時間を取って満

足して次の行動に進めるようにしたり、次の行動を

やってみよう！やってみたい！と思えるような声掛

けをしている姿がとても素敵だなと思います。

またみんなの行動から外れてしまった子、違う所へ

行ってしまった子、嫌がってその場に座ってる子に

クラスの先生だけでなく、通りすがった先生や近く

にいた先生が見て見ぬふりをせず、名前を呼んだり

触れたり声をかけたり、子どもがみんな自分のこと

を見てくれているという安心感を持てるような雰囲

気や環境がとっても素敵です。

いつもたくさん子どもたちのことを考え、その日の子どもた

ちの姿を見て臨機応変に対応して、一日いちにちを大切に関

わってくださりありがとうございます。先生方は園での子ど

もの可愛かったところや楽しそうな姿の様子をよくお話して

くださり、一緒に居れない時間も楽しく過ごせているんだな

と安心したり嬉しく感じたりします。私も家での可愛い姿や

様子を先生にお話させていただいたりしますが、食事や生活

で困ったことも先生に相談させていただいています。先生方

も園での姿で気になることや苦手意識を持っていそうなこ

と、どう関わってみようか悩んでいることがあれば、ぜひ重

く感じず共有するという気持ちでもっとお話してくださって

も大丈夫です。家でも親なりに工夫したり声かけを変えてみ

たり、一緒に解決し子どもが園でも家でもより良く過ごせた

らと思います。もちろん意識していろいろな話をしてくだ

さっている事は十分に感じ、有難く思っています。もしあま

り話さない方がいいかなと悩んでいる先生がいましたら、話

して共有させていただきたいなと思っていると知っていただ

けたらとおもいます。(親の意見のひとつとして)



