
・家で教えきれない事を園で学んでくれるので、沢山の経験をさせてもらっていることが分かる。

・今日は何をして遊んだの？と聞くと「ブロック！おままごと！マラソンした」と元気よく教えてくれます。

　ちゃんと答えてくれることも嬉しいですし、本当に楽しく遊んだなと様子が分かります。

　あいさつも、小さな声でしかできなかったので、日を重ねていくと大きな声であいさつ出来るように

　なりました。

・子ども達の様子を見ていても毎日お話聞いていても楽しそうに話してくれるのを見ているし、

　HPの様子を見させていただいても、とても満足しています。

・体操もあったり、動くことがどんどん好きになってる子どもを見ると良かったな～と思います。

　最近体験した英語レッスンも楽しかったようで、帰ってきてからずっと歌ってます。

・お片付けの仕方、お友達との遊び、知恵遊具など、子どもの成長が日々感じられます。

・今日は○○先生と○○したよー！など、いつも楽しそうに報告してくれるのを聞いて私もすごく嬉しいです。

・外あそび、バスのおでかけが多く、色んな刺激を受けていつも娘が楽しそうにしている。

ゆたか認定こども園

○　ゆたかを希望した理由はなんですか？

　　　「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。

　令和元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」

　　①満足している　    38名　　　    　　②概ね満足している　　　６名

　　③やや不満である　　　　0名　　　　　④不満である　　　　　　　　　0名

▼　日々の教育・保育内容（園での生活や遊び、教育的内容など）について、

　　お子さんの様子を見てどう思われますか。

　　・自宅から近いから　２４名　・保育内容　　３１名　・園庭が広い　１９名

　　・先生の雰囲気　２３名　・定員が空いてたから　３名　・園長先生の人柄　１７名

　　・職場に近い・通勤途中　　８名　・園見学をして　４名　・給食　　１３名

　　　　・保育時間　１０名　・評判を聞いて　　１５名　　その他　　５名

ご意見・ご提案



・毎日子どもが帰宅すると、今日は○○した、誰と遊んだ、○○しちゃって先生に怒られたけど、

　ごめんねしたこと等、すべて話してくれます。話してる時も楽しそうだし、怒られたこともちゃんと言えるのは

　自分が悪くて怒られたことを理解してるからだと思う。

・家庭で出来ない教育をしてくれている事。

・体操教室をはじめ、毎日の活動内容が決められて良い。

・色んな経験を沢山させて頂けて感謝しています。今年度はクラスで、キノコ栽培をしていたのが、

　とても印象的でした。好奇心が広がるし、楽しみながら学べ、とても良いアイディアだなと思いました。

　おかげ様で、キノコ嫌いが無くなりました。

・体操教室、避難訓練など、家族でなかなか教えられない事を実践して見せてくれている。

　そしてバスで皆そろってのお出かけはとても楽しみにしてる様で、その中で団体行動の協調性・ルール等を

　楽しみながら学べていると思います。

・園で活動した内容を楽しそうに報告してくれたり、登園を嫌がることがありません。毎日楽しそうな姿が

　見れるのでとても満足しています。

・楽しかったと話してくれる。

・園庭も広くのびのび遊べているのが分かります。園内だけではなく公園へ行ったり、お散歩したり

　屋内・屋外での教育や遊びが充実してると思います。行事だけではなく、クッキングや製作などの

　スケジュールがびっしり詰まっていて、充実しているなと思います。先生方も大変だと思いますが、

　日々の園での生活が家でも影響されており、感謝しています。

　それだけ楽しい園生活を送っているんだなと安心しています。

・毎月充実した予定が組まれているので、子どもからの園での話を通して楽しさが伝わってきます。

・園での出来事を楽しそうに話してくれるので、先生方の話しをしますよ～！

　楽しかった話や、おかしかった話など。

・色んな事を経験させてもらっているので、子どももとても充実した日々を送れて毎日楽しそうに園でのお話しを

　してくれます！ここまでして下さってるのは、ゆたか認定子ども園さんが1番！だと思います。

・毎日園での出来事を話してくれたり、朝の受け入れの時に子どもが嫌がることが無いので本人も楽しく

　過ごせていると思う。

・新しい遊具や玩具が出来る度に楽しそうに話してます。

　子どもが常に楽しく過ごせるよう考えてくれていて助かります。

・子どもがいきいきしているのが分かります。日々新しい発見！を子どもが報告してくれます。

　最近では、ぬり絵の進歩をみられ、お花の絵の中に枠をはみ出さないように上手に塗る姿が見られました。

「ぬり絵上手になったね～」と言うと「うん！こうやってするんだよ～」と娘から教わってます。

・日々の園での出来事や活動内容を自分の言葉で説明したり話してくれるのが、とても楽しくて仕方ありません

　園生活を通して体も心も充実している証だと思います。

・毎日多様な遊び、教育内容で子どもも楽しんでいます。



・週一回の英語の時間を楽しみにしています。それに加えて日々の保育で英語の歌(定番曲)を２～3曲

　程歌えるようにして頂けると、英語力の向上・維持に寄与することが出来ると思います。

・以前に通っていた保育園と比べて、子どもが笑顔で楽しそうにしていて。子ども自身も楽しいと言ってるから

・お友達や先生方との接し方を、学んで、人との関わり方をいっぱい経験できていると思います。

・帰って来たら、今月の給食やお友達の話、先生方から、教えて頂いた事などを、楽しそうに話してます。

・家庭では出来ない体験や活動がいっぱいでき、子どもが毎日楽しそうにあったことを話してくれます。

・体操やバスでお出かけなど、色々な体験をさせて頂くのがとても助かっています。

・文字のおけいこ・体操・クッキング園外保育など、様々な活動を通して(園庭遊びも含め)子どもが

　いろんな事を学んでいると感じている。

・自宅での園での様子を楽しそうに話してくれます。お友達や先生とのやりとりも毎日色々報告があり

　刺激になっていることを感じています。

・いつも笑顔で登園してくれているので、毎日満足してくれているんだと感じています。

・お迎えに行くと「もっと遊びたかった！園庭で遊んでから帰りたい」とよく言われます。

　「もっと遅く迎えに来て！」(遊ぶ時間が増えるから)と園での遊びを楽しんでいるんだと感じます。

・日々成長を感じます。

・毎日「保育園行くよ」というと「よっしゃー」と子どもが喜んでいるので、きっと楽しく過ごしていると思うから。

・園でしたことや、勉強した事を家で話したり、出来た事を家でも練習しているし、英語の歌など楽しそうに

　歌っている。

・迎えにいくと必ず笑顔である。父兄と先生方のやり取りの場面も、信頼関係が保たれてる雰囲気を感じる。

・設備の充実・教育の内容(英語レッスン・体操など)

・毎日、園での出来事を楽しそうに話してきます。

　　今年度もたくさんのお褒めの言葉ありがとうございます。

　　ゆたか認定こども園では、毎月のカリキュラムをクラス担任が発達段階を踏まえ、計画しております。

　　年少児から遊道体操、年中・年長児になると英語レッスン・文字のおけいこ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、地域やとりまく環境に沿った保育を行っていきます

