
・天気のいい日に散歩してくれたり、バスに乗ってお出かけしてくれたり体操教室があったりと子ども達は

　体を動かすことが大好きなので、子どもの事を考えてくれていることがよく分かります。

・体操教室や英語レッスン・クッキング・園外保育など、色々な活動があり子どもたちにとってすごく

　充実した内容が多くとても感謝しています。

・絵本の貸し出しをしていただけるのがありがたいです。なかなか図書館へ連れていけない時などとても

　助かります。もっと利用したいと思います。

　「先生たちとっても優しんだよ～」「先生大好きー早く学校行きたい！！」などよく聞きます。

　バスでのお出かけも多く、色々な場所へ行くのでとても好奇心が育つと思います。

・園での体操教室や避難訓練等で親だけでは教えることが難しい部分

・家ではできないこと調理や社会見学、野菜の種植えなどを行っていて良いなと思う。体操や体を使った

　教育にも満足です。満足な顔して家でも教えてくれます。

　りす組から外人の先生から英語を習うことも素晴らしいと思います。子どもたちの発音の上手さに感動しました。

ゆたか認定こども園

○　日々の保育内容(園での生活や遊びなど)について、お子さんの様子などを見て

　　どう思われますか。

ご意見・ご提案

○　ゆたかを希望した理由はなんですか？

　平成３０年度保護者アンケートから「ご意見」「ご提案」自由記述を抜粋し、公表しました。　

　※アンケート項目に「アンケート回答内容の第三者への掲示及び公表について」

　　　「承諾する」「どちらでもいい」に記入した方のみ公表しました。

　　・自宅から近いから　６３名　・保育内容　　８２名　・園庭が広い　　５０名

　　・先生の雰囲気　　３１名　・定員が空いてたから　　３名　・園長先生の人柄　　２０名

　　・職場に近い・通勤途中　　　１０名　・園見学をして　　　４名　・給食　　　９名

　　　　・保育時間　　　８名　・特に理由はない　　　０名　　その他　　　名

　　①満足している　    69名　　　    　　②概ね満足している　　　５名

　　③やや不満である　　　　0名　　　　　④不満である　　　　　　　　　0名
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・迎えに行くと「今日は○○したよ～」と教えてくれ、楽しく過ごしていることが子を通じて感じます。

　また進級したころは新しい環境にもなじめず、毎日朝大泣きでしたが、3か月もすると担任の先生方を大好きになり

　とても感謝しています。お迎えの時に日中の様子を教えてくださるので保護者としてとてもうれしいです。

・よく園外へお出かけしたり、いろんな経験をさせてもらって感謝しています。

・家で育児するにあたり、数字、文字を教えていないのに０～１０を書いたり自身の名前の字を探したり自由な

　ことをして楽しんでいます。楽しみながら自身がやっているのでうれしいです。

・子どもが保育園に行くことを楽しみにしており、また内気な性格だった子どもも友達が出来て笑顔が

　増えたように感じます。

・バスでおでかけや、クッキング、体操・英語…たくさん行事があって毎日楽しそうです。

・バランスよく、5領域を取り入れてしっかりカリキュラムを組んでくれていること。

・体操やバスでお出かけ、製作など色々な方向から子どもの興味や能力を引き出していると思います。クラス内の

　コーナー遊びの内容もパズルなど子どもも喜んで行っているので良いと思うし家での遊ぶ道具を考える時

　参考になっています。

・園バスが2台あり、園外保育にもよく出かけて、園では経験できないことも体験できて、すごくありがたいです。

・のびのびと過ごせている様子などでとてもいいです。

・おけいこ、また発表会に運動会いっぱい経験してとても成長を感じます。

・1か月の中で、バスのお出かけ、英語、体操、クッキングなど子どもの興味が広がるカリキュラムが多く、子どもも

　日々の生活をワクワクしながら過ごしています。

・保育園の出来事を話すことが止まりません。英語や体操で専門の先生から教育を受けることが出来て

　満足しています。キューピーから在園していますが、できることが増えて毎日楽しそうです。

・園外への散歩やバスでの遠出、乗馬・モノレール・芋ほりなど、楽しい体験をさせてもらい、

　とても良い保育内容です。先生方にはとても感謝しています。いつもありがとうございます。

・園での遊びを子どもが楽しそうに話す、学んでいることを生活の中で感じるため。

・色々行事も多いし、こどもが喜んでいる。先生方みんな優しいし対応が良い

・毎週英語やスポーツなどに取り組む日があるのでいいと思う。

・毎日成長を感じて親もびっくりです！

・早起きが苦手で行きたくないというときがありますが、一度行けたら楽しく過ごせているようで毎日楽しそうです。

・公園へ行ったり、バスでのお出かけ等　野外活動が多い。排泄の指導等とても助かっています。
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・人数が多いのに、1人1人をしっかりとみてくれていると感じるので満足しています。

・なかなか家庭でも手が届かない生活面でのサポートや指導をしてくれるので、とても助かっています

・毎日園の様子を笑顔で話してくれます。

・運動・遊び・英語・お出かけ等家庭ではできない体験ばかりさせてもらってありがたく思います。

・園庭も新しくなり、子ども達がのびのび遊べるのと文字のおけいこ、英語など。。。後々子どもに役立つような

　ことだらけでとても満足しています。

・本人はラキューが楽しいと言っていますが、行事も多くそのたびに楽しみだな～楽しかったな～と喜んでいます。

・運動会ではできなかったお遊戯もはっぴょう会では楽しそうに唄ったりダンスをして成長が見られた

　楽しんでいた・迎えに行くと「早い」と言われまだ遊びたいくらい楽しい様です。

・行きたくない！を言わない。お迎えに行っても、園での遊びが楽しくてなかなか帰りたがらない。

・子ども1人にちゃんと向き合って自分の事は自分でさせることがちゃんと家でもできているし、

　なぜ怒られているのかを自分で考えて答えられるようになっているので、先生たちがちゃんと

　接してくれているのが分かるのですごく満足してます。

・体操ではお家で出来ない、跳び箱をやったり縄跳び、最近ではカルタ遊び‼‼園で学んだことを

　楽しそうにお話ししてくれて満足しています。

・楽しそうに園での出来事を教えてくれます。お友達の名前も家での発言にでてきて、楽しく生活している

　のが伝わってきます。

・手先(指先)を使う遊びも取り入れていて、子どもの指先のトレーニングにもいいので満足です。

・バスでのお出かけなど、行事がたくさんでとても楽しそう。

・毎日プログラムが日替わりであり、特に英語は毎日通わせると授業料が高いスクールの先生が来て

　教えてくださる！感謝です！子どもも毎日飽きることなく通っています。日々刺激があるというのは

　ありがたいです。

・子どもの成長を感じられる。仲良く友達と遊んでいる。

・文字のおけいこ、体操、英語など色々取り入れてくれてありがたい。子どもも園生活をとても楽しんでいる。
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・毎日「～があったよ～！！」「～して遊んだよ～！！」と楽しそうにお話ししてくれます。

　クラスが上がるたびに成長が見られてうれしい。

　　たくさんのお褒めの言葉とても嬉しく、これからの保育の活力になります。ありがとうございます。

　　ゆたか認定こども園では、これからも各クラス毎月子ども達が楽しめるようカリキュラムを立てて、体操や英語の

　　レッスン年中・年長児には文字のおけいこ年少児は遊道体操、年長児になると文字のおけいこと、子ども達の学び

　　の時間やバスのおでかけ・社会学習・工場見学や公園遊びと、今子ども達に何が必要なのかを考え計画して

　　いきます。その中でも、子どもと担任との信頼関係を築き、お母さん・お父さんの代わりとなる第2の家BIGHOUSE

　　をめざしています。保育者が子ども達と向き合い楽しく保育ができるのは、保護者の皆様のご協力

　　あってのことだと心から感じております。これからもゆたか認定こども園を宜しくお願いいたします。

・朝の受け入れの時はあまりいい感じしない。以前よりあまり変わらない。

　ちゃんと受け入れする先生もいますが、座っている先生もいます。朝は声かけも大事だと思いますが・・・。

　　大変申し訳ありません。朝の受け入れ時の対応について再度職員同士での見直しを行います。

・毎日お友達の名前を家でも聞くので園での生活に満足していると思います。

　運動会やはっぴょう会では人前がまだ苦手なので緊張していますが、楽しんでいるので良かったです。

・子どもも楽しそうにしていて、とても成長を感じるので毎回楽しみに参加しています。

・行事には楽しみながら、練習している姿が見られてうれしく感じる。行事までの準備など子ども達の為に

　考えていただいている先生方に感謝です。いつも楽しい行事に参加させてもらってありがとうございます。

・毎回先生たちのプロ意識の高さに、団結力に驚くと同時に感謝の言葉しかありません。すごすぎます！

　特に運動家や発表会などは、毎回、感激して涙が出ます。ありがとうございます。

・園での体操教室や避難訓練等で親だけでは教えることが難しい部分。

・行事も多く、準備なども立派にされていて先生たちの努力が見えます。いつもステキな行事に親子で感動して

　います。１つ１つの行事の準備等大変だと思いますが、これからも期待しています。毎回ありがとうございます。

・毎年子どもたちの成長を感じられ先生方に感謝しています。

○　行事について、親子の行事に参加をされて、どうおもわれましたか？

　　①満足している　　　４３名　　　　　②概ね満足している　　　　１０名

　　③やや不満である　　　１名　　　　　④不満である　　　　　　　０　　名
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・熱で遠足には参加できませんでしたが、運動会、発表会ともに大きく成長を感じさせてもらいました。