大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

大変良い 大変良い 良い
して欲しく

ない

良い 大変良い 大変良い 個人の自由

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由
コロナ感染者が増えてきたらまた全員着用など状況

に応じて判断していただければいいと思います。

いつもどの先生方も笑顔で対応していただいてとて

も安心できます。そして『おはようございます』

『おかえりなさい』と挨拶もちゃんとしていただい

て嬉しいです。不適切保育は全く無縁だと思って、

毎日いつきを預けています。

○○がよくお友達に引っ掻かれたり、噛まれたりするのでお

迎えに行くと何人かの先生方が『申し訳ございませんでし

た』と言ってくださいますが、１、２歳の子どもたちが悪気

なくやっていることなので私自身あまり気にしていません。

家では年の離れたお姉ちゃんたちがいつきに合わせてくれる

ので、のんびりとマイペースでどうしてもやられてしまうこ

との方が多いのかなと思います。逆に毎回先生に気を遣わせ

てしまっているなと感じています。

でも園に行くのを嫌がったりすることもなく、らんらんさん

もせんせいもすき！と言って毎日楽しそうに通ってます。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

良い 良い 大変良い して欲しい

子どもから何かしらの菌をもらってしまうかもしれ

ないので、せめて保育士だけでもマスクは着用して

てもいいのかなと思います。また夏場は暑くマスク

をして話すと息苦しかったりするので、戸外ではマ

スクを外してもいいのかなと思います。

その子その子に合わせた保育を行なっていただき、

また園での様子をいろんな先生方からたくさん聞け

ることができたのでとても嬉しかったです。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

いつも色々案を考えて頂いてありがとうございま

す。

帰りに先生に園での様子をお話してくれてとても嬉

しかったです。来年も宜しくお願いします。

いつもDVDの手配ありがとうございます。

また、運動会は体系が変わるのので固定で全体が見れたらい

いなとおもいました。写真販売の後半6ヶ月がまとめてだと

枚数が多く探すのも買うのも大変なので、前半同様3ヶ月で

区切って頂けると有難いなとおもいました。あと、はみがき

を再開してくれるとうれしいです。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

体調が悪い人が休むことは大前提として、元気なら

マスクをしないで子どもに接する方が子どものため

には良いのではないかと思います。ですが、強制す

ることはできないので、個人の自由で…と。

先生方にはいつも丁寧に子どもに接してくださって

ありがたく思っています。

今年は年間の行事・休みの予定を年度始めに教えてくださ

り、大変助かりました。次年度もぜひお願いしたいと思いま

す。

大変良い 良い 大変良い 個人の自由

良い 良い 良い 個人の自由

我が子の性格や個性を理解していただいている様子

が伝わり、とてもありがたいです。そのような先生

に成長を見守っていただけている事を本当に嬉しく

思っています。



良い 良い 良い 個人の自由

できれば子供・先生たちもマスク着用が無いほうが

表情や口の動きが見れてよいと思いますが、それぞ

れ個人の家庭や先生方の自由で着用・未着用で過ご

していただければ思います。

子供一人ひとりに向き合っていただけて、有難いで

す。

普通 普通 普通 個人の自由

園のホームページで１日の流れを拝見した際に、お着替えが

記載されていたと思うのですが、廃止にしずにできれば実施

してほしいと思います。

良い 良い 良い 個人の自由

基本的には個人の自由だとは思いますが、先生たち

には保育をする際には外してもらえるといいなと思

います。

良い 普通 良い 個人の自由

個人の自由で良いと思います。

マスクなしだと子供達も大人の顔が半分以上隠れた

まま保育されるより先生たちの顔がしっかり見れた

方が良いんじゃないかなと個人的には思います。

不適切保育報道があってからやはりいつも以上にあ

ざや怪我には敏感になってしまっているなと思いま

す。先生たちを信用して預けていますので安心はし

ていますが、離れている時間があるので不安が残る

のは否めないかと思います。

大変良い 大変良い 良い 個人の自由

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

報道があり更に些細な事にも気をつけたりと毎日緊

張感のあるお仕事をとても尊敬しています。これま

で通りおおらかで明るい先生方でいて下さると安心

して通わせられます。園に通う生活ももうすぐ一年

になりますが、先生を探したり、自分からお部屋に

入れたりと信頼関係は築けているように思うので来

年度もよろしくお願いします！

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

アットホームで毎日楽しそうに保育園に通っていま

す！！担任ではない先生も私と夫を認識してくだ

さっていて保護者としてもとても通いやすいです！

良い 良い 普通 個人の自由

職場が○○なので、コロナにかかり万が一広めてし

まったらと考えると怖いのでわたし自身はつけます

が、息子にはマスクをしてる人の顔じゃなく、マス

クしてない人とのコミュニケーションをとってほし

いともおもっています。

保育園バス置き去りで亡くなってしまったり、園を

抜け出して川で溺れて亡くなってしまったり痛まし

い事件事故の報道がありました。その度にこどもえ

んで対策対応をしたことが保護者にもわかるように

なっていたので安心しました。一方でこどもが隙を

ついて外に出てしまったということもありました

が、包み隠さず伝えてくれたことには、信頼感が増

しました。毎日のことで言えばちらっと会っただけ

の先生が息子のお話を楽しそうに教えてくれたり、

遅いのにわざわざ今日あった息子のすごいところを

教えてくれたりして、アプリもありますが、口頭で

伝えられるとより息子の成長を感じられて嬉しいで

す。

迎えに行きちらっと気になっているのは、机の周りにすわっ

たり、立って集まったり様々ですが、先生同士で話をしてい

てこどもを見れてないのでは？と感じることが少しだけあり

ました。

遅い時間のお迎えでこどもも少ないからかもしれませんし他

にもみてる先生がいたのかもしれません。必要なミーティン

グなのかもしれません。事情はわかりませんので一概には言

えません。



大変良い 大変良い 良い 個人の自由
TPOをわきまえて密になりそうな時は着用をお願い

する事も良いと思います。

担任以外の先生も子どもの事を気にかけてくださっ

て本当にあたたかい園だなと思います。

胃腸炎やインフルエンザが流行ってる中での園での活動の仕

方をもう少し考えていただけると嬉しかったです。(大勢が

ホールに集まって何かをするのを延期する等、子ども同士が

密になってしまうのを防いでいただけたら少しは感染を抑え

られたのかなと思います。)

参観日の時の給食は前期の参観日の時のように教室での食事

が良かったのではないかなと思いました。ホールでそらさん

が運動してる中での食事は衛生面的にどうかなと思いまし

た。又、子ども達が給食を取りに行く時に保護者の方も大勢

いたのでぶつかりそうになってる場面が多くありました。全

クラス教室でなくてもいいですが、学年で教室とランチルー

ムと分けても良いのかなと思いました。来年度からの検討を

お願いします。

良い 良い 普通 して欲しい

良い 大変良い 良い
して欲しく

ない

してほしくはないが、風邪症状など不安要素があれ

ば着用を検討してほしい。

ただマスクなしではなくて、何か対策やマニュアル

を作って行動をお願いしたい。

満足度がたかく、意見はないです。

玄関にその日の給食の写真など貼ってもらえると、家での参

考になります。保育参観で実際に給食を見てそう思いまし

た。

良い 良い 普通
して欲しく

ない
参観日の保護者制限をなくしてほしい。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由
個人の自由ではあると思いますが、マスクがないこ

とに対して不安に思われる方もいるとは思います。

家では難しい体験がいっぱい出来ていると思いま

す。とても有難いです。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由
個人個人、体調や気分次第でマスクの着用を判断し