　　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。

・運動会やおゆうぎ会などをみると、ビックリするほど出来ていて、沢山先生が教えてくれているのが分かる。

　子どもも楽しそうに参加できていて、とても嬉しいですし、本当に楽しく遊んだんだなと様子が分かります。　　

・ゆたか祭りは初めて参加しましたが、先生方のおもてなしが心がこもっていて参加してよかったです。

　おそばも美味しく頂きました。運動会・おゆうぎ会も、練習もお家でやったり成長を見る事が出来て

　嬉しかったです。先生方が奮闘しながら教えて下さったおかげです。ありがとうございました。

・今回のおゆうぎ会も前回の開園前の列が乱れない様、改善していたりゆたか祭りも運動会も楽しませて

　頂いているし、感動と感謝しております。

・行事ごとの道具や、衣装、各年齢に合わせたパフォーマンスを子ども達や見る側も楽しめるように、

　先生方の努力がとても感じられ、感服致します。

・運動会やはっぴょう会、毎年先生たちの頑張りに感謝です。

・準備大変だと思いますが、はっぴょう会の衣装、運動会のダンス全てに感激しています。

・先生方の細かい部分まで手作りで作ってるものが多く本当にこちらが毎回感動させられます。

　ありがとうございます。

・運動会やおゆうぎかいでの景品や着物、飾りつけで、先生達の愛情たっぷり感じるから。

・初めてのマラソン大会、子ども達も楽しそうだった。

・毎年いつも感激しています。先生方の事前準備は大変苦労、努力されているんだろう

　と思います。特に今年はゆたか祭りがありましたが、とてもすばらしかったと思います。

　限られたスペースを有効に使っていて、本当に頭が下がる思いです。

　あと、おゆうぎかいの首里城は感激して涙がでました。小学校のおゆうぎ会より、胸に響くものがありました。

・行事前になると、お迎え時に見る練習の様子や子どもが家でも楽しそうに練習する姿を見て、

　本番を毎回楽しみにしています。♡先生方、子ども達の成長をサポートしながらの企画・製作指導に練習

　・・・・本当にありがとうございます！！本番ではクオリティの高さや、先生・お友達と一体になり頑張っている

　子どもの成長がみれ、毎回感動の嵐です！！

・行事を重ねる度に成長した姿が見れてとても嬉しいです！「園でやってる～♡」と自宅でもダンスの練習をしたり

　歌を歌ったりと意欲的な姿も先生方の指導のおかげだと感じています。

　　①満足している　　　４２名　　　　　②概ね満足している　　　　４名

　　③やや不満である　　　０名　　　　　④不満である　　　　　　　０　　名

○　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？



・ゆたかまつりは地域参加型で良かったです。

・すべての行事に感謝でいっぱいです。大規模なこども園でありながら全てにおいて細かくしっかり、行事を

　行っていることに感動・感謝でいっぱいです。先生方ありがとうございます！

　親も毎回行事が楽しみで仕方ありません。

・ゆたか祭りでは一緒にすごいマジックを見る事が出来て、子どもと一緒に感動したり、大喜びしている姿を

　見て楽しい時間と幸せな時間を過ごせました。ありがとうございます。

・すごく良くしてくれてると思います。子どものステキな思い出に残ると思います。親も楽しませてもらってます。

・いつも期待以上の行事内容で、子どもの成長だけではなく、先生方の行事に対する熱い気持ちが伝わって

　くるような出来栄えで毎回行事が楽しみです！ありがとうございます。

・親も子も楽しめるのですごく満足しています。

　ゆたか祭りでマサマジックを呼んでくれたのにビックリ！みんな楽しみにしてました。

・行事については、普段見られないこどもの姿や様子が見られ、また想像以上の成果(子ども達の表情)

　に感動しています。

　特に今年のおゆうぎかいの内容も中身も衣装も１つ１つが丁寧でその成果がちゃんと子ども達の表情に

　表れているなと感じました。　じぃじぃ　ばぁばぁも子どもの表情に驚かされていました。

・リハーサル等は移動が先生方大変そうだなぁと思いますが、どの行事も内容が深く素晴らしかったです。

・親子で楽しめる行事が多く、とても満足しています。

・毎度のことながら、クオリティの高さに感動しています。

・先生方は、子ども達の為に色々して下さって、感謝しかありません。

　お忙しいなか、色々な行事で楽しませて下さり、ありがとうございます。

・すべての行事に関して言える事は、丁寧な対応をされていると思います。ありがとうございます。

・毎回クオリティの高い行事で、見ても、参加しても楽しいです。

　行事ごとに子どもの成長を感じられてうれしいです！

・運動会やはっぴょう会は子どもの成長を感じることが出来る、貴重な体験になっています。

・先生、子ども、親が近い関係

・運動会や室内なので、天候に気にせず、助かります。

・年に何度か行われる行事に参加でき、いろんな企画がありとても良いと思います。

・スムーズに行事が進行できるよう、先生たちの協力体制を感じることができます。

・毎回楽しみにさせて頂いてます。先生達の日々の努力に感謝です。

・園児数の多い中で、色んなイベントも企画されていて、すごいと思います。



　運動会、おゆうぎかいでは、子ども達の成長を感じる場面を多く楽しませてもらっていますが、

　もう少し時間が短縮できれば…という気持ちもあります。

・みんなが楽しめるように工夫してあって、毎回何があるのか凄い楽しみ☺

　先生達もすごいがんばっていて本当に尊敬する！！

・各行事で子どもの成長が見られたのと、行事が終わったあとの子ども達の満足気な表情が嬉しかった。

・楽しいイベントを沢山していただき、家族みんなで楽しく過ごせている。

　また子どもの成長がたくさん見ることが出来た。

・先生方の指導が素晴らしいと感じます。

　　　行事へのご参加ありがとうございます。

　　　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。コロナの影響もございますが

　　　これからも行事など楽しいイベントを計画していきますのでご協力よろしくお願いします。

・あんなに多い園児がいる中、色んな行事がスムーズに進行されていて、すごいなと感心です。

　夕涼み会はやっぱりやるのは難しんですか？

・行事１つ１つにとても力をいれていて楽しませてもらってます。

　ただ、夕涼み会がないのがやっぱり物足りない気がします。

・行事が多すぎるような気がした。兄弟児の部活や、仕事との兼ね合い

　また保育士の負担を考えてもはっぴょう会・運動会くらいでも良いと思う。

・夕涼み会がなくなったのは寂しく感じます。

　他の行事は大満足です。　　

　　　夕涼み会に関しましては、わたくしたちどもでも行いたいのはやまやまですが、

　　駐車場問題等あらゆる要因により、行うのが困難と判断しております。

　　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

　　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を大切にしていきたいと考えています。



・給食参観時に一緒に食べた時にバランスも良く味もおいしかったです。

　おもち屋さんでくずもちを食べた時娘が「保育園の方がおいしー」と言っていました。

・苦手な物も少しずつでも食べた事など家でも話をする。

・「いつもおいしいのばっかりでる」と子ども達が言ってるので。家での食事と保育園の給食では給食の方が

　おいしいと言われへこんでいます(笑)