　運動会前にはチックのようなまばたきもあり、親としてとても不安でしたが、先生方も気づいてくれ

　一緒に見守っていただいた事とても感謝です！発表会も衣装やセットが去年と異なっており、

　ビックリしました。先生方の仕事ぶりに驚かされました。

・皆さんスタッフ一丸となり、行事を行っているので熱意を感じています。子ども達も喜んで、

　来てね～と言っているので満足しています。

・親子で行事に参加することで、子どもの園での様子やお友達を知ること、

　ができ、とても良いと思います。

・親子の行事は、毎回本人も楽しみにしているし、親もたのしいです。特に運動会・はっぴょう会は、毎年

　感動しています。日々練習頑張っていたんだな～って伝わります！

・とても大満足です！先生方の準備は大変でしょうが、クオリティも高く、親子で楽しませてもらっています。

・春の遠足⇒2才児クラスの子には少し長い距離かな～と思っていたが、普段長く歩くことがほとんどなかったので

　良かった。

・運動会⇒おゆうぎもかけっこも内容が良く応援していて楽しかったです。

・はっぴょう会⇒子どもが楽しめる内容のダンスで、本番もはりきって踊っていて涙が出るくらいうれしかったです。

　本人も毎日家で練習していてその成長にまた感動！

・行事をいつも楽しみにしている子どもの様子を見ていると、先生方の頑張りがすごく感じられます。

・集団行動、みんなでやりとげた達成感を感じたり、目標を持って取り組む事の大切さなど本人なりに感じ、

　親も成長できます。

・運動会では、リレーで一生懸命走る姿、跳び箱を跳ぶ姿、前年からの成長に感動しました。はっぴょう会では、

　かわいらしいバブリーダンス、劇で終始笑顔で舞台で過ごす姿に、子どもの楽しい気持ちが伝わってきて、

　親も一緒に笑顔になりました。

・先生も子ども達も一緒になって楽しそうである。毎年はっぴょう会の内容に工夫があり先生たちが子どものために

　頑張ってくれていることがとても伝わる。

・子どもがいろんなところに連れて行ってもらえて喜んでいる。親子行事も楽しい。

・子どもが楽しんでいて達成感を感じているのが分かる。

・いつも楽しい行事をありがとうございます。

・毎年同じタイミングのイベントには仕事で参加したことのないものもありますが、本番まで本人は

　楽しみにしているようです。

・園での様子を見ることが出来る時間なので、満足しています。
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・子どもが主体となって、子ども自らが積極的に取り組んだり参加している。

　見ている親も子どもの楽しそうな様子を見てとても幸せに感じています。

　行事などを通して改めて子どもの成長を感じています。

・はっぴょう会の年齢にわけ、午前・午後にわけてやるのは、とてもいいと思いました。子ども達も行事を

　楽しかったと満足そうです。

・行事の度に成長が見られて感動します。保育士の先生方もみんな一生懸命で、

　大変だと思いますがありがたいです。

・運動会では撮影場所があり助かりました。発表会は、会場の入り口が3ヵ所対応が良かった点です。

・ハロウィンやもちつき大会等、季節を感じられる行事で良いと思います。

・毎年、毎年、行事には力入れて下さって、はっぴょう会なんてほんと感動しかありません。

　衣装作りやら１つ１つ細かくて、時間かかるだろうな～と感心します。子どもたちの世話だけでも

　大変なのに、空いた時間や残業して作ってくれてほんとありがとうございます！

・行事に向けて、練習を頑張る姿が見られ、親としてすごく良かった。頑張って練習した成果を見てもらって、

　子ども達の満足した様子だった。考えてる以上の出来栄えで、毎回感動しました。

・はっぴょう会での節分の日にちなんだ小芝居はおもしろかったし、2月3日が何の日なのかわかってない子どもたち

　にすごく分かりやすかったと思う。色々な行事での先生たちの対応はいつもすばやいのですごく良いと思います。

・運動会では初めてのリレー、跳び箱、はっぴょう会ではオペレッタで踊りながらセリフを言ったり、手話してる

　姿を見て子ども達の成長がわかり、毎回の行事が楽しみです。

・運動会、発表会などはそれまでの練習過程を自宅で教えてくれたりと本番日だけではない楽しさがあります。

　先生方も大変努力されてるのが伝わり、感謝しています。

・親子での行事もクラスごとに違うもので考えられていて良いです。

・先生が多く、子どもたちの事をよく見ているなという印象。

・以前では、子どもの人数が多すぎて、行事も少しおっくうだったのですが、2部構成など、工夫していただき

　すごくキモチ的にもゆっくり楽しめるようになりました！又、子どもたちにリーダーを任せたりなど行事に向けて、

　目が真剣になっているのをみるのも頼もしいです。

・毎回楽しませてもらってます。子ども達も楽しみにしてるのが感じられる。

・とても手がこんでいて、見ていてとても楽しめる行事ばかりである。

・親子で楽しめるから満足。前年出来なかったことが出来るようになったり、一生懸命頑張っている姿を見て涙。

　カワイイ衣装を着たり、行事で使用している道具等、先生方の手伝いも多く、すごいなーって感じです。

　　　行事へのご参加ありがとうございます。
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　　　ゆたか認定こども園では、保育教諭は親であり、子ども達の頑張る姿は成長で

　　　その姿は保育教諭にとっても喜びとなります。これからも年齢に沿った保育・教育を行い、子ども達の成長と

　　　ともに、保護者の方が楽しんで頂ける行事となるよう取り組んで参ります。

　　　ご協力よろしくお願いします。

　　　子ども達の成長は保護者の皆様あっての事です。これからもご協力宜しくお願い致します。

・もう少し早く次年度の予定が分かると助かります。

・マラソン大会時、餅つき場所の案内が分かりづらく迷っている人が多くみられました。

・運動会・はっぴょう会ではこどもたちの成長に感動させられます。これも先生方の教えやがんばりのおかげだと

　思ってます。ただ行事の仕切りが悪くなってきている感じでマラソン大会はコースも事前に知らされることなく、

　子どもの姿を見られなかった？分かりずらかったです。

・満足はしていますが、開始までに時間がかかったり、待ち時間が長くなったりすることがあるのでちょっと困ります。

・不満があるのはマラソン大会で順位を決める事。競争心も必要かと思いますが、すべての児童が頑張って

　いるので全員がそれぞれ1等賞としてもいいと思います。

　　マラソン大会にご参加頂きありがとうございます。

　　昨年まで、豊見城団地周辺歩道を利用し開催していましたが、歩道のアスファルトはマラソンに向いていないと

　　判断し、豊見城市運動公園周辺コースをマラソン会場にしました。保護者の皆様への周知が行き届かず、大変

　　ご迷惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。保護者の皆様へしっかり周知できるよう改善していきます。

　　　また順位についてですが、子どもの競争心・向上心を育てることは、子ども達のやる気を育てる事にも繋がり、

　　とても大切なことだと考えています。順位づけする事で「次は頑張ろう」「もっと練習して1番になる」など目標を

　　持ち、意欲を持って欲しいと願っています。子どもと関わる保育者・保護者の皆様には、頑張った子ども達を称え

　　強い心を育てていきたいと思っています。

　　御理解・ご協力の程よろしくお願いします。

・内容等も含めて大変満足していますが、夕涼み会が今年度なかったので残念でした。

　規模も大きく人数も多いので仕方ないかもしれませんが、あまりお祭りにも連れて行けないので、

　唯一浴衣を着るチャンスで親も楽しみにしていました。

・夕涼み会が無くなったのは嫌でした。それに変わるような行事をやるとお手紙に書いてた気がしますが、なかった。

・先生方の準備が大変なのは知っていますが、夕涼み会がなくなった事が少し残念です。

　ほかの行事はとても楽しませてもらっています。ありがとうございます。

・夕涼み会がなくなったのはさみしいですが・・・・

　　昨年度より「夕涼み会」を中止しました。理由の一つは、駐車場の確保が困難になった事です。

　　豊見城団地周辺は人気の場所で、最近では高層マンションやアパートが増え、子育てしやすく住みやすい
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　　環境になりました。その背景もあり、ゆたかの園児数も年々増えてきているのも現状です。しかし、保護者の