ていくということで良いのではないかと思います。
特に気になる点はありません。

いつも保育園での様子をコドモンや送迎の際に報告してくだ

さり、ありがとうございます。毎度嬉しく思っています。今

後ともよろしくお願いいたします。

大変良い 大変良い 良い 個人の自由

仕事をしていると朝もバタバタして引き渡してすぐ

に戻るのでいちいちマスクをつけるのも少し面倒で

す。



大変良い 大変良い 個人の自由

保護者は、送迎だけならマスクなしで問題ありませ

ん。

保育士さんも、個人の自由で良いですが、出来れば

表情が見えていた方が、子供は保育士さんの感情等

が掴みやすいと思います。相手の表情を見る事は発

育にとても大切だと感じております。

とても満足しております。

保育士さんが、子供達をみな平等に見てくれている

様に思います。

家でやるべき躾も保育士さんにやって頂いていた様

で申し訳ないくらいです。

私も安心して子供を預けられるし、子供も喜んで通っており

ますので、大変満足しております。保護者の話をしっかり聞

いて対応して頂いており、感謝しております。小さな出来事

までしっかり話して頂いておりますので、信頼しています。

ひよこで預かって貰っておりますが、預かり時間をもう少し

長くして貰えると嬉しいです。風邪の症状がある子はお休み

にして貰えると嬉しいです。少量でも鼻水出てる人と接触す

ると必ず移ります。鼻水は寒いからだけではないと感じてお

ります。勿論お仕事してる方は鼻水だけでお子さんを預かれ

ないのは厳しい事かと思いますが、他のお子さんに移ってし

まうと、他の親御さんも困ってしまうのではないか？と思い

ます。

良い 良い 良い 個人の自由
マスク着用は自由だと思いますが、少しずつでもコ

ロナ前のようになっていけばいいなと思います。

しっかり子どもたちのことを見て、接していると思

います。

良い 大変良い 大変良い 個人の自由

そら組の壁の蜂の巣のような所は何人か怪我人がで

ていると聞いたので、なにか対策は必要かと思いま

す。

来年度も大きな行事は3部制だとありがたいです。場所取り

等負担が大きいので…

普通 良い 普通 個人の自由
不安なく子供を預けることができています。

いつもありがとうございます。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

先生方の笑顔を見せてあげるのはとても素敵な事だ

と思うので我が家は全然マスク無し賛成派なのです

が1部できっと批判される事もあるので先生方は難

しいですよね

他の園に通わせた事が無いので、分からないですが

周りのお友達の園のお話とか聞いたりしますが

うちの園が1番いいって自信もって言えます♪

○○くんが1号さんから2号さんに移動できるまで簡易保育

は、お仕事をしていかないといけはいので、保育をお願いす

る事になりますがよろしくお願いします

移動できるようになったらよろしくお願いします♪

大変良い 良い 大変良い 個人の自由

個人的には、先生がマスクしていると表情が伝わり

にくいので、マスク無しの方が、子どもにとっては

いいのかなと思います。ですが、先生がコロナなど

になってしまった時に、子どもに移してしまった…

と、辛くなってしまうと気の毒だな、と思います。

マスクしていても、移ることもあるので、私自身は

気になりませんが、先生の精神的負担が心配です。

先生のニコニコ笑顔がマスク無しで見れる日が来る

と嬉しいです！

たくさんの先生が関わってくれているので安心して

います。ひかりでは、たくさんの大人の目があるの

で、虐待は起きないだろうと安心して通わせていま

す。

いつもありがとうございます。

プールの際には、髪が濡れている子には、ドライヤーをして

くれて、本当に感謝しています。

保育参観なども対策をして実施して頂き、最後の参観は、年

長だけ2人参観に変更され、常に、保護者のことも考えて下

さってて、いいなと思いました。コロナ禍で、感染を防ぎな

がら、保護者の気持ちも考えるのは、とても大変だと思いま

すが、今の最善を考えてくださり、ありがとうございまし

た。今後も、たくさんご迷惑をお掛けすると思いますが、ど

うぞ、よろしくお願いします。



大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

 先生方が穏やかに子どもに寄り添ってくれて、子ど

もに根気よく接してくださっているのがとても良い

と感じている。子供同士のトラブルの時にも子ども

の気持ちを大切に受け止めてもらい、親にもしっか

り状況説明してもらった。何かあったときは状況説

明があると親は安心する。 小さな変化、成長、面白

かったことを見逃さず、報告して頂けて毎日安心し

て預けることができている。 子どもの世話で大変な

中、たくさんの行事を開催してもらい、子どもも楽

しそうだった。 遊びを通して様々な事を学び、体験

出来ているので有難い。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

個人の自由で良いと思います。

欲を言えば、子供達に先生方の口の動きや表情を見

せれたら良いなと思います。

色々な先生方に、会うと〇〇くんおはよ！などと声

をかけていただき、担任ではないのに名前を覚えて

いてくれて親として嬉しく思います。

息子は先生方が大好きで安心して預けることが出来

ています。

コロナ禍が終わってからも行事は今のまま3部制にして頂け

ると嬉しいです。

駐車場の混雑や子供を探しにくくなってしまうかなと思うの

で...。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

良い 大変良い 良い 個人の自由

良い 良い 良い して欲しい

少しでもなにか気になる風邪症状など自覚があれば

マスクをしてほしいが個人の自由でもいいかと思い

ます

良い 良い 良い 個人の自由
どの先生も温かく見守ってくださり、のびのびと過

ごせているので 満足しています。

今年も1年ありがとうございました。コロナ禍でも行事を開

催していただき、ありがとうございました。園で頑張ってい

る子どもの姿を見ることができて、とても嬉しかったです。

今後ともよろしくお願いします。

良い 良い 大変良い 個人の自由

コロナウイルスがなくなったわけではないため、全

員がマスクを外す必要性は感じません。送迎する保

護者のマスク着用は今まで通りで良いのではと思い

ます。

不適切保育が報道された際、園としてすぐ対応に動

かれていた印象があるので、普段からしっかり保育

に向き合われているのかなと感じます。

良い 良い 普通 個人の自由

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由 個人の自由の着用で構わないと思います。

子供達の事を第一に考えてもらっている事が、とて

も伝わります。不適切保育報道後の園での対応が早

いと感じました。

特にありません。



良い 良い 大変良い 個人の自由

言葉を覚える乳児にとっては、口の動きや表情が見

えるほうが、早く言葉を覚えれるような気がします

が、色々な考え方があるので、そこは個人の判断を

尊重してほしいです。

日々、成長する子供を見ていると、本当に園のおか

げだと感謝してます。担任の先生以外の方も、その

日の出来事などを教えて下さり、話を聞くのがとて

も楽しみでもあり、嬉しく思います。

ICチップの反応が悪い時があるので、改善されると良いなと

思います。マスクの規制を無くすのであれば、解熱後24時間

ルールの見直しがあるととても助かります。

汚れた衣服などの、入れ間違いがたまにあります。他の方に

汚い衣服の洗濯をしてもらうのは、とても申し訳なく思いま

す。沢山の園児がいて、管理は大変だと思いますが、対策し

て頂けると助かります。

良い 良い 良い
して欲しく

ない

考えはそれぞれだと思いますが、私は表情から得ら

れるコミュニケーションを実感してほしいと思って

います。マスクが当たり前に思ってほしくないで

す。

先生方はたくさんの子どもを見ていらしても、子ど

もごとにその日にあったことをきちんと覚えて伝え

てくださるのでいつもありがたく思います。担任の

先生でなくても気さくにお話していただき嬉しいで

す。先生の人数は足りていると思いますが、余裕の

なさが不適切保育に繋がると思いますので、先生方

の働く環境をこのまま良く保っていただきたいで

す。

コロナ前を知らずに入園しているので、行事等についてもス

ムーズでとてもよいと思います。

大変良い 大変良い 良い 個人の自由

先生方は報道のように接していると思っていませ

ん。先生方同士のコミュニケーションもとれている

ように思います。子供達ものびのび楽しみながら学

んでいると思いますので、こちらとしては満足して

おります。

毎日、園に行くの楽しみにしています。これは先生方のおか

げだと思っています。今度ともよろしくお願い致します。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由 個人の自由だと思います。
あまり接点のない先生が、子供の名前を覚えて呼ん