・良いと思う。「～食べたよー！！」「おいしかったー！！」と子どもがよく話してくれます。

　おいしい給食ありがとうございます。

・いつも手作りでおやつも家で食べない物にチャレンジして頂き助かってます。

・食育への意識も高く、家庭ではできないこともやって頂き、感謝しています。

　茶系が多いように感じるので、もう少し彩りがあると良いと思いました。

・よく考えて献立されている。

・和・洋・中・琉のメニューが出ているようなので、毎朝「今日の給食なんだろう」と話しや美味しかったもの

　の話題が出来るので良いと思います。

・家では苦手であまり進まないメニューも、給食でなら食べてくれます。

・入園したばかりは、食べれなかった野菜が食べれるようになりました。とてもおいしいそうです。

・メニューが多くて、色々な食体験ができているので嬉しいです。

・苦手な野菜も保育園では完食しているようで助かります。

　毎月の給食便りもとても勉強になります。

・バランスの良い食事で、味も美味しく、満足しています。子どもも毎日「今日のご飯何かなー？」と

　ワクワクして登園しています。

・給食の量について・いいぐらいなのかな、子どもは「今日○○たべたよー」と嬉しそうなので

　味もいいくらいだと思います。

・家でたべさせていないものとかも食べられるようになっていたり、迎えに行った時、必ず一緒に

　その日のメニューを見ていますが、「美味しくなかった」と言ったことが一度もありません。

○　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？

　　①満足している　　３８　名　　　　　②概ね満足している　　　　２　名

・栄養バランスの工夫・素晴らしく感謝しています。

　　③やや不満である　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　０　　名



・どこにも負けないくらい栄養面を教えて下さっていて、いつも素晴らしいメニューで美味しそうだなぁ～

　と感動しています。食材も豊富で色合いバランスもすばらしいと思います。

・子どもが給食おいしいと言って話してます。献立の内容を栄養士さんがよく考えて作られてるので

　とてもありがたいです。

・献立もしっかりしていて、食材や量もしっかりしていてすごいと思います。

　子どもからも給食美味しかった！今度これ作って！とリクエストがあります。

・毎日、全量完食している報告を受けるので、とてもおいしく食べているんだろうと思ってます。

　体重の増えや身長の伸びもゆるやかな方だった我が子の成長ぶりに驚く1年でした。

・バランスよく作られている。

・アレルギー食対応して頂いて、本当に助かっています。お迎え時には玄関にある給食のサンプルの所へ行き

　「ほら、見て美味しかったんだよ～♡いいでしょー」と嬉しそうに良く話しながら見ています。

　いつも美味しい給食を安全に提供して頂き、ありがとうございます。

・給食参観も行っていただけているので、色々学ばさせてもらってます。できればなんですが、

　子ども達に人気のメニューや裏技(苦手を克服できそうな)メニューがあれば、そのレシピをお便りに

　載せてもらえると嬉しいです。

・お家では食べてくれない、野菜をたべてるから

・園での給食は、ほぼ毎日完食です家だと食べない物が多すぎて、不安ですが、

　園で全部食べてるのを聞くと安心します。やはり野菜等は小さく切っていれてるのかな？

・納豆が自宅でたべられるようになった。おいしいっていつも教えてくれます。

・子どもに「今日の給食、何たべたの？」とよく聞いていて「○○だった！おいしいかった」

　「○○もあったけど、少し多かった！でも全部食べれたよね」と給食も楽しく完食しているようです。

　1階の「今日の給食」見るのが楽しみです！

・本人たちもお野菜を学校でもいっぱい食べてくれる分、自分でも食べれるのが増え、親側からしたら

　とてもありがたく、イベント事でもレパートリーが多く子ども達も喜んでおります。

・いつも子どもと展示食を見て「おいしそう～」と言って眺めてます。彩りも良く栄養もちゃんと考えられて安心です。

・家では作れないメニューで子どもも毎回完食している。

　栄養バランスが取れていて、子どももよろこんで食べている。

　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。



・パスタの食事でスプーンが出されていたので、食育の面でも食事に合う食器を提供して欲しいです。

・家ではなかなかすすまない野菜とかでも園でだと食べてくれてるみたいなので、安心です。

　おやつは少し少ないかな？と思う時があります。足りてるかな・・・

　　　２７年度より（株）コスモフーズに変わりよりよい食事を子ども達に

　　　提供できるように話し合いや、改善の要望をして連携しております

　　　このようなご意見もコスモフーズさんと意見交換して改善していきたいと思います。

・食育のチョコレート、家庭ではまだあげてないので、もう少し大きくなってからしてほしかった。

　　　申し訳ございません。クッキングの際子ども達が喜んでくれるお菓子作りで

　　　ご配慮が足りませんでした。これからのクッキングでの話し合いを持ち

　　　改善に努めてまいります。

・どのクラスの先生方も明るく、接していてとても安心感がある。

　子どもの名前・親の顔他クラスの先生でもしっかり記憶されていることがありがたい。

・とても満足です。ありがとうございます。

・「ひとみせんせーだいすきー」と日々話しています。

・子どもが別の事に気を取られているときちんと顔をみて話すようにしているので、

 きちんと接してくれていると思う。

・どの先生も優しく接してくださっているので満足です。

・細かいところまで見てくれてて、すごいと思う。先生大スキです！

・一人一人子ども達の接し方が違いますが、子どもと先生の信頼関係が成り立っているのであれば、

　周りが見て少々の不安は気にしなくても良いと思っています。

・違うクラスの先生方にも名前を覚えていただいて、優しく接していただき嬉しいです。

・沢山の子ども達がいる中で、クラス関係なく名前を覚えてくれて笑顔で声かけしてくださり、とても送迎時など

　安心して預けられています。担任の先生も日々のあったこと、子どもに寄り添ってお話ししてくれるので

　私もいつも助けられています。

・先生方の挨拶がいつもすごいと感心しています！笑顔と声掛けが行き届いています。

・子どもから「この先生嫌い」という言葉を聞いたことがありません。「好き」とか「髪結んだ」とか嬉しそうに

　話していたり、怒られた時も先生の事を嫌ったりしている様子が無いので、接し方が良いからだと思ってます。

　　①満足している　　　　　３６名　　　　　②概ね満足している　　　　　　３　名

　　③やや不満である　　　　０名　　　　　④不満である　　　　　　　　　　０名

○　職員の子どもの接し方についてどう思われますか？



・いつも笑顔で、クラス担任以外の先生方も声かけて下さったりあいさつをしてくれてすごく好感をもてます。

　色んな先生が色んな子どもを知ってくれているのは、ゆたかの強味だと思います。

・子どもの1日の出来事を教えてくれるので、安心できる。