　　皆様・近隣の皆様とのコミュニケーションツールを大切にしていきたいと考えています。今年度は2年に1度の

　　「ゆたか祭り」の年です。ゆたか認定こども園・ゆたかキッズガーデン・豊見城こども園・ゆたかベビーガーデン

　　ゆたか第１第２学童クラブ合同で盛大に行います。スペシャルゲストや子どもから大人まで楽しめるイベントを

　　計画中です。ぜひご家族皆様・お友だちと一緒にご参加してください。

・はっぴょうかいとても楽しく見ていましたが、周りのマナーが少し残念かな？と思いました。

　通路を子どもが走っていたり演技中に大人が立ち上がって通路を行き来するなどなど…子ども達が舞台で

　頑張っているので、大人もマナーを守ってほしいです。

・はっぴょう会の時、下の子の演目後の迎えと、上の子の演目が重なって、上の子のが

　見られなかったのが少し残念でした。

　　プログラム開始前に司会より注意事項を放送させて頂きます。また、兄弟児でプログラムが重ならないよう

　　配慮していきますが、園児の人数、兄弟児が多い為、万が一重なった場合大変申し訳ありませんが、

　　ご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。　ご指摘ありがとうございます。

　と嬉しそうに報告してくれます。

・最初は、保育園なのに野菜多いな～、緑中心だな～と思っていたのですが、おかげで好き嫌いがほとんどないです。

・とてもおいしいそうです。フルーツ嫌いな子も頑張って食べられるようになった。

・子どもの食べれる量に合った量を入れてくれて、「子どももおいし～全部食べた～！」と嬉しそうです。

・家庭では対応していないメニューもあり、子どもたちへの食育もできていると感じています。

・ごはんを完食させるように、先生から食べる量が減ってるので、最初から量を少し減らしてもいいかと相談して

　くれたりでとてもよく思ってます。お迎えに行くと「今日のおやつはコレだったー」と話したりするので子どもも

　満足していると思います。

・量も良いくらいだし、家で出てこないような献立がたまにあるので給食の楽しみが出来るので良いと思う。

○　給食について、献立、食材、量、アレルギー食対応などから

　　どう思われますか？

・子ども達が食べやすいように工夫されていてすごいなーって思う。いつも「おいしそー」って思いながら見てます。

・献立の内容も豊富だし、子ども、もおいしく給食をいただいているようです。

・食べるのが遅いですが、少しずつでも食べれるように声かけなどしてくれてて、子どもも今日はいっぱい食べれた

　　①満足している　　６８　名　　　　　②概ね満足している　　　　９　　名

　　③やや不満である　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　０　　名
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・家ではなかなか食べない食材も給食だと食べてくれて助かる。おいしいと毎日言ってます。

・毎日の給食の献立を玄関前に提示してくれて、なかなか忙しくて献立に目が通せない時でも、一目見て

　分かるので助かりますね。栄養満点の食事ありがとうございます。

・毎日、全部食べてる様なので満足している。

・ほぼおいしかったって言っています。

・給食がおいしいようで、同じメニューを家庭で作っても「保育園のがおいしい」と言います。

　園で野菜を食べてくれるので助かっています。

・いつもメニューを見て、おいしそう＆種類も多くていいなぁと思っています。

・お家では食べ残しをすることがあるが、園では完食と聞いてます。子どもに合う食事内容だと思います。

・家ではなかなか作れないメニューも出てくるので、栄養バランス面で助かってます。

・家では嫌がる食べものも、給食だと食べている様で満足しています。

・毎日、わかりやすいような説明と展示会、とても良くこれからも継続してほしいです。

・食べられる量を考えて下さって感謝しています。家でも野菜を食べられるように少しずつ頑張ろうと思ってます。

・毎日完食です！

・きちんと栄養バランスを考えれていると思う。園では、家で食べない物を食べてくれるので助かる。

・給食は、参観日に一緒に食べる機会がありましたが、野菜も食べやすいように調理されていて、家でのご飯作りの

　参考になりました。家ではちょっと甘えて食べない野菜や豚肉なども、お友だちと一緒だと頑張って食べてくれる

　のでいつもおいしい給食を提供していただいて、おやつも手作りしていただいて、感謝しています。

・バランスもとてもとれてるし、毎回今日は○○だったよー！と全部完食した！と報告受けます。

・給食参観で味見した時、味もおいしかったし、栄養満点で量も丁度良いと思います。

・園の給食おいしー！と子どもが言っているので、普段から満足して食べているんだなと思います。

　一番好きなものは「カレーライス」だそうです。いつも美味しい給食ありがとうございます。

・メニューも参考になります。また毎日お食事を提示して下さっているのでわかりやすいです。

・いつもおいしそうです。前まで食べれなかった野菜が、「保育園で食べたよ」って言って、

　家でも食べてくれるようになりました。

・子どもが家で完食していて、家では好き嫌いで食べてくれない野菜も園では食べていると聞き、少し安心しています。

　また、献立表も家でのメニューに悩んだ時の良い参考にさせてもらってます。
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・家では、嫌がって食べない時もありますが、友達の前だと食べているようなので保育園で

　色々な野菜、肉を覚えてほしいです。

・毎食完食しており、家では出したことない食材も食べていることに驚き、給食を参考に自宅でも色々出すように

　なりました。時々おかわりまでしてるようで、とてもおいしいようです。

・先日、保育園で給食を頂く機会がありましたが、味も濃くなく、子どもにも食べやすくバランスの良い献立でした。

・子どもから「今日の給食おいしかった～！家でも作って～！」と言われます。おいしい給食ありがとうございます。

・沢山の材料を使って調理されているので助かります。硬いおかしなどもしっかりあごの力を使って頑張って

　頑張って食べてます。

・給食参観に参加した時、給食のおいしさ、料理の工夫に驚きました。レシピなどを時々おたよりに

　載せてもらえたら嬉しいです。

・毎日おいしく食べて完食していると聞いているので嬉しく思います。メニューを見ると茶色系が多いと思われますが

　栄養バランスも考えて下さっていてのメニューなので満足です。

・園からのお便りで献立を把握でき、さらに展示もされているので、参考になります。こどももいつも完食で

　不満はありません。栄養士さんが担当しているので安心です。

・家では、「野菜嫌い～」と言って食べないのですが、保育園の「にんじんしりしり、ゴーヤチャンプルーはおいしい」と

　お話ししてくれます。コスモフーズさん美味しい給食を作って頂きありがとうございます。

・いつも有難うございます。

・学童の子が言っていましたが、誕生会のケーキが手作りになってから苦手になったようです。

　月に1回の楽しみになっていますので、ご検討下さい。

・たまに市販のおやつが出ている事が少し不満です。できるだけ園では手作りのおやつにしてほしいです。

　市販品は、月に一回程度にして頂けるとありがたいです。

　給食に関するいろいろなご意見ありがとうございます。

　子ども達が毎日楽しく食べられるよう、給食委託業者コスモフーズ（株）の栄養士・調理師とクラスリーダーが

　子どもの食べ状況（量）などを図っています。　又アレルギー食のお子様にも配慮し、医師の診断の下

　保護者と栄養士・調理師・保育者が話し合い、給食を提供しています。

　これからも、こども達一人ひとりの健やかな成長の手助けができるよう、全職員で取り組んでいきます。

　貴重なご意見、ご感想ありがとうございました。

○　職員の子どもの接し方についてどう思われますか？
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・いつも笑顔で対応してくれるので、とても嬉しく思います。