でくれていることはとても嬉しいです。

幼稚園バスのシートベルトがないことが、少し気になるくら

いです。また、大変だとは思いますが、歯磨きも復活しても

らえると嬉しいです。

現状不満は一切なく、家では出来ない様々な経験をさせて頂

いてとても有難いです。

大変良い 良い 良い して欲しい

子ども達の気持ちを尊重して、考える力や協力する

力などを育ててくださりとてもいいなと思っていま

す。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由
お給食の時は先生達のマスク着用お願いしたいで

す。
特になし

便で汚れたパンツはなるべく便を拭き取った状態にして欲し

いです。ロッカーに入ってるオムツや着替えの枚数が把握で

きないので定期的に枚数報告して頂きたいです。

大変良い 大変良い 普通 個人の自由

絶対にしたい人はすればいいが、個人的には必要な

いと思います。保育士さんも、絶対にしたい人以外

は、マスクを外して子供と顔を見せ合って欲しいと

思います。

きめ細かく保育してくださりありがたいです。

○○先生、子供を扱うのがとても上手で、子供も○○先生が

大好きです。他の先生方も、違うクラスでもみんな名前を覚

えてくださり、ありがたいです。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由
必要に応じて付けたり外したりできれば良いと思い

ます。

先生方の個を大切に接してくださる姿に、子どもも

安心して通えていると思います。
特になし



良い 良い 大変良い 個人の自由

乳児組から幼児組になったこの1年間、心身ともに成

長を感じ、先生方には感謝の気持ちでいっぱいで

す。ただ、「今日何してきたの？」と子どもに聞い

ても「秘密」としか言わないときがあり、1日の様子

が全く分からず、大丈夫かな？と不安なときもあり

ました。コドモンの写真掲載数を増やすなどの工夫

をしていただき、少しでも子どもの様子がわかれば

なと感じました。

スイミングがある木曜日は、お迎えに行くとお腹空いたーと

機嫌が悪いことが多くあります。

時間がない中での給食なため、品数が少ないのは分かります

が、もう一品増やすなど栄養バランスのよい給食を提供して

いただけると助かります。

良い 大変良い 大変良い 個人の自由
行事など密になるときは保護者はすると良いかと思

います。

いつも笑顔で子どもに寄り添って下さり感謝してお

ります。担任の先生以外でも保育園での子どもの様

子を教えて下さるなど、様々な先生が見守って下

さっていると感じ安心しています。先生方を信頼し

ておりますので、引き続き必要な躾は、報道を気に

せず行って頂ければと思います。

お迎えの際に保護者の方と先生がお話し子どもから目を離し

ていて、小さなお子さんが外に出てしまいそうになっていた

り、幼児クラスの子たちが暴れて小さな子たちにぶつかりそ

うになっていたりすることがあります。事故につながらない

ようご配慮頂けますようお願い致します。

大変良い 良い 大変良い 個人の自由

気にする方もいると思いますが、通常通り咳が出て

いる時などはマスク着用、それ以外はなしでもいい

と思います。

いつも親身になっていただいてありがたいです。

可能であれば、風邪など以外の持病など、どうしようもない

お薬の服用のみでもいいので公立園同様に状況によって服用

可能になるといいと思います。

良い 良い 普通 個人の自由

良い 大変良い 普通 して欲しい
保育士さんには、いつも親切にしていただいている

ので、感謝しています。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

先生方がいつも笑顔で接してくださって、感謝の気

持ちでいっぱいです。子供達の気分が前向きになれ

ない時も、先生方の励ましのおかげで、1日1日過ご

すことができていると感じています。下の子は、担

任の先生が大好きで大好きで、お家でも先生の話を

嬉しそうに話すことがたくさんありました。担任の

先生はじめ、先生方の愛情いっぱいのお心遣いがと

ても嬉しかったです。上の子は、年中さんになっ

て、少しずつ求められる内容もレベルアップしたの

かな、と感じていましたが、先生方の丁寧なご指導

のおかげで理解できることがグンと増えて、とても

嬉しく思っています。特にひらがなのお稽古では、

お家で嬉しそうにお手紙や文章を書く時間が格段に

増えました。書き順も、正しく書けていて、根気強

く教えていただいたんだろうな、と感動することも

ありました。本当にありがとうございました。



大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

いつも子供の「楽しかったー！」と目を輝かせてい

る姿を見ると、通ってる園が楽しい場所なんだなと

感じます。お遊戯会などでも、先生が感動して涙し

てる姿を見ると、思いやりを持って関わってくれて

る事が伝わってきます。

良い 良い 良い して欲しい

良い 良い 良い 個人の自由

良い 良い 良い 個人の自由 自由でよいと思います。

信じられない報道もありますが、保護者は預けてる

保育所を信じて預けなくてはいけません、先生達も

大変だとは思いますがこれからも今まで通り愛のあ

る保育教育をよろしくお願い致します。

良い 良い 良い 個人の自由

これから気温が高くなるので体調優先で適宜マスク

外せば良いと思います。

不適切保育の報道を度々みるようになりましたが、

ひかりこどもえんの先生方は真摯な対応をして下

さってると思いますので特に心配しておりません。

安心して子供を預けています。

厳しい意見を言う保護者もいると思いますが、全てを真に受

ける必要ないです。子供らの成長に全力で取り組まれている

姿は理解しています。

４月から下の子も入園するのでよろしくお願いします。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

良い 良い 普通 個人の自由

保護者、子どもともに外しやすい環境になっている

と嬉しいです。特に保護者は外しにくいと感じるの