・先生達の名前や話をよく聞くので、温かく接して頂いていると感じています。先生方の子どもの接し方が

　上手なので勉強にもなっています。

・先生方から娘への接し方はとてもやさしく同じ目線で話してくれて、よく聞いてくれているのが分かります。

　また他のクラスの先生方もよく名前を覚えてくれていて、クラス以外の先生方からも、声かけてもらってます。

　ありがとうございます。また事務所にいる新太郎先生も車の誘導や子ども達への声かけはとても

　素晴らしいと思います。しんたろう先生がいない時は今日はいないねぇと言っています。

・ゆたか祭りで食券を買う際に、他のクラスの先生でしたが、アレルギー用の食券をすぐ案内してくれました。

　把握してくれていることに驚き感激しました！他のクラスの先生方に会うと名前を呼び、声かけしてくれるので

　子どもも嬉しそうにしています。

・いつもにこやかに穏やかに接してもらっていて、安心感があります。また、いけない事をした時は、その理由も

　かみ砕いて、分かりやすく伝えて下さってるのが、日々の保育や面談、送迎時の先生の対応から伝わってます。

・ひとりひとり子ども達をよく見ていると思う。

・保育園に行くと子ども達がよろこんでるから

・子ども本人から○○先生大好き！と色んな先生の名前も出てきます。そして子どもから好きじゃない先生等、

　聞いたことがありません。ただ本人の性格上、男の先生には心を開いてないようです。(笑)

・～先生好きといつも楽しそうに話してくれます。

・(担当クラスの先生たち)細かい成長を報告してくれたり、家庭では気づいてあげれない部分を教えて

　もらえたりすごく助かってます。

・保育士の先生に男性が昔は見る事が無かったので、女性も男性もいる方が楽しみ方も増えて良いと思ってます！

　先生がみな大好きで、ほぼ毎日先生方の名前が会話に出ていますよ！

・朝行くときイヤイヤして親から離れない時でも、なんとか気をひいてくれて対応してくれるし、助かります。

　いっぱい褒めてくれるし、ダメな時はしっかり叱ってくれたりしするので、先生達にはありがとうの気持ちです。

・本園・分園どちらにもお迎え時、先生方は子ども達へ名前で呼んでくれ、気にしていただいており、

　満足しております。

・玄関から声をかけてくれ、笑顔で接してくれるので、登園や帰園する時に気分が良い

・先生が言ってたよって、危ないからしないなど、子どもが行動できていたりして、びっくりする。

　最近は道路の渡り方も、右見て左見てからねっと、声出してやっている。先生は優しいよと言っている。

・男性の先生がとても苦手で、とても拒否反応を示します。毎日明るく声かけてくれてありがたいと感じる一方、

　約1年が経過しても変わらぬ反応に申し訳なく感じることもあります。

　子どもの目線で会話をするので安心できる。



　　　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

　　　作っていきたいと思います。

　

・みなさんとても親切で、明るくあいさつしてくださり、気持ち良いです。

・どの職員も1人1人にあいさつができてて、子どもとの向き合い方等ちゃんとしてるなと思いました。

　いつも個別に子どもの事、相談にのってくれて、アドバイスを頂けるので、とても心強いです。

　子ども達が先生達の事を大好きなように先生達の愛を感じられ、第２の母(お姉ちゃん)と思っています。

・褒める・叱るなどちゃんと子どもと向き合っているので、安心します。

　お迎えの時も、今日何をしたかなど伝えてくれるので、1日の様子を知る事が出来ます。

・迎えに行った時や朝の受け入れの時でも少しでも時間があれば、その日の子どもの様子等を話してくれたり

　怒った時やちょっとした時でもちゃんと話してくれるのでありがたいです。

・いつも気にかけて声をかけて下さって、ありがとうございます。

　先生方から沢山の元気を頂いてます。対応もステキです！

・朝の挨拶帰りと気持ちよく園での1日をお願いできます。

・送迎時に子どもに合わせて、柔軟に対応して頂いて助かってます。　

　園での様子を教えて頂いたり、出来事を報告してくれるのでありがたいです。

・小さい事でも報告してくれて、園での生活の様子を話してくれて、とても安心しています。

　親も先生方とお話し出来るかが楽しみです。(←ついつい長話になってしまいスイマセン)

・特に気になる事はありません

・お迎え時に「おもしろい事いってましたよ～♪」「～出来てましたよ！すごいですね！」と1日の様子や成長を

　話してくれるので、家ではわからない一面に気付いたりと、子だけではなく、

　親の私も先生方からのお話しを楽しませてもらってます。

・いつも優しく、園であったことを教えてくれ、お便り帳も子どもの様子がよく分かるので、とても感謝です。

・いつも明るく、みんなの親の事を覚えているから。

・すべてにおいて尊敬と感謝だらけです。休みの日にサンエーやユニオン等プライベートで会っても

○　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　　　　３６　名　　　　　②概ね満足している　　　　　　４　名

　　③やや不満である　　　０　名　　　　　④不満である　　　　　　　　０　　名



　挨拶してくれて本当に関心しています。いつでも気軽に相談にのってくれて

　子どもよりお世話になってるのに嫌な顔せず、接してくれます。

・適切なアドバイスについて感謝してます。

・沢山の子ども達を1人1人見ているのも大変だと思う中、お迎えに行く際今日の出来事を話して頂いたり

　少し困り事があると相談にも丁寧に対応して頂いてます。

・1日あった流れだったり、ちゃんと教えてくれるのでありがたいしうれしいです。

　子どもに家に帰ったあと聞いても同じような事お話ししてくれるので、ありがたい。

・先生は、子ども達の日々の小さな出来事や様子を笑顔で一緒に喜んでくれるし、アドバイスもくれ

　とても育児のフォローしていただき感謝しております。

・すれ違った際にちゃんと挨拶してくれる。

　お迎えに行った時に1日の出来事を話してくれるので、園での様子が分かりやすいです。

・子どもの様子だったり、園での様子を教えてくれるので嬉しい。体調悪い時など、早めに教えてくれて

　助かっている。

　・ゆたかの先生は接遇に長けている。

　・送迎時に笑顔で挨拶してくれたり、園での出来事を話してくれて満足しています。

　・きちんとしていると思う。

　・ときおり挨拶をしてくれない先生がいるので…

　・日々あった事もちゃんと説明してくれるので助かっています。

　　先生方いつもニコニコで元気あってよい。

　・笑顔で対応してくれています。

　・延長保育時のお迎え時は、担任の先生でないので今日の出来事など詳しく伺えないのは少し残念

　　です。子どもから聞くようにしています。

　・子どもの様子を伝えてくれるなど、ちゃんと見ていてくれているんだな～と感謝しています。

　・いつも笑顔ですばらしい。

　・いつもニコニコ挨拶をして下さり、勝手に癒されています。

　・大満足です♡毎日安心して仕事に行けます！

　　先生方みんな笑顔で対応してくれて、相談事もとてもしやすく、アドバイスもいっぱいくれて

　　助かります。

　・忙しい時間の中でも誠意をもって対応されていると思います。

　　笑顔で対応して下さるのでステキです！

　