・時には叱られることがあるようですが、先生の事は大好きなようです。

・先生は大好きーと言っています。時々「げんこつだからね！」とマネする事もありますが、いつも子どもたちの成長を

　見守って頂いて感謝しています。

・先生方の子どもたちへの接し方にいつも感謝しています。一人の子どもの話に耳を傾けてくれているなーと日々

　感じます。なぜなのかという理由も分かりやすく、丁寧に教えて悟して下さってるのが伝わってきます。

　子どもが先生の口調をマネするのですぐ分かります。

・子どもから、好きな先生の名前は良く出ますが、嫌な先生はいないようです。

・送迎時にはいつも先生が今日の園での様子を詳しくお話してくれるので、親は安心して預けられています。

　家でも先生のことやお友達の事を楽しそうに話してくれます。

・最初は男性が苦手のようでしたが、半年たつと先生の名前が子どもから聞かれるようになり、さよならの挨拶も

　嬉しそうにしていたので、保護者としても安心・信頼しています。また、担任やキリン組以外の先生も見かけると

　子どもの名前を呼んでくれるのでビックリと同時に嬉しい気持ちになります。

・皆さん優しく接してくれていて、子どもも先生方が大好きです。

・子どもよりの立場でもなく、大人として突き放していないので中立でオコルときはオコルで良いと思う。

・園での様子を聞くと、色々な先生がすごくかかわってくれているのだなぁと感じます。クラスの違う先生に会っても、

　子どもも先生も名前で呼び合っているのを見ると、クラスの垣根を越えた様子が見られてとてもありがたい。

・他のクラスの先生でも名前を呼んで「おはよう」「さよなら」と声かけてくれるのはうれしいです。

・担任以外の先生も気にかけて下さってありがとうございます。

・クラス以外の先生も名前を覚えて話しかけてくれる。いつも先生大好き♡とお話ししてくれています。

・どの先生も子どもが大好きという気持ちがあって、気持ちをもって接してくれているのがよく分かります。

・どの先生も子ども達の名前を覚えてくれているので、とてもすごい！思います。

・担任の先生が大好きで、家でも先生の話ばかりしています。昨日も「先生おうちに遊びに来てください」と習いたての

　ひらがなで一生懸命手紙を書いている姿が微笑ましかったです。子どもが「だいすき！」って心から思える先生って

　とても素晴らしいです。これからも、子どもたちの大好きな先生！自信をもって今まで通り接してあげてください。

　　①満足している　　　　　６５　名　　　　　②概ね満足している　　　　　　８　名

　　③やや不満である　　　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　　　０　名
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・すごく子どもにかかわってくれている。

・笑顔の時も叱っている時も大切に接してくれていると思う。

・1人ずつ完璧に行き届くのは難しいと考えますが、逆にそれが本人を成長させているとも思います。

・職員の子どもの接し方は満足しています。ただ進級しても同じ先生が受け持つのは、1人1人を深く理解できて

　良いと思いますが、新しい先生が受け持つことで、また違った面の成長もあるのではと思います。

・こんなにも沢山の子どもたちの名前を覚えていて、すごいといつも感じています。

　娘は大きくなったら先生になると言ってます。

・保育士の皆さんがいつも笑顔でとても雰囲気が素晴らしいと思います。

・こんなにクラスに沢山の子どもたちがいるのに一人一人をよく観察してくれ、日々の成長を口頭で

　お伝えしてくれるので、とても助かります。

・子どもから先生が、「イヤ」など、聞いたことがないです。皆ステキな先生たちだと思います。

・子どもからイヤという言葉を聞いたことがないので悪いイメージはありません。

・先生たちとよくお話しするようでよく、コミュニケーションが取れていて、子どもも安心して園で過ごせています。

　担任の先生以外の先生も子どもの名前を覚えてくれているので嬉しい。

・キリン組の先生の名前をちゃんと言えるし、みんな大好きと言ってるので、接し方にはすごく安心しています。

・クラスの担当ではない先生方でも子どもたちの名前を覚えたりしていてちゃんと子どもたちの事を

　見ているんだなぁと思う。

・園で先生が何を言ったのか、先生が休みの日にどこに行ったのかなど、先生に関する情報に興味が子どもにも

　先生方も子どもに向き合いお話ししているのが分かります。

・1人1人に向き合った保育で、1人の様子を見てくれていて安心して預けられます。

・園での様子を帰りの際伝えてくれるので、安心します。

・いつも優しくて素晴らしいです。

・1人1人をきちんと見てくれているなというのが感じられる。

・よく見てるなーと思う。本当にすごいと思う。うちの子どもたちはみんな先生大好きです。

　　　保育教諭を褒めて頂ける事に、一番嬉しく思います。ありがとうございます。

　　　ゆたか認定こども園では「もっと笑顔でやさしくゆっくりていねいに」をモットーに保育・教育を進めています。

　　　職員一人ひとりが責任を持って、子ども達と関わり見本となる大人であるよう指導しています。

　　　これからも、子ども達が憧れる保育教諭でいられるようお互いが啓発できる環境を
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　　　作っていきたいと思います。

・園での対応を見てないので（日々の生活）詳しくは分からないが、全体的に良くして頂いていると思います。

　1つだけお願いしたいのが、もう少し子どもの動きに対して、危機管理の強化をお願いします。

・ただ、1部の男性職員が女子児童に対して、ほっぺにチューをしているのを見ました。児童がかわいくてたまらない

　気持ちは伝わりますが、教育者としては、その行為が適切でない事は知って頂きたいと思います。

・担任の先生と接することが多いと思いますが、他のクラスの先生方も悪いことをしたら叱ってくれてありがたいと

　感じます。ただ○○先生の女児に対する接し方について嫌悪感を感じます。先日ひざに乗せた女児の

　頬や首に何度もチュー（口を付ける行為）をしていました。きちんと指導する必要があると思います。

　　大変申し訳ありませんでした、この報告を受け、緊急会議を行いました。このような事が二度と起きないよう、

　　　また誤解を与える言動を慎んで参ります。教育者・保育者として適切な関わりでなかった事

　　　を厳重注意しております。

・職員間の情報共有ができていないと感じる場面がありました。日中「頭が痛い」とある職員に伝えたようですが、

　帰りの担当職員には伝わってなかった時がありました。

　　　大変申し訳ありませんでした。お休みの連絡や伝言が多くなる日は慌ただしく

　　　連絡の伝え方が疎かになってしまったのだと思います。今後は注意していきます。

　　　ご指摘ありがとうございました

・「こんな言い方違うな～」と思うときもありますが、先生達も人間ですし、

　イラッとすることもあるからと理解するようにしています。

・先生によります。心で接してくれている先生はすぐにわかるし、子どもたちにも伝わっている。逆に威圧的だったり、

　厳しさと気分で八つ当たりしている先生はこどもも察しています。

　　　大変申し訳ありません。

　　　緊急会議の中で厳重に注意しております。今後もこのような、不適切な保育態度の職員がおりましたら

　　　ぜひ実名で教えて頂けると助かります。よろしくお願い申し上げます。

・子どもの保育園での様子をちゃんと毎日教えてくれるし、話しやすくて良いです。雨の時は傘を貸してくれたり

　車まで連れて行ってくれたりして本当に助かってます。

・先生方は笑顔で挨拶してくれて、気になる事なども伝えやすい環境である。

○　職員の保護者対応についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　６５　名　　　　　②概ね満足している　　　　　　９　名

　　③やや不満である　　　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　　　０　名
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・日々、大勢の子どもたち1人1人を事細かく見てくれているのが伝わります。いいことや悪いことばかりではなく、

　その時の対処もきちんと伝えてくれるので安心です。

・子どもの様子を伝えてくれ、少しでも気になることがあると伝えてくれるので安心です。

・いつもやさしく丁寧に対応していただいてます。メールの連絡も助かっています。

・登園やお迎えの時、すれ違う先生方はいつも笑って挨拶してくれたりで、子どもが悪いことをしたときに親に伝える

　時もとても丁寧でただ、お家でも頑張ってください、ではなく「一緒に頑張りましょう！！」と言ってくれてとても

　助かります。

・いつもていねいにお知らせや、園での様子の事などを話してくれるし、みんなニコニコ笑顔なので良いと思う。

・子どもの園での様子、良いことも悪い事もお話ししてくれてありがたい。世間話出来るフランクな対応で

　とても楽しいです。

・ニコニコ挨拶してくれます！！気持ちいいです！

・子どもが好きな先生を教えてくれる。送迎時に子どもの状況を丁寧に聞いてくれる。

・いつも笑顔で対応してくださり、質問すれば丁寧に答えてくれます。

・みなさん、いつも元気に優しく対応してくれてます。

・保育園の様子をわかりやすく伝えてくれるので、送迎時安心することが出来ます。どの先生も明るく笑顔で

　対応してくれるので満足しています。

・非常に丁寧に接していただき、満足しています。

・あいさつや受け入れ、迎えの際に少しではありますが、子どもの様子を話して頂いたときには、よく見てくれて

　いるんだと感じます。また、笑顔が素敵な職員が多いので、これからも笑顔で仕事をして頂きたい。

・台風や雨天時などは傘をそれとなく出して下さったり、子連れのお子さんを抱っこしてくれたりと、優しさ・心配りに

　いつも心がほっこりします。どの先生もいつも笑顔で挨拶してくれるので、先生の笑顔で仕事の疲れも癒されて、

　先生との会話でもいやされています。夢にまで先生が笑っている姿がでてきますよー

・台風時など男性の先生方が荷物を持ったり、子どもを抱っこして車まで連れて行ったりと大助かりでした。

・先生たちはいつも明るく、あいさつも上手で逆に親の私たちが見習わされてます。

　子どもたちへの態度も優しく、時にはきちんと叱ってくれていて、安心しています。

・お迎え時に日中の様子を教えてもらえると(具体的にこのオモチャで遊んで～など)子どもを見てもらえてると

　嬉しく思います。先生方が笑顔で教えてくれるので、イタズラなどに対しても、私も気持ちが焦ることなく

　対応できるのでとても助けられます。また、しつけで困っていることも声かけなど具体的に

　教えてもらって助かります。

・お忙しいなか、子どものことをよく話してくれるので、助かります。
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・子1人1人を大事に見ている感じもあり、特に気になる点なし。