で自分は外したいのですが躊躇してしまいます。

延長の先生からは子どもの一日の様子を聞くことが

全然なかったので、残念でした。少しでも様子を聞

ければ嬉しいです。

血液、便がついたものをそのまま返却や発熱の翌日もお休み

ルールがなくなれば助かります。

良い 良い 大変良い 個人の自由

子供たちの成長に、マスクが妨げになるのであれ

ば、基本しなくてもいい方向で考えてもいいかなと

思いますが、個人的に外す事に抵抗があるようであ

れば、つけていても問題ないと思います。

体調不良や感染状況の悪化などにも、臨機応変に対

応していただければいいと思います。

報道を見て、正直不安にはなりました。私自身、子

供の頃に不適切保育を受けた事があり、この報道後

に親に話して、驚かれました。

子供は、それが当たり前で、悪い事とは思えない

し、親に言わないといけない事という認識にならな

いと思います。

家庭でも、やってはいけない事、されて嫌だと感じ

た事は、親に報告するように教えますが、園でも報

告するように、教えて頂けるとありがたいです。

性犯罪の低年齢化がある今、性の教育も、年中になったら必

要ではないかなと思います。幼少期からプライベートゾーン

は人に触らせない、触らない、見せないを教えるのは大事で

はないでしょうか。子供に寄り添った保育について、正職員

とパート職員に格差があるように感じます。○○先生が、喧

嘩の仲裁をしている時に、叩いた子に『何で叩いたの？ダメ

だよね！もうしないね！謝ろうね』と前後に何があったかも

聞かずに、頭ごなしに怒っていて、ちょっと可哀想でした。

両方の話をまずは、聞いてあげて、どうしたら良かったの

か、子供たちに考える時間をあげて欲しかったです。

良い 良い 大変良い 個人の自由
行政でも決定もありますので、無理に強制するので

はなく各々の判断でいいのではないかと思います。

教育や子供たちの育む心、身体ともにとても素敵な

保育だと思っています。ただ、一つ気になるのが、

いただきますの挨拶の内容がきにかかっています。



大変良い 良い 大変良い 個人の自由

本当に個人の自由で良いと思うが、やっばり「あの

先生はしてるのにこの先生はしてない」等、比べる

人もいると思うので、先生は先生方で決めてもらえ

ば良いです。

縄跳びで、手に悲しいうさぎを書くのはやめてほし

かったです。苦手意識が出そうだし、悲しい顔はか

なしいので。頑張ろう、おー！してるうさぎとかが

良かったかなと思います。

本当にいろいろと企画や行事を行っていただいて、ひかりこ

どもえんでよかったと思うことばかりです。今しかないこの

時期なので、多少親の負担が増えたとしても、今後もいろい

ろ企画していただけたら有り難いです。一つ言うと、いまい

ち連絡事項などの文面がわかりづらいので、もう少し工夫し

ていただけると良いかと思います。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

良い 良い 良い 個人の自由

マスクをしていてもコロナやインフルはうつるので

流行ってる時や咳が出るときは子供もマスク着用を

してほしいです。マスク着用ですと顔色を伺うこと

ができないので、その勉強のためにもマスク着用な

しでもいいと思います。

コロナ禍での保育参観や運動会を実施していただき

ありがとうございました。子どもが頑張ってる姿を

見れて嬉しいです。

遠足のお弁当でおにぎり、果物ですと用意ができるので助か

ります。以前メリオット体操が来てたのでテレビを見て保育

園が出てるっと楽しそうに見てたのですが、またメリオット

体操が来てもらえるといいなっと思っています。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由 毎日とても楽しく通わせて頂いてます!

良い 良い 良い 個人の自由
○○先生の声が聞き取りにくそうかなと‥完食が目

的かもしれませんが、給食が少ない気がしました。

運動会のDVDのカメラマンさんを、もう少し上手な人にして

もらえたら嬉しいです。

ルクミーの値段を落としてもらえたら助かります。

良い 大変良い 良い 個人の自由

○○先生のペースが子供たち主体じゃないので、も

う少しわかりやすく丁寧にやってもらえたら嬉しく

思います。それと後ろの方の席の子たちは見えな

かったり、参加しにくそうにしてたので、それも○

○先生に工夫してやってもらえたら幸いです。他の

体操や、バトンや、スイミングは子供たちも楽しん

でやってるって声をよく聞くので、とても良い経験

をさせていただき感謝してます。

まだ続くコロナ禍でありながら、参観や色んな行事を開催し

ていただき、子供たちの成長を見せていただけてとても嬉し

い1年でした。本当にありがとうございました。来年度は

色々な制限もなく、園の素敵な理念通りの保育ができますよ

う願ってます。保護者としても、園の方針に従い、助け合っ

ていけたらいいなと思っておりますので、できる限り協力さ

せていただけたら幸いです。

来年度もよろしくお願いします。

良い 良い 良い 個人の自由

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

マスクをしていても感染はあったのでマスクはただ

しているだけ、と思っています。したい方はして、

必要ない方はしなくて良いと思います。また保育者

がしないのは顔の表情の読み取りなどの子供に必要

な部分が育つので私としては無いとメリットある

なぁ、と思っています。

今年はインフルエンザ、胃腸風邪、コロナとほぼ感

染するものが流行っていました。その中でもプール

参観、保育参観など沢山子供の普段の様子を見るこ

とができて嬉しかったです。

いつもありがとうございます。

色々な問題がある中保護者が働きに出られることを考えての

試行錯誤とても感じます。

少しずつコロナの認識が変わり、少しずつですがコロナの前

の生活に近付いている状態が嬉しいです。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由 特にありません。
日々丁寧に対応いただいていると思います。