　・私達にも笑顔で接して下さって連絡帳にも手書きのコメントをくだっさたりありがたいです。



　　担任の先生はもちろん、他のクラスの先生一人ひとりが挨拶もされてて素晴らしいなと感じています。

　　　職員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

　　　できる環境を作っていきたいと思います。

・担任の先生の接し方、送迎時の新太郎先生の対応には、保護者も元気パワーがもらえるというか、

　楽しくなります。1つだけ気になったのが、職員の方の中にネックレスをしている方がいる事です。

　保育に支障がないと思いますがあまり良い気持ちはしません。

　申し訳ございません。ネックレスをしている職員には、注意し、他の職員もネックレスを

　つける事のないよう周知しております。

　・先生によりますが、特定の保護者と長話をして帰りのあいさつを待たされたり、道を塞がれ困る。

・園庭の遊具が色々あって、色々出来るようになっている。

　今日何をしたのか書いてくれるので、見るのが楽しみ。子どもに聞くと楽しそうに話してくれる。

・園内・園庭ともにキレイで掃除が行き届いて、気持ちよく過ごせる環境です。

　季節ごとに飾りも変わって楽しいです。

・本園・分園・事業所の玄関前に咲いている花、いつもお手入れされ登園する前(私も子どもも)

　楽しみにしています。最近では園庭もリニューアルされ、子ども達がたくさん安全・安心の環境

　がそろっているなと、とても満足しています。

・流行している病気を掲示しているのですごく助かります。

　整理整頓もされていていいと思います。

・先生1人1人がすれ違いざまにちゃんとあいさつをしてくれたり、みんなが明るく接してくれているからか

　園全体の雰囲気も良く感じます。

○　こども園環境（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



・環境にとても恵まれているなと感じていて、とてもありがたいです。

　子どもが伸び伸びと過ごせる環境設定を工夫して下さっていて何よりも園庭が大好きです。(親子共々)

・名前を呼び、声かけありがとうございます。

・毎朝・夕・寒い日も暑い日も雨の日も外に立って挨拶している先生方をみて感心してます。

・環境や掲示物等また入口に設置されている消毒液などもすべてにおいて満足しています。

　他の園には無い、素晴らしい環境だと思います。

・入園前に他園を何件か見学に行きましたが、その中でも特に、園の中がきれいに清掃されている

　印象を受けました。部屋も整理整頓ができているなと感じています。絵本が大好きな子どもが毎日

　貸し出しを楽しみにしているのも親として嬉しいです。

・登園時には、あいさつ運動の子どもたちや先生方もいて、あいさつが飛び交い、いつも明るい

　雰囲気でとても良いです！

　しんたろう先生との掛け合いも朝から子どもが元気になります♪

・いつもこまめに遊具のリニューアルなどして下さって、子ども達いつも喜んでいます。

　また、おたよりもカラフルで見やすくて、こんなに素晴らしい園だよりなかなかないと思います。

　コロナウィルスが流行を始めてからも迅速な対応をとっていただき、信頼できる保育園だなぁと実感してます。

・朝や夕方も玄関先に先生方が居て、安心して子どもと歩くことが出来る。いつもキレイにされていて

　素晴らしいと思う。

・子ども達が飽きないようにしてる所、移動させたり入れ替えしたりしている。

・いつも明るく元気でこちらが元気もらえます。上の子のクラスになると、朝の挨拶、スリッパ並べも関心します。

　ただたまーに全然違うところにスリッパが置かれたりします。

・引き続きよろしくお願いします。

・大きな園庭が2か所、たくさんの絵本、イベントの飾りやクラス前の動画（タブレット）保護者も一緒に

　楽しめる雰囲気作りをよく考えられていると感じます。

・園の掲示板やＨＰ・メール配信でも感染症情報を早めに配信してくれたり、

　絵本も種類多く、花も多くとても助かっているし、雰囲気好きです。

・職員同士の仲が良さそうなので、見ていて楽しい。

　園がキレイ・行事やイベント等が色々あり、大変満足している。

・衛生面においてもｇｏｏｄ！！　安全面もｇｏｏｄ！！

・明るくキレイだと感じます。

・園庭なども新しくなり、子ども達がワクワクしているのがわかります。費用も掛かっているので、大変

・園庭がリニューアルされて子ども達がのびのびと遊べる環境がありとても良いと思います。



・子ども達も元気よく遊んでいるようなので、明るい印象です。

・水槽にきれいな魚もいっぱいいて、とてもきれいです！公園並みの遊具もスゴすぎです♡

・季節を感じる展示物や、お散歩マップ、今日の給食などわかりやすいです。新遊具など、子ども達の

　　喜ぶ物が多く園全体が明るく感じます！

・各クラスの前にある「今日の様子」を動画や文で紹介してくれていることがとてもありがたいです。

　　お家に帰って子どもとの話題になったり、園での様子を知ることができるので助かっています。

・大大大満足です！

　　よく家族で、ここのこども園に入園出来て本当に良かったね！！受け入れてもらえ感謝だね！と

　　お話しています。

　　　園環境について、たくさんのお褒めの言葉ありがとうございます。

　　　一日の大半を園で過ごす子ども達が、どんな遊びをしたのか、どんな環境で過ごして

　　　いくのかを重点に考えております。

　　　今年度は園庭のリニューアルも実施し、ゆたかに自慢の園庭が出来ました！

　　　これからもゆたか認定こども園の環境は時代に沿った、子ども達のベストなものにしていきます。

　　　

・アンケート結果を掲示することがあるが、送迎の間に目を通すことが時間的に難しい

　掲示とホームページに公開して欲しい。

　

　　　ホームページの方で公開しております！

　　　ゆたか認定こども園のHPを開き　〚情報公開〛　その欄に　〚令和元年度　保護者アンケート〛　

　　　をクリックして頂きますと閲覧できるようになります。

・お迎えに行くと部屋の電気が半分ずつつけられていて、そこには子ども達がそれぞれ遊んでいたり、

　絵本を読んでいたりするのになんでか気になります。外が明るい夏場とかなら分かりますが、冬とか外が
　暗くなるのが早いのに半分だけつけてるにはなぜですか？節電なのかもですが、目とか悪くなりそう。

　・送迎時に子ども達がいてお部屋が半分電気ついていないのが気になります。
　　電気がついていない所で子ども達が絵本を見たり、字を書いたりしていて目が悪くならないかなと
　　心配です。

　・お迎えの際、18時から延長の為、10分前までには教室に戻ってほしい。そうすることでお迎えが
　　スムーズに行えると思う。

　ゆたか認定こども園のクラスなどの電灯はほとんどがLEDへと換装しており、あまりにも明るすぎる環境では

　強い光というのは子ども達にとって刺激が強く、また落ち着いてゆったりとした時間を過ごすことが出来ないと

　考えております。しかし、絵本を読んだり、絵を描いている場合に暗くなっているのは、間違いだと思います

　今一度職員と電灯のつけ方バランスについて話していきます。

　延長保育の際ホールに移動するタイミングは10分前には行くように心がけておりましたが、

　今後は、より心がけてまいります。

○　保育士(保育教諭)不足が深刻な社会問題となっています。



・日々の体温測定を1秒でできる体温計にするなど、細やかな改善を積み重ねていくのが良いかと思います。

・保育士さんの業務が軽減できるよう、保護者で行える部分は行っていきたいと思います。

・働くお母さんが増えてる中また、幼児期の非認知能力を発達の場として、こども園はなくてはならない居場所です。

　また、園で働く先生のほとんどが子を持つ母親です。子育て中の先生たちが、負担とならない働き方改革、

　若い世代がやりがいのある職場環境づくり、すべての保育士のリフレッシュ休暇取得(週休2日制度)