・園での様子も細かく教えてくれ、家での悩みも相談にのってくれとても助かっています。良いことだけではなく

　悪いこと（お友達をたたいた等）もしっかり伝えてくれるのでありがたいです。

・雨の日、車まで一緒に傘をさしてくれたりするのは助かります。

・とても丁寧に対応して下さっていると思います。働いている私たちからしたら、明日の事も口頭やメールで

　教えて下さり助かります。

・すれ違う際も、いつも笑顔で挨拶してくれます。担任の先生とはちょっとした事でも相談でき、一緒になって子育て

　して頂けていると思います。

・先日こどもが、5歳児なのに、ゆたか・豊見城こども園に入れないというトラブルが起きた時に、園長先生は

　真っ先に市役所に抗議してくれ、先生方も署名に協力してくれたり、応援の言葉をかけて下さいました。

　「相手の事を自分のことのように思える」素晴らしい職員の皆様に感謝しています。

・いつも感謝です！

・職員のあいさつや対応等とてもすばらしいと思います。

・しっかり向き合って話をして下さりありがとうございます。

・笑顔で話しかけてくれるので、親しみやすい

・去年まで先生方は挨拶で声かけしてくれたりしましたが、声かけもなくなりました、残念です。親としても

　声かけづらいです。

・お迎えの時先生と目が合い挨拶しますが、先生は子どもへの声掛けを行い挨拶しない方が一部います。

・素直に話をしてくれる先生、細かな内容で出来事を話してくれる先生、些細な事でも真剣に聞いてくれる

　先生、本当に毎日ありがたいです。ただその日の体調？気分？によって表情がいまいちな先生が

　少し気になります。

　　一日の始まりは挨拶から！と言うように挨拶は大切だと考えます。

　　子ども達の見本となる保育者がしっかり挨拶できるように全職員へ指導・周知していきます。

　　不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。

・４～5年前の先生方と現在の先生方、担任でなくても保護者への接し方が違っている。若い先生方は人と

　接するのが苦手なのか。。。ベテラン先生がもっと見本となって頑張ってください

・保護者に対しては、恥ずかしいのか、遠慮しているのか挨拶をするときに笑顔が少ない気がします。

・ほとんどの先生は目が合ったらすぐあいさつしてくれたり気持ちの良い対応ですが、わざと見ないふりしたり、朝一
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　会っても何もあいさつしてくれない方（先生）もいます。ちょっとさみしいなと感じます。

・子どもたちの名前を覚えてくれていて、声をかけている先生方が多くて素敵です。

　朝の受け入れ時、立って受け入れる先生・座ったままで受け身の先生がいるので、

　あさは座ったままじゃなく対応してもらえるといいですね。

・遅れていくと入口まで来てくれない、仕方ないと思うがせめて遠くからでも顔を見て体調等を確認してほしい。

・ほぼお迎えにいけないのでコミュニケーション不足な所もあります・。

・挨拶をせずすれ違っただけでも無視する先生がいるこの先生一人だけで、他の先生方はいつも笑顔で

　お互いに気持ちよく挨拶をかわしあえます。

・男性職員が増えたことは良いことだと思うが、女性職員に比べてあいさつをしてくれない時が多いと感じる。

　特に駐車場や玄関では、こちらからあいさつをしても返事がないか声が小さい時が多い。

　申し訳ございません。少し緊張していたかもしれません、ゆたか認定子ども園では男性保育教諭の特徴を生かした

　役割を保育現場で大きく期待されています。体を使った子どもとの遊びでの活躍や行事の際の重い荷物運びが

　スムーズに進むなど、活躍できる場面は現場にたくさんあります。父親的な役割の出来る保育教諭がいることで

　保育の幅が広がっていくと考えています。保護者の皆さんが安心して気持ち良くお子様を預けることができるよう

　指導いたします。保育園、保育士でありたいと思います。ありがとうございました。

・good‼バスでのお出かけが多いこと。園庭での遊びが広いこと。体力を使うので夜更かしが減り、

　親としても非常に助かる。

・園庭もきれいに整備され、とても良いと思います。

・庭もリニューアルして、子どもたちも毎日楽しそうです。

・りす組ですが、お知らせや掲示物、登降園時の雰囲気は、とてもすばらしいと思います。

・年齢が違う子どもたちとも交流させてもらっているからか、廊下であった時も話かけることができて満足しています。

・キレイ・清潔である。

・園庭もキレイで、すれ違う職員の方もきちんと挨拶してくれるので、とてもいい環境だと思う。 ・

・子どもたちの笑顔がいつもいっぱいで、先生方も笑顔でとても良い雰囲気だと思います。昨年、園庭もリニューアル

　されて、子どもたちの遊びの幅が広がってより笑顔が増えたと思います。

・園庭もリニューアルして楽しそうだし、絵本も充実しています。

○　保育園環境（雰囲気）についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　６６　名　　　　　②概ね満足している　　　　　　７　名

　　③やや不満である　　　　０　名　　　　　④不満である　　　　　　　　　０　名
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・前の園庭でも、十分に楽しめる環境に思えたのに、子ども達をもっと楽しませるために整備してくれてありがたい

　です。現状に満足せずに、常に保護者の意見も取り入れて、園をよくしていこうという姿勢に好感を持ちます。

・絵本の貸し出しやその日の保育の様子（ムービー）等でとても良い！

・先生方も活気があり、いつも明るくいい感じです。

・園前の歩道が新しく整備された時、とてもすべりやすく危ないなと思っていたら、すぐに対策されたので

　安心しました。

・絵本の貸し出しは、絵本好きな我が子にはとても助かっています。

・問題なし！リクガメが入口を壊さない限りで！（笑）

・園だよりは最初「子どものクラスだけで十分」と思っていましたが、月齢が上の子のクラスも見れることによって、

　今後の参考になり、まとまってとても良かったと思います。新しい園庭もステキです。

・園庭も新しい遊具などが出来、子ども達も楽しそうに遊んでいるので良いと思います。

・園庭もキレイで大きく子どもがのびのび過ごせる環境に大変満足です。絵本の貸し出しも多く子どもも

　喜んでいます。他の園と比べると保育環境がとても整っていて親も自慢できる保育園です。

・翌日の準備物は分かりやすく提示してくれたり、口頭でも伝えてくれます。少しの怪我でもメモで伝えて下さるので、

　安心感があります。忙しい中でも本当に細やかな気配りをして下さっていると思います。新しい園庭も子ども達は

　とても喜んで遊んでいるので、ありがたいです。

・すべてＯＫ。とくに絵本の貸し出しで、中央図書館からも借りてきて頂いているので、ありがたいです。

・とてもキレイで良い環境だと思います。

　バスでお出かけ時の写真の掲示物を見て「○○こっちいるよ～」など子どもと楽しく会話することが出来ます。

　園庭の整備もとても満足です。　

・特になし

・いつもキレイにしてくれて感謝です。

・環境すべてに満足してます。

・園庭も充実していて、どこも清潔感があり、素晴らしいと思います。

　絵本の種類も多く、貸出してもらえるので嬉しいです。

・ムービーでその日の内容が確認できることは良いと思います。

・以前の園庭は赤土でしたが、今は人口芝になり、裸足で遊べて、安全で清潔になったと思います。

・絵本の貸し出しは子どもが楽しみにしている。
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・ＨＰ・メール等があり、情報がすぐ見ることが出来てとても良い。