いつもありがとうございます。
特にありません。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

良い 良い 良い 個人の自由

大変良い 大変良い 大変良い して欲しい
そらぐみの一年間は行事がたくさん出来て良かった

です。



大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

先生方の負担も大きい中、毎日笑顔で子供達に接し

て頂き感謝しております。安心してお任せ出来まし

た。

様々な行事を開催して下さりありがとうございました。そら

組として成長した姿を見る事が出来て嬉しかったです。ここ

まで健やかな園生活が送れたのは、先生方のご尽力のおかげ

だと心から感謝しております。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

いつも色々案を考えてこどもたちを楽しませていた

だいてありがとうございます。今年は久しぶりに参

観なとができてとても嬉しかったです。

6年間ありがとうございました。

いつもDVDの手配ありがとうございます。

卒園式もあると集中して望めるので検討して頂けるといいな

と思いました。運動会は体系が変わるのので固定で全体が見

れたらいいなとおもいました。写真販売の後半6ヶ月がまと

めてだと枚数が多く探すのも買うのも大変なので、前半同様

3ヶ月で区切って頂けると有難いなとおもいました。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

まず、いつもこどものことを第一に考えていただき

感謝しております。また、送迎の際に多忙にも関わ

らず職員室からわざわざ出ていただき園でのエピ

ソードを教えていただいたり気さくに声を掛けてく

ださるのも嬉しいです。行事の度に○○先生が「あ

りのままのこどもを認めてあげて沢山褒めてあげ

て」というお話をしてくださりす。親としては頭で

分かっていても、言葉にしていただくことで励まさ

れたり気付かされたりします。ありがとうございま

す。どうかこのままこども達と先生方にとって楽し

いこどもえんでいてください。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

いつも真剣で温かな先生方、いつも安心しておりま

す。ありがとうございます。

ひかりこどもえんの先生方を思うとき、笑顔しか思

い浮かびません^_^

5年間、不安な思いや疑問に思う事等、一度もありま

せんでした。色々な悲しい報道を目にしますが、ひ

かりこどもえんのような素晴らしい園になって欲し

いと願うばかりです。

コロナ禍でまだまだ大変な中、いつも子供達や保護者の事を

1番に考えてくださりありがとうございました。行事もとて

も楽しく、素敵な思い出が沢山できました！○○先生、○○

先生、○○先生、○○先生、担任の○○先生、○○先生、今

まで担任をしてくださった先生方、すべての先生に感謝感謝

です^_^本当にお世話になり、楽しくて幸せな5年間でした。

ありがとうございました。先生方も毎日お忙しいと思います

が、休めるときは思いっきりリフレッシュされて、お休みし

てくださいませ♪



大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由 個人の自由で問題ないと思います。

ひかりこどもえんの先生方は、とても熱心に、手厚

く、優しく保育していただいていると思います。入

園してから5年間ずっと変わらずそう感じました。担

任の先生はもちろんのこと、他のどの先生も子ども

の名札が見えなくてもちゃんと名前を呼んで挨拶し

てくれたり、園での子どもの様子もお会いする度

に、些細なことでもいろいろと話してくださいまし

た。とても安心しました。子どものこともたくさん

褒めてくれて、認めてくれて、個々の能力を最大限

伸ばしてくれていると思います。子ども達も萎縮す

ることなく伸び伸びと成長しました。ひかりこども

えんの先生のおかげと感謝しています。

大変良い 大変良い 良い 個人の自由

良い 良い 普通
して欲しく

ない

マスクなしで対応していただきたいです

みなさんの顔をみながらコミニケーションをとりな

がら育ってほしいと心から願っています。

洗剤のにおいがきついです。

改めて考えていただきたいと思っています。

良い 良い 良い 個人の自由

子供が毎日元気に登園できたことが一番だと思っています。

なるべくイベント事を行えるよう工夫していただいたり、先

生方のお気持ちも嬉しく思っています。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由
完全に個人の自由で、咳やくしゃみ等している方の

みお願いするようにすれば良いのではと思います。
特にありません。

そら組の絵本の発表ですが、ホールで別のクラスの子達が作

業をしていた為全く聞こえませんでした。大きな声で発表も

ダメとのことだったので、できたら空いているクラスを使用

等、対策があるとありがたかったです。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

担任の先生はもちろん、他の先生も声をかけてくれ

たり園での様子を教えてくれたり、お忙しい中本当

にありがとうございました。子どもに怪我はつきも

のなのに、いつもご丁寧に対応して頂きありがとう

ございました。

入園できなかった方に羨ましがられるほどの人気園に子供2

人もお世話になることができて嬉しく思います。仕事をしな

がらも、充実したカリキュラムの中保育して頂き、とても感

謝しています。

良い 良い 良い して欲しい

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

マスク着用は個人の判断でよいと思います。

いろいろな考えがありますので、なかなか全員が足

並みをそろえるのは難しいことかと思います。

個人的には、できればマスクなしの生活が戻るとい

いなと思います。

一人一人の子どもをよく見てくれていて、とても感

謝しています。子どもの状態などに関して、先生方

の間で情報共有もされていて、とても助かっていま

す。子どもが先生やお友達が大好きで、楽しそうに

保育園に行くので、大変ありがたく思っています。

るくみーがもう少し安価だと嬉しいです。（毎回同じこと書

いてすみません汗）



大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

乳幼児が人の表情を見ることなく成長していくこと

で、感情の表現や気遣い、思いやりやコミュニケー

ションの取り方などに影響してくるのではないか心

配。先生には透明マスクやフェイスシールド等で対

応してもらえないだろうか。（あくまでも先生方の

人権を尊重したうえで）

ひかりこども園の指導方針は素晴らしいと思います

が、ひとつ、子どもたちが自主的に大きな声で挨拶

できるような習慣をつけさせてほしい。（○○保育

園に見学に伺った時、園児全員が明るく挨拶された

事がとても印象的でした）

現金の取扱いを、可能な限りキャッシュレス（振込、口座引

落等）にて検討してほしい。

良い 大変良い 良い 個人の自由

先生たちもマスクなしで子供達に笑顔や顔の表情が

伝わるようになったらいいなと思いますが子供達と

の距離が近い分、先生たちの感染リスクを考えると

先生たち個人の判断にお任せでいいと思います。

不適切保育報道を見た時、ひかりこども園ではそん

なことはないだろうなと思いました。子供から聞く

先生の話や保育園での様子、子供が先生をすごく信

頼しているところをみると安心して預けることがで

きます。

いつの間にかひらがなの読み書きや簡単な足し算引き算、時

計が読めるようになっていたりで園での教育に驚きました。

ありがとうございます。年少さんまで毎日泣いて登園してい

た息子ですが先生方の愛情をいっぱい受けて立派な年長さん

になれました。保育園も大好きで先生のこともお友達のこと

も大好きで本当にこの園に通えてよかったです。5年間本当

にありがとうございました。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

第五類になることやマスクをすると子どもたちは特

に大人の表情がわかりにくいためなくてもいいと個

人的には思う。しかし、先生方や保護者の方々それ

ぞれの考えがあるため着用については自由でいいと

思う。※あまりにも咳がひどいなどは着用をしてい

ただくなどにすればトラブルも回避できるのかな？

と思います。

3人ともひかりこどもえんでよかったと思う。
いつもありがとうございます。

普通 大変良い 大変良い 個人の自由

シフト制で働いている場合、翌月の予定が遅いと大変困りま

す(年間スケジュール通りなら大丈夫ですが)あと、卒園式に

兄弟児を預けられないことや、同席できない旨は預け先を検

討しなければいけないためひと月前のクラスだよりで連絡す

るなど対策をして頂きたいです(多数の保護者の方も同じこと

を言っていました)