　有給休暇義務化　再雇用制度の取り入れ、保育士の理解バックアップが必要だと思います。

・出来る範囲になりますが、土曜日も家庭保育できるようにします。

・保育士不足と言われてますが、ゆたか認定こども園は、それが嘘かのように先生がたくさんいると思います。

　それだけ働きやすかったり、環境が良いからなのかなと思っております。なので、そのままでいて且つ保護者でも

　協力出来る事がああればやっていきたいと考えてます。

・いつも朝早くから夕方おそくまで預かって下さり、ありがとうございます。日々の設定保育や行事等、毎日

　持ち帰って準備して下さったり、取る遅くまで明かりがついていたり・‥もっと手を抜いていいくらいの出来です。

　これまでいじょうに保護者の皆さんが家庭保育に協力して下されば、(可能な範囲で)いいのかなと強く思います。

・将来、週休3日になるという話を聞いたので、働いている親が有給や週休2日をしっかり取ることが出来れば

　保育士も有休や週に2日しっかり休んで、負担が軽減出来るといいと思います。

・他の園では、土曜日の登園は凄く厳しいと聞いていますが、ゆたか認定こども園は逆に大丈夫ですよ！

　お母さんもたまにはゆっくり休んで下さい。と声掛けてもらうことが多いです。

　仕事が休みの日は子どもも休ませることもありますが、親が協力しあえば先生方の負担軽減になるのかな？

　と思いますが、まだまだ難しい課題だと思います。

・保育の現場がサービス業化している印象を受けます。親が保育士へ理不尽な要望をしたり、クレームを出したり・・

　あくまで教育現場であり、保育士がもっと立場を主張できるようなバックアップが必要じゃないかと思います。

　極端に言えば、土曜日の先生方の研修会で園が休みになるのは当たり前なので、理解を求める声かけというより

　研修の為休園というように堂々としていいと思ってます。

・行事で使用する製作物等、家庭で協力できそうな事は保護者に声掛けをする。先生方の負担も減るし、

　家庭で製作する際に行事についてのコミュニケーションも増えると思うので、子どもも一体感を感じより意欲が

　わいて、一石二鳥♪

　保護者が土曜日勤務の方以外は家庭保育をお願いする。

・限られた時間の中で、あれだけスケールの大きな素晴らしい行事と日々の保育をして下さって、

　本当に感謝しています。先生方には家庭も育児もある方もいるはずなので、NO残業してほしいと思います。

　保護者も何かお手伝いができる事があれば、(卒園製作を保護者で行うなど)もっと保護者にも準備手伝い

　したいと思います。(まつりの準備など)(衣装の作成など)

・いろんな家庭の子どもがいる中で、みんなに合うような教育を考えたり、してるが、保育士不足で先生達への

　負担が多くなるのであれば、家庭保育の日を増やしても良いと思う。

・絶対に給料(基本給)を上げるべき！

　そして残業のない環境といいたいところですが、どうしても残業は出てしまうので、しっかり残業代の支払いと

　平日にも休みを増やしてほしい。

　　保育士(保育教諭)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。



・土曜日のみ　16:00or17:00までの保育にしてみてはどうですか？？

・運動会やはっぴょう会で利用するモノづくり、先生たちの負担が大きくないかなーと、気になります。

　色んな家庭があるとは思いますが、何か１つだけとかでも衣装の協力をしてもいいのかなーと

　思ったりもします・・・・(かぶりものとか)

・私が思う事は、(知り合いの保育士の方の不満を聞いての感想ですが・・・)

　運動会やはっぴょう会、各イベントの子ども達の立ち位置のお知らせ。入・卒園の準備での残業代など

　保護者の知らない所での先生方のご苦労と、工夫の負担を減らせないかと考える事がありますが、私個人が

　できることは、土曜日の家庭保育をするくらいです。

・今回のおゆうぎ会でもそうでしたが、子ども達のおゆうぎや・挨拶を教えながらの衣装作り・舞台上のバックの絵や

　提示物を見ててもとても、関心とその時間をかんげると負担は多いかと思います。おゆうぎ会でも

　園長先生が言っていた通り負担軽減・働き方改革は大切だと思います。

・土曜日を隔週休にする・土曜日を午前保育(お弁当会)にする・給料をアップする為に保育料を上げる。

・土曜日は、仕事の無い時は、家庭育児で対応。

　・おたより帳をなくしてもよいと思います。保育士さんも休んで欲しいです。

　・土曜日保育を家庭保育多めにして保育士さんのお休みにあてて欲しいです。

　・専門分野の先生と外部からよぶ(例えば、音楽・琉舞・空手など…)

　　保育士の休養時間を増やす。

　・保育士不足の原因は保育の重要性や保育士の負う責任の大きさ(園児の命を預かる等)に対する

　　保育士の賃金の低さが一番の原因だと考えています。行政は子育てに対して保育の無償化を

　　すすめていますが、これまでも保育料を納めながら保育園に通っていたのですから、これからも

　　そのまま納めて頂いて無償化にあてる分で保育士の賃金を上昇させることで保育士を確保していく

　　方がいいと思います。保育が無償化したところで保育士がいなくて保育園に入れなくては意味が全く

　　ありません。

　

　・(月)～(土)まで子どもを見てもらえて、仕事をしている親からしたら、ものすごーく助かると思う

　　のですが、負担軽減を考えると、平日よりも人数の少ない(土)保育を何かしら考える必要が

　　あるのかな…

　・仕事の関係もあり、子ども達を見て頂いて感謝していますが、みなさんが週休2日で勤務できるよう

　　人数調整が必要だと思います。また、8時間の勤務を目指しゆっくり1時間休憩をとれる態勢にして

　　いただきたいです。

　・保育日誌など手書き対応している業務をＩＴソフト導入などで時短できる方法などあるのでしょうか？

　　補助金制度など使えるものがあるといいですね。

　・時差出勤やパートタイムなど離職しにくいように。

　・保育士の給料をもっと良くする。

　・家庭保育の協力ができる方なので、定期的に家庭保育を呼びかけてみてはいかがでしょうか。



　・先生方の給与や福利厚生などモチベーションを上げて頂き、新保育士育成に国から保障があれば

　　良いなと思います。

　　　保育教諭への高い評価ありがとうございます。とても嬉しく思います。
　　　子どもの様子はもちろんですが、毎日お仕事・家事で忙しくしている保護者の皆様が
　　　安心してお子様をお預けできる環境(こども園)を目指しています。小さな出来事でも、
　　　朝のミーティングを通して全体周知しています。
　　　　保護者の方々のご協力があって、ゆたか福祉会の質の向上を得ることが出来ます。
　　　　これからも、保護者の皆様が安心して気持ちよくお子様を預ける事ができるよう
　　　　ゆたか福祉会職員一同成長し続けていきます。