　園庭は、親も遊びたくなるくらいとてもおもしろそう。

・あいさつ運動を子どもたちがしてる時は朝から沢山元気をもらえるし、先生たちもちゃんとあいさつをして

　くれるので、自然と子どもにあいさつの習慣がつくのでとても良い環境だと思う。

・1日の様子でビデオが流れたりしていて確認できたり、1階にはぞう組さんとかのお出かけした時の写真が

　あったりで、園の良さを感じることが出来ます。

・先生方もあいさつしっかりしてますし、朝・夕ともに気持ちよく対応してもらっています。

・園庭の広さ、絵本貸し出し、玄関口での先生のあいさつ、満足です。

・日々の保育園での様子をビデオやホームページで見ることができて、安心でもあり楽しめる。園庭も子ども達が

　楽しく遊べる作りになっていてうれしい。

・カラフルな掲示物が多く、園も明るくて良いと思います。

・新しい園庭もとてもすばらしいです。

　本園の門の音が大きくて少し開けにくいです。どうにかなりませんか

・登園時（雨の日）だったのですが、こども2人連れていて、（1人は抱っこだったので）歩かせている子も気にしながら

　玄関に急いでいたのですが、玄関前にいた先生が傘をさして立っていたままだったので、出来れば歩いている

　子どもを誘導して欲しかった。別の雨の日（他の先生）だった時は誘導してくれたりと助けていただいていたので

　その時はありがたいなぁ～感じています。

　５～６年前までは、各クラスの部屋に何も置かない一斉保育(一斉活動)が主流でしたが環境の研修により

　各クラスに各年齢(発達)に沿った遊びを取り入れ、一人ひとり遊び込めるコーナー保育を取り入れました。

　コーナー保育を取り入れる事で、この子が今何で遊びたいのかが選択でき、遊びから集中力を学ぶこと

　ができます。また、園庭を大改造し、足腰を鍛える遊具を設置しました。子ども達が遊びの中で子ども達同士

　協力し合い、楽しくたくましく育って欲しいです。　

　子ども達の園での様子が、保護者と子ども、そのご家族皆様で会話を楽しんで欲しいと、クラスの前には

　日々の活動が動画で観て頂けるように設置しています。また、絵本の読み聞かせはとてもいい事なので、

  　今と変わらずご利用下さい。　貴重なご意見ありがとうございました。

・アンケート結果を掲示するときがありますが、日々の送迎時に見ることは、時間的に難しく、

　園のホームページに公開してほしいです。←3月1日upを確認できました。ホームページの感染症情報の更新が

　H30　8月で止まっている。大事な情報なので、まめに更新してほしいです。

・満足はしています！ただ今回気になることがありました。はっぴょう会前に子どもたちにあげるプレゼントがクラスの

　棚の上に置かれていました。こんな物は子ども達の見えないところに隠してプレゼントの楽しみを味合わせた方が

　いいな～と感じました。ゆたか保育園の子ども達は人数が多いから全員分隠すのは大変かな・・・（笑）

・ホームページのお知らせや感染者情報等の更新がもう少しあると状況が分かりやすくありがたいです。

　気遣い・心配り・人を思いやる心大事ですね。職員指導が行き渡らず、不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。　

　再度全体で周知し、見直していきたいと思います。ご指導ありがとうございました。
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・園での生活が充実している分、保育士の先生方の負担は大きいんだろうなと感じます。市や県、国などが

　もっと保育士の待遇を良くし、先生達にとっても働きやすい職場となってくれればと思います。

・給料を上げるべき！市の補助が必要！

・ゆたか保育園に関しては、先生方も子どもを敷地に預けながら、仕事が出来ているので、いい保育園だなと

　感じます。こういう保育園がもっと増えるといいですね。

・保護者で土曜日の勤務の方だけ土曜保育を受けつけるのはどうでしょうか、

　保育士=給与が安いのイメージが根強いと思います。実際はそうでもないと思いますが、世間の意識を変え

　いわゆる隠れ保育士さんを引き出していければいいと思います。

・保育士の負担軽減は子どもたち相手なので、ちゃんとした休みが取れるようにした方が親として安心する。

　先生たちの体調管理なども負担軽減することによって行き届くと思う。

・月１～2回、土曜日を休園にする。残業や持ち帰りの仕事をなくす。そのために保護者が出来ることを手伝うのは、

　どうでしょうか。（ボランティアで）行事で使用する小物の製作等、貼り紙で募集する。又、小学校のように

　絵本の読み聞かせ・保護者が先生の代わりに何かお話しする、時間を作る等・・・

・難しい・・・ですが、保育士さんと別で、保育補助さんとしても人を増やす？とかです・・・

・もっと外注や外部委託に頼っても良いと思う。諸々の準備や製作にかかる労力と時間をもっと我が子を見る時間に

　当ててくれたら預ける親としても安心です。

・長時間労働や持ち帰りの仕事をしても報われるような賃金体制を整備することが大切。又外部（英語や体操）

　講師の時間を増やして先生方の個人の時間を確保するなど負担軽減に取り組んではいかがでしょうか。

・保育士だけで行事の準備や写真の手作りをしているので、保護者に声掛けしても良いと思います。他の保育園では、

　卒業生の胸につける花を在園児の保護者が作成している所もあります。又、1年間のアルバムも保護者が園に

　集まって作成している所もあります。

・みなさん、各々、家庭や育児があると思いますので、残業はできるだけしないよう、保育士のみなさんの負担が

　減る事を祈ってます。

・保育士さんの存在は、働くママにとってとても大切な物です。しかし、子ども相手の仕事は、責任も大きく、

　体力的に厳しいと思います。給与が実際どのような物か分かりませんが、責任にともなった分が

　形になってくれればいいなと思います。

・先生方のお休みがきちんととれているかな？と思います（←保育士不足の為）できるだけ仕事が休みの平日や

○　保育士不足が深刻な社会問題となっています。
　　保育士の負担軽減や働き方改革について、ご意見をお聞かせください。
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　土曜日は早くお迎えしたり、家庭保育をして負担軽減を図っていきたいと思います。

　　（親も休みの時は出来るだけ家庭保育をしています）

・認定こども園になることで、土曜日など預けない人が多数出ることで、お休みが増えてくれればいいなと思います。

・子どもを預けている立場で、大変ありがたく、又人手不足で大変だと思われます。私も土曜日が仕事休みなら、

　休ますのですが、他の親子さんの立場が分からないので、何とも言えませんが、土曜日を隔週で休むか、

　15時くらいで早めに終わるか、実際は土曜日家庭保育できる方はいると思います。

・子育てをして、改めて保育士さん凄い！と思いました。親ではうまく言い聞かせられないことも、先生方に言って

　もらえると子どももちゃんと聞くので、やはり専門職はすごいと思います。給料アップも必要ですが、長く働くには

　休みがとりやすい時間の融通が利くことも大切だと思うので、人数を増やしたり、外部に委託？も必要なのかな・・・

  と思います。

・行事等は出来る範囲で良いと思います。仕事の持ち帰りゼロや、残業ゼロを目指して

　業務軽減してあげて欲しいです。

・スタッフのローテーションには少ないので大変だと思います。待遇面で人が集まる、保障されると良いなと考えます。

・保育士の処遇改善と家庭保育が可能な環境づくり等が必要になってきていると思います。

・負担をもっと軽減するべきだと思います。保育士がいなくては働けないので、もっと待遇を良くしなくては！

　と思います。

・土曜日の保育時間短縮とかですかね～。（働いてる身としては1日見てもらえると助かりはするのですが。）

・1人でも多くの子が保育してもらえるように（先生方の負担軽減はもちろん）改革は必要だと思います。

　でも負担軽減によって保育の質が悪くならないように対策してほしいです。

・ゆたか保育園は、保育児さんが多いと感じていましたが、今回本当に不足しているんだなぁと実感したので・・・・

　土曜保育は、親が仕事や用事で家で保育できない家だけにする・・・親子のコミュニケーションも多くなり

　良いのでは。運動会、はっぴょう会の備品衣装の作成は、父母の有志を募ったり、業者発注にする。

　思い出アルバム、1人ずつ心がこもっていて、素晴らしいのですが、保育士の残業、持ち帰りを減らして、

　仕事から離れてリラックスして頂きたいので、業者発注にする。または集合写真のみ。

　親の立場としてせっかくのすばらしい先生方をつかれて仕事を離れてしまったり、家庭との両立が出来ず辞めて

　しまうことをできるだけ避けたいです。また、新しい保育士も、良い環境で迎えて長く続けてほしいです。

・時間外の労働をへらす、保護者ОＢ会などを作って、業者などの製作などОＢの保護者に手伝ってもらうなどして、

　負担を減らす。

・給料を増やすのが、1番いいと思うが、国に何らかの補助してほしいです。負担を軽くするには、人数を増やすのが

 いいと思う。園の質が下がらないように、先生方の負担が減らせるように。

・土曜日の家庭保育を増やす。保育士の給料増額など、

・土曜日の保育は予約制でもいいのかなと思います。当方に比較的見てくれる人がいたりするので、なるべく預けない

　ようにしてはいますが、仕事の日が前もってわかるので、事前予約なら先生たちも人数調整ができるかなと
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　思いました。