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

不適切保育報道があったあと、子供がそのニュース

を見ていて、自分の保育園ではこんな先生いるわけ

ないじゃん！と言っていました。乳児や幼児、自分

の子供を見るだけでも大変なのに大勢を見ている先

生達にはほんとに頭が下がります。子供がありえな

いと感じるほど優しく保育してくれているんだなと

思うとひかりに通わせててよかったなと思います。

お兄ちゃんの時から長い間大変お世話になりました。

保育園に通う日々も終わるのかと思うと寂しい気持ちになり

ますが、残りあと少しよろしくお願いします。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

常により良い保育となるよう改善策を検討していた

だいており迅速に対応されていて、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。

良い 良い 普通 個人の自由



良い 大変良い 良い 個人の自由

連絡帳でのやり取りで園での生活を細かな事まで教

えてくれたので、どんな風に過ごしてるのかがよく

分かって良かったです。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

いつもありがとうございます。

手の掛かる子ですが、親身になって考えて頂き、助かってい

ます。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

保護者は感染状況によって対応を決める方針で良い

時期かと思います。ただ、保育士さんはご家庭の事

情（感染後、重症化の懸念がある家族がいるなど）

に応じて、身を守るという意味で着用していただけ

ばよいと思います。

参観のたびに、年間の見通しはもちろんのこと、次

の学年へスムーズに上がっていくための保育を進め

ていただいていることに安心します。集団でしか育

ちにくい協調性や根気を伸ばしていただいているの

で、「やっぱりこの園でよかったな」と感じます。

不適切保育については、ひかりこどもえんについて

は全く心配していません。○○先生はじめの管理体

制（と書くと響きは美しくありませんが、組織とし

てです）を信頼しております。保育士さんは、どな

たも丁寧で熱意にあふれていらっしゃいます。

お遊戯会の時に、保護者同士で話題に上がったことです。何人かの保護者さんから

『年長さんの女の子がお遊戯会の時に髪を美容院で結ってもらって本番に臨んでい

ること』をどう思うかと聞かれました。みなさんが心配してみえたのは、とても現

実的なことでした。お恥ずかしながら、わたしはそんなことを全く考えずに「きれ

いだな」と眺めていただけでしたので、何ともお答えできませんでした。どうやら

他の保護者さん同士でもそのことは話題になっていたようで、ひょっとしたら、過

去にも保護者から保育士さんに相談があったことかもしれないと感じました。この

話題については、園が決めることというよりも、各家庭の判断に委ねることだと思

います。自分で結う方が負担だという意見もあるでしょう。父子家庭であったり、

お母さんがその時期体調を崩してそれどころではなくなったりすると、美容院とい

う選択の方が安心かもしれません。でも、美容院が当たり前という雰囲気になっ

て、子どもや保護者が引け目を感じるのも本来の目的から外れると思います。対応

を検討してほしいというよりも、保護者の思いの１つとして知っておいていただけ

れば、何かの機会に役立つかもしれないと思い、長々と書かせていただきました。

既に園でも検討したことのある話題でしたらすみません。先日の保育参観では、年

長組の保護者参観数を増やす対応をされていて、きっと保護者のみなさんは喜ばれ

たと思います。久しぶりにワイワイしている参観で活気を感じました。その分、あ

れやこれやのやりくりを保育士さんだけで引き受けていただき、大変だったと思い

ます。来年度、保護者が協力できることがあれば役員としてお手伝いさせていただ

きますので、どうぞよろしくお願いします。

良い 良い 良い 個人の自由
感冒症状時、クラス内感染が疑われる時、参観など

の密集時には、マスク着用をしてほしい。

毎日楽しく園に通うことができました。

ありがとうございました。

登園許可証の対象数を減らして欲しい。解除日が週末である

と許可証をもらうために更に仕事を休まなければならないこ

とがあった。市立の保育園や学校では不要のため、職場で理

解を得ることが難しい。できれば市立の保育園と同様の感染

症対策としてほしい。また医師の診察による診断が必要なも

のに絞って欲しい。例えば、発症日や解熱後の日数によっ

て、登園許可が定められているものは、受診して許可証を依

頼しても、解熱日は自己申告のため、保証されるものではな

い。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由 特になし

愛情たっぷりで接してくれる先生ばかりで感謝して

います。園行事も流れが完成させていて特に不満に

思うことなく楽しめています。

4月から下の子がお世話になります。よろしくお願いしま

す。

歯磨きを再開して欲しいです。

良い 良い 良い 個人の自由 特になし
いつもいろいろ考えて実施してくださっているので

感謝しています。

バスにシートベルトが付いていないようなので、後付けの腰

の部分だけのでも良いのでつけてもらえると、より安心で

す。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由



良い 良い 良い
して欲しく

ない

表情や口元が分からないと言葉の発達にも関わって

くるのでマスクはしなくて良いと思います。

子供たちをしっかり見て個別対応もして頂いたりす

るのでありがたく思っています。怪我は子供なので

防げないことが多々あるのは仕方ないことなので、

あまり謝られると申し訳なさがあるので何度も謝ら

なくて大丈夫です！いつもありがとうございます！

前期に記載忘れていたのですが、すくすくで登園し始めた時

に預ける先がバラバラだったことが気になりました。すくす

く側に行っても保育者が居ないことがあったりしたので、預

け口を最初から統一してもらえると良かったかなと思いま

す。すくすくの給食袋等を入れるロッカーが開けずらい事だ

けがネックでした。

大変良い 大変良い 普通 個人の自由

いつも丁寧な対応をして頂いて嬉しく思っていま

す。子供もひかりこどもえんが大好き先生も大好き

といつも言っています(^-^)