・家で保育園で教えてもらった、歌や踊りをたくさんみせてくれます。

　とっても楽しく保育園で過ごせているんだと、いつも感じています。あいさつも、上手になっていて

　ご飯前のあいさつは歌ってきちんとあいさつしてからごはん食べるんだよ！！よくお母さんに

　注意しています。とっても、しっかり者に成長してびっくりします。たくさんのことを教えてくださり感謝してます。

・子どもの気になる事を聞くと、色々アドバイスをしてくれるので助かっています。

　「何か困った事はないですか？」と子どものことだけなく、親の事も気にかけてくれありがたく思います。

　違うクラスの先生でも子どもの名前を覚えてくれたり、話しかけてくれ子どもの事を好きなんだな～と感じます。

　行事前は遅くまで準備をしたり、教えてくれ本当にありがとうございました。

・日々、仕事や育児が出来るのは、本当に学校があり、先生方のフォローがあるからこそでき、一緒に成長を喜び

　考え、学びが倍以上にがんばれ！出来る！と思えるのだと思います。

　日々先生も家庭とプライベートの中でも仕事を持って帰ってまでもやっていただき申し訳ない気持ちと感謝です。

　この学校で本当に良かったと思っております。これからもよろしくお願いいたします。

　

・先生達には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。

　製作とかで持ち帰ってくる、写真つきのものもいっつもかわいくてすごいアイディアだなと思います。

　次年度になって退職される先生がいたりすることもあると思うのですが、その時はその前に教えてくれると

　いいなとも思います。お礼のあいさつもしたいので。

・クラス担任以外の先生方・顔を合わせるたびにとても笑顔であいさつして頂いて嬉しいです。！

　1人1人の先生にメッセージをしたいところですが・・・

　心から感謝以外の言葉が見つかりません　娘が毎日笑顔で園生活を送れるようにしてくれて

　本当に「アリガトウございます♡」次年度もどうぞ宜しくお願い致します。

・キリン組の先生方へ(１くみ)いつも適切な子育てのアドバイス本当にありがとうございます。ステキな先生たちに

　恵まれて私も娘も幸せです。保育士を目指してる私からするとゆたか認定こども園の先生方みなさん

　お手本になります。いつも勉強させてもらってます。今後もよろしくお願いします。

・先生方には本当に感謝だらけです。子どものトイトレも先生方のおかげでスムーズにできています。

▼その他何かご意見等がございましたらお聞かせ下さい。
　※保育教諭に対する、ありがとうメッセージ等ががあればご記入下さい。

　　保育教諭の自信ややりがいにつながります♪♪



　母親の悩みも、嫌な顔せず、いつでも親身になって相談にのって下さり、ありがとうございます。

　またちゃんと怒ってくれる面もありがたいです。最近は少し叩くと体罰だの、虐待だの、教える側の先生方は

　本当に大変だと思います。それでも危険な時など、しっかり怒ってくれる所を見かけた時は、ありがたいなーと

　思います。仕事をするとどうしても家より園にいる方が長くなるのに、他人の子どもの命を預かってくれて、

　教育面でも先生方が率先してやってくれるのでとてもありがたいです。毎日の子どもの園の話しを聞くたび

　先生方が全力で娘と向き合ってくれてる気持ちがすごく伝わります。毎日いつも本当に感謝しています。

　母親の私まで話しを聞いてもらい、先生の前で泣いたことがあります。

　イヤイヤ期・赤ちゃん返りの娘をどう接したらいいかわからない時など、これからもよろしくお願いいたします。

　子どもも親も心がキレイになる方々との出会いに感謝します。

・時には厳しく！時には優しく！

　いつもいつも子どもと同じ目線でいろんな教育をしてくれている保育士の皆さんに感謝しています。

　家庭で教育しても治らないクセがいつの間にかかからなくなったり、今までやらなかった事を自分で積極的に

　片付けできるようになったり、毎日子どもの成長に驚き、日々保育士のみなさんに感謝してます。

　これからもこんな「ゆたか認定こども園」を続けて下さい！！

　２０１９年も残りわずか！！　保育士の皆さん！！

・いつも朝夕問わず、先生方がニコニコ迎えてくれる！！安心して子どもを預けることができます‼‼

　行事も含め、先生方の頑張りがあり、大成功しているとおもいます。

　親・祖父母も楽しく参加してます。ゆたか認定こども園に入園することが出来、本当に嬉しく思います！

・ゆたかの先生方に出逢え、我が子は色々なことに勇気を持って取り組む、好奇心のある子に

　成長してると思います。このようなステキな先生たちのいる園が家のそばにあり、通えている事に感謝しています。

　今、中学生・小学生の子たちも「私たちもゆたかに通いたかったー」と楽しそうでうらやましいと嘆いています。

　まずは先生方あっての園なので、働きやすい環境になって負担が減っていくといいなと思ってます。

　１クラスの保護者の人数は多いと思うので、保護者に出来る準備などもう少し振ってもらって、先生方の負担が

　軽くなればと思っています。

・りす組さんの先生方、アレルギー持ちの為、クッキングの時は材料確認を念入りにしてくれたり、体調に変化が

　あった時は、その日の様子を詳しく報告してくれて、いつも親身になって考えてくれ見守ってくれる先生方、

　本当にありがとうございます。先生方、お友達と会える事を楽しみに、毎朝「今日は何してあそぼうかな～♡」

　と張り切っての登園。そして帰りの車では園での楽しい話で持ち切り！

　その中でも先生方の話題も多く、いつも一生懸命な保育と愛情が伝わってきます！

　園長先生をはじめ、先生方、いつも安心して預けられる環境作りや、サポートをしていただき、感謝の気持ちで

　いっぱいです！ありがとうございます。

・自分の子どもとはいえ、自宅で教育に向き合う事が難しく感じたり、苦しく感じたりすることもあります。そんな中で

　園の先生方のサポートは本当に感謝の気持ちしか生まれてこないです。

　ダメな事をして怒られたとしても登園を嫌がらないのは、先生方が愛情を持って接してくれているからこそ

　本人の中で前向きな学びが多いんだろうと感じています。

　見学に行った園の中でもずば抜けて雰囲気が良く、先生方がイキイキと楽しそうにしているのを見て

　安心して子どもを預けることができます。

　これからもよろしくお願いいたします。

・朝の受け入れ時やお迎え時に、いつもニコニコ笑顔で園児にも、親にも接してくれてありがとうございます。

　特にお迎え時は沢山の園児がいるのにも関わらず、１人１人今日の園での様子を伝えてくれて本当に

　感謝の気持ちでいっぱいです。クラス以外の先生方からの声かけも多く、たくさんの先生方に見守られて

　園生活を送っていることに、親も安心しています。子どもからもいろんな先生のお話しを聞くことが多く

　１人の園児に沢山の先生方が接してくれていることに感謝です。ありがとうございます。

ファイトー！！



　大規模な園でたくさんの行事や環境もすばらしく、父兄としても自慢のゆたか認定こども園です。

　先生方のたくさんの笑顔が子ども達、父兄にとってパワーになります。

　これからも笑顔のステキなゆたか認定こども園の先生方でいて下さい。

　これからもよろしくお願いします。