・保育士不足や負担軽減等、とても大変だと思いますが、共働きのため、土曜日も快く預かって下さり、

　とても感謝しています。

・行政に給与ＵＰを望みます。保育士あって、私は仕事ができ、生活することが出来ています。子どもたちが

　楽しく登園してくれるから、私は安心して仕事ができます。なので、保育士の待遇を良くしてほしいと

　心から思います。

・土曜日は二回だけ（隔週）ＯＰＥＮするとか土曜日完全にお休みの保護者は、土曜日は1回だけの使用にするとか

　年長・年中さん年2～3回一緒に保護者も遠足に行き午前中で解散するとか。年少さん行事に保護者も参加して

　もらい午前中のみで解散する（お散歩・保護者参観2回・運動遊び）

・負担軽減のための土曜家庭保育について協力を促すことは、必要だと思います。いつもありがとうございます。

　しかし毎週確認されると嫌気がさします。

　保育士不足が深刻な社会問題となっています。今現在ゆたかで活躍してくれている保育教諭が長く働き

 　　続けて行けるよう働き方改革が必要だと考えています。保育者は子ども達の成長・発達を計画し、

　　保育活動後一人ひとり記録し、課題を話し合います。また、行事・手作り物などの業務は子ども達の

　　お昼寝時間だけではできず、残業や持ち帰りになることもあります。

　　保護者の皆様の保育者に対するお言葉に本当に嬉しく思います。皆様のご意見にありますように、

　　土曜日の家庭保育にご協力頂けたり、平日でもできる時は早めにお迎えをして頂いて、子ども達との

　　時間を大切に過ごして頂けたら何よりです。また、産休・育休・短時間保育を利用されている保護者の皆様、

　　引き続き土曜日の家庭保育にご協力下さいますよう宜しくお願い致します。

・自分でできることも増えてだいぶお兄ちゃんになりましたが、先生方の手厚いサポートのおかげだと思います。

　どんなに忙しくても常に笑顔でいる先生たちに本当に感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。これからもステキな

　先生方との出会いが親子共々楽しみです。これからもどうぞよろしくお願いします。

・日々成長する我が子。その成長が嬉しくもさみしく感じる私です。成長するたびに違う悩みができ、1人では対応

　できないことも・・・そんな時先生方が親身に話を聞いて下さり、とても心強く、助かっています。

　またお出かけが多いことも助かっています。私1人では遠出するのが、思ったよりも大変でお出かけをあきらめる

　行き先もあります。それでも園でお出かけすることで、子どもにとっては、思い出や知識が増え、よい成長につながる

　と思うので、感謝しています。私もゆたか卒園児なので、とても誇らしく思います。

　

・保育士不足と騒がれる時代の中、日々頑張ってくれ　預け先があることに感謝しています。

　

・毎日、子どもたちがお世話になっています☺　朝もお迎えも家でもバタバタで子どもと密に接する時間があまり

　ないんですが保育園での様子を毎日細かく教えてくれたり、先生方には感謝でいっぱいです。いつのまにか一人で

　出来ることが増えていたり子どもの成長を日々感じています。「もっと先生と遊びたかったー！！」や

　「次のクラスも○○先生が良い！！」と、うちの子ども達みーんな、先生大好きです ♡いくら子どもが好きでも毎日

　子どもとふれあうのは多少大変な事だと思います・・・が・・・頑張ってください。これからもよろしくお願いします！

○　その他何かご意見等がございましたらお聞きください。
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・りす組の先生方いつもありがとうございます。子どもに対する接し方や、保護者にたいしての対応は、いつも笑顔で

　細かく保育内容を話して頂ける等、とてもすばらしいと思います。　運動会やお遊戯会も、とても上手に楽しそうに

　していたこと、とても熱心に指導していただいたのだろうと感じました。本当にありがとうございました。

　

・毎日早朝から遅くまで開けて下さって、本当に感謝しています。先生たちは大変だとおもうのですが。私たち

　家庭保育が必要なときはなるべく預けなくていいように努力するようにしています。これからもお世話になるかと

　思いますがよろしくお願いします。

　

・うさぎ組のしょうこ先生いつもニコニコです。おなかもだいぶ大きくなってきてるのに毎日元気に頑張ってます。

　無理せず体調に気を付けて元気なお子さんを産んで下さい。いつも子どもを見守ってくれてありがとうございます。

　

・毎日多くの子どもたちと向き合って、とても大変な仕事だと思います。家では、なかなか伝わらないことも、

　先生の一言で理解できたりします。先生が言った一言が子どもの心に残って、やる気や目標になってることも多く

　あります。とても助かっています。ありがとうございます。家族以外で優しく、厳しく接してくれる大切な存在なので、

　これからも安心して子どもを預けたいと思います♡

・他の保育園に通っている母親に話を聞いてみると、ゆたか保育園が1番いいです！先生方の対応は

　素晴らしいです。どうしたら園長先生の思いが下にまできちんと行きとどくのか？他の企業も学ぶべきだと思います。

・いつも子ども達の為に保育してくださりありがとうございます。家庭でも出来る限りの愛情を子どもにと思いますが、

　気持ちにゆとりがない時など食事や保育園での様子を見て沢山先生達からも、大きな愛をもらえているな～

　と感じています。感謝の気持ちでいっぱいです。先生達も体に気を付けてくださいね！FIGHT！

・保育士のみなさま。いつも温かな笑顔で、子どもたちを育てて下さり、ありがとうございます。子どもが3才なら親も

　子育て3年目、5才なら5年目と子育てに戸惑うことも多く、ストレスなどで、子どもに優しくできないこともあります。

　園に子どもを送って、帰りに迎えに行った時、子どもが思いっきりの笑顔で「ママ～」って抱き着いてきてくれると、

　今日も園で先生やお友達と楽しく過ごせたんだなぁと安心し、幸せな気持ちになります。保育士さんは、

　仕事で子どもを保育出来ない親から子どもを預かる仕事ではなく、親と子どものサポーターとして子育てを一緒に

　頑張ってくれる家族みんなのヒーローです。これからも人を育てるステキな仕事に誇りを持って、頑張ってください。

　いつも感謝の気持ちでいっぱいです。

・いつも笑顔で声かけて下さるので、子どもを預けて安心して仕事が出来ています！！

　とても大変だと思いますが、これからも頑張ってください！！

・毎日先生方には、温かく見守っていただいているなぁと感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。きりん組になり、

　自分勝手に動き回るのが多くなってくるんじゃないかな？と不安でいっぱいでしたが、担任の先生はもちろんの事

　同じクラス内の先生方や、他のクラスの先生にも声かけてもらったりと、とても心強いです。

・仕事で疲れていても笑顔でいつでもあいさつしてくださったり、声をかけて下さる先生方に、毎日癒され、

　疲れも吹っ飛びます。ゆたかだから安心して、預けられます。ありがとうございます。

・いつも一生懸命に子どもたちや保護者と接する保育士の先生方の姿をみて、感謝の気持ちでいっぱいです。

　また行事等で子どもたちの衣装や会場設営など子どもたちの保育以外での業務もこなしていることは、本当に

　すごいと感じます。先生方のおかげで私たち保護者もいろんなイベントに参加し、こどもたちの成長する姿を

　見ることが出来ます。ありがとうございます。

22



・いつもありがとうございます。毎日の保育お疲れ様です。保育士さんがいないと私たちは安心して仕事が出来ません

　本当に感謝しています。子育てもそうですが、自分に余裕がないとこどもに対しても余裕を持って接せられないので、

　先生方も日々の業務がゆったりと行える量になればと思います。園長先生お願いします。　こちらは毎日子ども達を

　預かってくれるだけで満足です。

・今、息子はキリン組さんです。早生まれなので、クラスの中でも何かと手がかかる方だと思います。

　それでも「今日は○○出来ましたよ～」と成長をほめてくれ、泣いても「泣いているのも可愛いですね」

　「今だけですよ」「こうやって繰り返して大きくなるはず」など前向きな言葉をかけてもらえるので、毎日の送り迎えは

　親の私も楽しみな時間です。また病気休み明けには「お母さん家庭保育お疲れさまでした」と労ってもくれ、

　共に子を見守る家族のように感じていますバンビに入った時は食べず飲まず眠らず笑わずで、楽しめるように

　なってくるよ、進級してしまい、環境が変わったことで、行きたくないと泣いていましたが、通うにつれ笑顔が増え

　先生の名前が会話に出てて来るようになり、帰らないことを増え、休みの日も「園庭行きたい」と言うようになり。

　きっと、りす組、うさぎ組、ぞう組と進級するたび何や問題が出てくると思いますが、ゆたか保育園の先生方なら

　きっと親と一緒に子の心を開いて成長させてくれると信じてます。

　本当に日々感謝しています。ありがとうございます。

・子ども達一人ひとりのことを考え、みてくれていることが伝わってきます。子どもの成長の発達に親では

　出来ないことも多く、保育士さん達の関わりに感謝しています。

・いつもステキな笑顔で受け入れてくれて、とても感謝しています。

　