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由 個人の自由です。 先生たちは大変親切です。良かったです。

良い 良い 良い して欲しい

良い 良い 良い 個人の自由

子供たちのマスクは風邪症状がないならば外して授

業に参加させたい。保護者に関しては、個別の考え

があるとは思うがマスク保育園の送り迎えの時は今

までみたいにマスク着用をして欲しい。

個別の対応は大変かと思いますが、みなさん頑張っ

ていると思います。
特になし

大変良い 大変良い 大変良い して欲しい

コロナが第5類になっても病院での対応は今のとこ

ろ2類同様になる可能性があり、最近の株は感染力

も強いのでマスクなしでは、次の波が来た時に大変

になるような気もします。でも、法律で5類になっ

た以上は強制できるとも思いません。

コロナ禍でも、保育園を継続していただき、いつもありがた

いと思っています。本当に感謝です。

良い 良い 普通 個人の自由

いつも話を聞いていただいて、先生たちのおかげ

で、保育園も嫌がることなく、登園でき感謝です。

教育も熱心にしていただき、ありがたいです。

良い 良い 普通 して欲しい

保育士や保護者は流行状況を見ながらマスク着用し

ていけば良いと思います。状況判断していただける

とありがたいです。

色々な先生が入って下さり、尚且つ皆さん子供たち

を可愛がって下さるのでありがたいです。トラブル

があった時は教えて頂きたいです。（当事者の時は

謝る事も出来ないのは違うと思いますので。）でき

るだけ密に報告を頂けるとありがたいです

コロナ禍での行事等工夫して下さりありがとうございます。

駐車場の入れ方は難しい問題ですが、担任の先生からの謝罪

は不要と思います。ただ、保護者の方々がもう少し待ってる

方がいることに配慮して頂けたら良いですよね。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

先生方みんなの一所懸命さが伝わってきて

親子共に安心して、楽しく登園させてもらってま

す！

良い 良い 良い 個人の自由 なしです なしでし

きょうだいに病欠の子がいた場合、元気な子もお休みしない

といけないですが、元気な子は4時までとかで預かっていた

だけると助かります。仕事をしながらですので切実ななやみ

です。

大変良い 大変良い 大変良い して欲しい

保育士はマスク全員無しで良いと思います。

保護者は運動会など外でやる時はなしでも良いルー

ルで、お遊戯会や保育参観等室内の時は着用するが

いいと思います。



大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

今年度で卒業となってしまいますが、大人がマスク

をする機会が増えたことで口の動きを見て言葉を覚

えたり感情を読み取ることに疎くなったのではない

かと思いました。園内でのマスクはない方が発育に

は良いとは思いますが、感染症を気にする保護者様

も居られたり子供がマスクを嫌がってしまうので遠

足や外部との接触が多い機会のみの着用でも良いの

ではないかと思います。いくら対策をしても感染率

が0になるのは難しいと思うので園の落ち度にはな

らないのではないかと個人的には思います。

テレビで保育の報道が増えたので多少なりとも不安

はありましたが、大人も感情があるので仕方ないと

思います。自分が子供の時もあったので「あって当

然」とも思ってる節もあります。

子供の保育に加えて感染症対策も考えなくてはいけない先生

方には頭が下がります。家でも「同じことを友達にされたら

どうか」「そんな行動ばかりで小学生になれるのか」が子供

との論点ですが自分の子供の時と比べあまりにも物分りが良

く不思議だったのですが、参観でも似たようなことを話して

いるのを見て納得しました。

個人的な感想ではありますが、12月のお遊戯会で思ったのが

園児よりも大きなお子様が体育館内で喋っていたりしていた

ので自分のお子様を観劇中の保護者様は不快だっただろうと

感じました。（親御様も大きな声でお話しておられたので、

園の責任ではなく親御様の問題と思ってます。）

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由
○○先生はじめとする園側の方針に賛同いたしま

す。

充実した体制を築いて頂け、安心して通園させられ

ています。ありがとうございます。

大変良い 大変良い 大変良い 個人の自由

どの時間帯に行っても先生方が多く居て、沢山の目

で子供たちを見て下さっていると感じます。

今年は色んな報道がありましたが、バスの降車確認

や保育者の問題行動等についての対策もコドモンで

知らせてくれたりするなど、親に不安を与えないよ

うして下さっていると感じました。

いつもお世話になっております。担任の○○先生には本当に

良くして頂きました。○○先生はとてもしっかりしていて、

いつもテキパキと行動しているし、虫も触れるし、何でも出

来ちゃうカッコいい先生で、陰ながら尊敬しておりました。

○○も○○先生の事が大好きで、お家でも沢山○○先生の話

をしてくれましたし、お休みの日でも『会いたいな～』とつ

ぶやいておりました。そんな○○先生ともうすぐ離れてしま

うなんて寂しいです。。一年間ありがとうございました。ま

た、担任じゃない先生方も本当に良い方ばかりで、○○の園

内エピソードを沢山教えて下さりました。皆さまには感謝し

かありません！来年度、ふたば組になってもどうぞよろしく

お願い致します。

大変良い 良い 大変良い して欲しい

良い 大変良い 大変良い 個人の自由
何も問題無いと思います。いつもありがとうござい

ます。

大変良い 大変良い 良い 個人の自由

普通 普通 普通 個人の自由

今日の保育参観の絵本発表の途中で、何故○○先生は発表が

終わった班の椅子を片付けさせたのかわからない。椅子の音

でうるさくなるのが分かるはず。せっかく発表を頑張ってい

る子がいるのに、聞こえない。あのタイミングで片付けさせ

るならあと二人くらい終わるまで待てばよかったと思う。時

間がおしていて次の事に移りたいのも分かるが、それだった

らもう少し発表する場所ややり方を考えるべき。