・キリン1組の先生方、1年間ありがとうございました。子ども達の様子をいつも親切丁寧に教えてくれて、親の私たち

　も安心して預けられたことに感謝しています。親も先生方に安心していろいろと相談することができました。

　1人1人の先生方がとても明るくゆたか保育園全体が明るく教育方針もすばらしい保育園だと思っています。

　これからもすばらしい園であり、親としてもこれからも自慢な園である事を願っています。

　

・毎日お仕事お疲れ様です。先生方の働きにとても感謝しています。愛する我が子が安全に楽しく1日を過ごせるのは

　先生方のおかげです。いつも思いますが、私に保育士は出来ません。肉体的にも精神的にもハードに思います。

　尊敬します。（人として母として）　いつもありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

・ゆたか認定こども園の先生達との出会いに日々感謝しています。悩んでいること（最近の子どもの様子）も、

　気さくに話が出来るし、こうしたらいいですよーと先生のおかげで育児も楽しんでいます。この出会いがなかったら・・

　今頃育児楽しめていたかなーと思うくらいです。先生方、毎日子どもたちの為にありがとうございます ♡

　

をこめて・・・これからも末永くゆたか認定こども園が地域に愛される

よりどころになりますように。

・子ども達の事を考えて、いつも安全に保育をしていただいている。先生方にとても感謝しています。

　ありがとうございます。

・いつもありがとうございます。親子ともに成長させてもらって感謝しています。

・いつも丁寧な保育をして頂き、とても感謝しています。安心して子どもを預ける事ができるので助かっています。

　子どもが伸び伸びと、保育園生活を楽しんでいるのを見るとゆたか保育園に入れて良かったと思っています。

　先生方、いつもありがとうございます。

尊敬 感 愛
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・ぞう組　なーりー先生　

　下の子（赤ちゃん）が産まれたばかりで、冬場でもありインフルなどの、流行りも心配してくれ、ぞう組の行事も日を、

　改めてやってくれたり、個人面談も心配してくれ、赤ちゃんの預け先も確保してくれて、本当にうれしかったです。

　「大変ですよね」や「大丈夫ですよ」と言葉かけも本当にうれしかったです。個人面談シーズンで

　忙しいはずなのに・・・うれしくてうれし泣きしました（笑）どの先生も優しいし、本当すてきな保育園です。

　ゆたか保育園は人気で倍率も高いとママ友が言ってました。

・子どもを預けて安心して仕事が出来る事で生活が成り立っているのは、保育園及び保育士さんのおかげです。

　子どもの事を見ていただいてるだけでなく、出来る事が多くなったり、親でも驚くようなことを話したりと家に

　いるだけでは、得られない貴重な学習や経験を毎日させていただいて、本当に感謝しております。

　

・平日、土曜日もイヤな顔をせず、預かってくれるので助かっています。

　

・毎日、子ども達の世話ありがとうございます！！早い時間から遅い時間まで本当に大変ですよね・・・ｲﾔｲﾔせず

　通ってくれます。行事にはすごく力を入れてくれて毎回大成功に終えて、毎回毎回感動だらけです。

　おゆうぎ会や運動会、子ども達ってここまで出来るの？とびっくりだらけです。もちろん子ども達の力もすごいです。

　大人より吸収しますからね（笑）だけど先生達がいつも必死に教えてくれて！！

　お迎え行った時も先生達が目を輝かせて一生懸命になってくれて・・・だから全て大成功に終わるんですね！！

　ほんとゆたか保育園はすばらしい・かっこいい保育園だと感じております。全力さを感じます。ありがとうございます。

　ゆたか保育園以外考えた事はありません。絶対ゆたかが1番です！！自慢できる保育園です。みんなに自慢

　しています(^^♪そんな保育園に子どもを通わすことができてうれしいです。これからもよろしくお願いします。

・いつも笑顔で、子ども達をみてくださりありがとうございます。子ども達は園と先生方が大好きです。

・園長先生をはじめ、先生方には本当に感謝しています！！行事前には、夜遅くまで園の明かりがついていたり、

　見えない所での作業等本当にありがたく思います。　兄弟でお世話になってきましたが、毎年

　「ゆたかで良かった！」と心から思います。

・先生方には毎日感謝しています！！お迎えにいくといつも園では子ども達の笑声が聞こえたり先生も一緒に

　笑ったりしている姿をみると「本当にいい保育園だなぁ」と思っています。職場やお友達と保育園の話をする事が

　ありますが、ゆたかが一番いい園と感じます。

・日々感じていますが、保育園がないと親は仕事ができない生活ができないと思っています。本当に感謝しています。

　感謝しています。子どもも保育園を嫌がることなく、楽しそうに通園していることがすべてを物語っていると思います。

　ただ子どもが好きだからの理由では勤まらない大変な業務内容と思います。「教育者」の目線で子どもだけではなく、

　私たち親にも色々教えていただけることが素晴らしいです。これからもよろしくお願いします。体が資本です。

　若い先生方も多いですが、若いからこそ健康への意識を高めてください。法人としても職員さんの健康管理に

　対するサポートをお願いします。

・いつも1人1人をみてくれ、1日の様子をちゃんと伝えてくれるので、保育園での様子も分かり安心できます！

　いつもありがとうございます。

・25才になるいとこが、幼いころお世話になった先生も、まだ頑張っていらして、入れ替わりが激しい保育士さん

　というお仕事を長く続けられるゆたか保育園は働くパパ・ママの味方だと思います。うちの子の口ぐせは、「ゆたかは

　たのシーサー！心から園が好きなようです。子ども達を預かるだけでなく、学びの場　成長の場としてみて下さり

　感謝ですしょうこ先生・ゆかり先生にはとくにお世話になりました。心で保育している先生方ありがとうございました！
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・子ども達がいつも楽しく通っています。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。

・ゆたか保育園に通うことができて、本当に良かったと毎年思っています。色々な行事を見ていても

　先生方にはとても感謝しています。ありがとうございます。

・朝、登園する時に、迎えてくれる先生方、元気よくあいさつをして欲しいです。子ども達も元気が出るだろうし、

　親も安心して預けられるので。（新人先生達がいたりするので、緊張したり慣れ慣れしくできないと思うけど）

　最近はしんたろう先生は朝は見ることがないのですが、先生くらいに元気よく且つ、子ども達に○○君

　今日もかっこいい！とか○○ちゃん今日も可愛いねー！など声かけしてくれるので、場が和みます。

　これぐらいの少しおバカ？？になって子どものテンションを上げてくれる、先生方がいてくれたら、イイですね。

　こども園も増えて、増々人手不足で大変ですが人気のゆたか保育園なので、これからも発展願ってます。

　　皆様の愛のあるお褒めのメッセージ本当にありがとうございます。

　　保育士が日々真摯に子ども達に向き合ってる姿を、保護者の皆さまに認めてもらえて感謝のメッセージを

　　いただけること、これ以上の喜びはありません

　　これからも、ご指導よろしくお願い致します。ご指摘があったことは、早急に改善して行きたいと思います。

・りす組のトイレ簡単でいいので、つい立てをつけてほしい。

　キューピー組から4年間先生が持ち上がりで、とても嬉しく思います。新人だった先生が、今では4年目で落ち着いて

　いて、たくましくなっていて、安心して預けることが出来ます。

・先生方の紹介ボードですが、本園・分園・ベビーガーデン・子ども園の先生すべて載せてほしいです。

　退職される先生がいれば事前にお知らせがあればいいなと思います。お世話になった先生に

　一言挨拶したいです！

・毎月の園のお手紙が見にくいです。表・裏でクラスがかぶってて毎月予定表を見て準備するのですが、

　見にくいです。前のように各クラスで月ごとの予定表が欲しいです。

　いつも子ども達を見て下さってありがとうございます。教育面や運動面にしても大変満足しております。

　これからもよろしくお願いします。

        ご意見・ご指摘をいただいた要件も解決に向けて早急に取り組んでまいります。

　　　　これからも、地域に愛され、子ども達、保護者の皆様にも愛される

　　　　認定こども園、保育教諭でありたいと思います。　ありがとうございました。　　

　　　　今年度も色々なお叱りの言葉、お褒めの言葉、私たちが日々保育をしていく中で

　　　　なかなか気づかない事を、色々な視点から教えていただき感謝しています。　
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