　また、事務長のしんたろう先生も車の誘導、こどもたちへの声かけありがとうございます。

　親も笑いながら、楽しませてもらっています。

・先生方にはいつも笑顔で明るく、優しく温かく子ども達に接して頂き嬉しく思います。

　登園時も子どもの笑顔を見ると安心して仕事に行けます。

　子どもからも先生方からも元気をもらい、仕事に励むことが出来感謝しています。

・子どものやる気を引き出してくれそうな声かけありがとうございます。

　「すばらしい」といわれる子どもの顔が自信に満ち溢れていて良い言葉だと思い

　家での声かけでも使っています！！

　朝から気持ちよくスタートできます！

・本当は職場に通勤する為のルートとして他の園がスムーズではありますが、少し無理をしてでもゆたかに

　こだわって通わせたい！ゆたかでのびのびと育ち色んな経験をさせてもらって成長してほしい・・・という親の

　願いから通わせてもらってます！ゆたかの先生方の人柄を含め、じじばばまでみんなゆたかが大好きです。

　子ども達１人１人としっかり向き合ってくださってありがとうございます！

　P・S　新太郎先生のキャラ(人柄)も最高です(笑)

・こどもの性格をちゃんとみて接しているので安心して預けられます。

　先生方のあいさつや笑顔から園の良さがわかります。

　行事ごとも力を入れてくれるのでいい思い出になります。

　親の気持ちをわかってくれてすごく助かります。

　人数が多いので何かと不安なこともあるかと思いますが・・

　これからも宜しくお願いします。

・ゆたか認定こども園、保育士、職員一同様

　私は０歳児・３歳児をもつ母親です。上の子が初めて保育園を入園したのがゆたかです。最初は園のことも

　右も左もわからないまま、預ける事が不安と期待の半々でした、当初から担任の先生達は暖かく、また職員一同

　が子ども達のために動いてくれるなど、行事やお部屋・遊び場・子ども達の対応等すぐに、実感しました。

　今でも変わらず、１年振り返る度大好きになっています。仕事も安心して第２のお家として預けてもらってます。

　職員の研修会もありがたく見守って頂いてます。保育への共通理解・資質の向上は子ども達にとって成長の種

　になると思います。私たち保護者もクラス行事等で横のつながりを大切にしたいと思いますので

　これからも情報発信の程よろしくおねがいします。

　今年度も子ども達の為に一生懸命働いてくれて、本当にありがとうございます、毎日子ども達の笑顔を

　見られるので先生達皆様のおかげです。

・日々の子ども達の世話や。教育。行事の準備などど多忙な中、いつも明るく笑顔で接してくださり

　ありがとうございます。子ども達も先生が大好きで毎日楽しく登園しています、

　今後もよろしくお願い致します。

　・保育士不足が深刻化する時代ながら父兄が安心して働きに出れるのは、先生方のお蔭だと思い

　　ます。“待機児童”を経験しただけに、たかが保育園へ入園することに、こんなにも気力を使うもの

　　なのかと痛感しました。

　　働き手がいてこその保育環境作り、園側には表には見えない多くの苦労があることだろうと思い

　　ます。そんな中で(土)の受け入れを快くOKして頂いたり、子ども達への気配り、父兄への優しい

　　声かけ、私の子育ての中には先生方のお力なしでは成り立つことができなかったことだろうと感謝で



　　一杯です。保育士にもゆとりある気持ちで働いて頂けるように行事等の簡素化、(土）の家庭保育の

　　依頼、少しずつ取り組んで頂けたらと思います。今まで大変お世話になりました。

　・毎日感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。過去には、先生に無視されて

　　あいさつも目線も合わせない先生がいましたが、今はいないので安心して登園できております。

　・ゆたか認定こども園にはとても満足しています。園長先生や先生方とても明るく、接しやすくて行事も

　　良くこんなに素晴らしい保育園は県でも１番だと思っています。

　　ひとみ先生は子ども達のことを１人１人よく見ていて親への声かけもできていてすてきな先生だと

　　思います。

　・うさぎ組のさやか先生がいつも子ども達の目線で話をしてくれているので子どもがとても大好きです。

　　また注意すべきこともきちんと話をしてくれてるようで話し方など参考になります。

　　他の先生方もいつもよくしていただきありがとうございます。

　・いつも子ども達に優しく厳しく接して下さってありがとうございます。子どもに「保育園の先生好き？」と

　　聞いたところ「うん、好き」と返事をしてくれました。子どもは園が大好きでいつも楽しそうに出かけて

　　いってくれます。そして、毎日無事で帰ってきてくれます。その「毎日無事」がとてもうれしく、とても

　　ありがたく思っています。

　・いつもありがとうございます。

　　家ではなかなか教えられないことも保育園での生活を通して学んでいき、子ども達の成長していく

　　姿を日々感じることができて本当に感謝です。先生方も親身になって話を聞いてくれるので助かって

　　います！！うちの子ども達みんな先生大好きです♡

　　今年もあと２人保育園でお世話になります。まだまだ手のかかる子ども達ですが、どうぞよろしく

　　お願いします。私も頑張ります。

　・今回１月から延長時間が１８：１０➡１８：００に変更になりましたが、市の保育の記載では１８：００に

　　なっており、実際は１８：００～となっていましたね。次回、こども園と認定こども園とで選定する前に

　　決めて頂きたかったです。また、１月から１８：００から延長になり駐車場が混雑し、駐車するのに

　　とても時間がかかり大変です。１７：５０から駐車係を配置して頂くと助かります。

　・行事に関して、先生方の日々の教えや努力、子ども達に対する教育がすべて成果として現れて

　　います。子ども達が笑顔で行事に参加する姿こそが何よりも嬉しく、楽しく成長してくれていると

　　実感しています。

　・園長先生、先生方が週休２日で1時間ゆっくり休憩し、ゆとりをもって子ども達に接することができる

　　ように調整お願い致します。

　・ゆたか福祉会では週休２日制・またローテーションで休憩を取る体制が出来ております。

　・体操や英語など家庭では遊びにくいプログラムも充実しているのが嬉しい。

　　こども園とも連携が取れているところ。

　　信頼できる「個性的」な先生方。

　　行事の際、子ども達がイキイキしていて達成感が味わえる点。

　・仕事をしていくうえでなくてはならない場所です。お出かけや日々の色々な活動や行事などで

　　子ども達を楽しませてくれている。園長先生をはじめ職員の先生方にはとても感謝しています。

　　子どもも毎日楽しそうです。



　・いつもありがとうございます！

　　先生方の毎日のステキな対応に子ども達も、パパもママも助けられています。先生方の力を

　　かりながら、ママもパパも頑張りたいと思います。

　・入園時、毎日泣いて登園しておりましたが先生方のおかげで笑顔で登園できるようになれました。

　　様々なことを教えて頂き、叱って頂きありがとうございます。保護者にも気付きをたくさん教えて

　　頂けるので自宅でも育児がやりやすくなりました。感謝しております。

　・子ども１人１人の性格や成長に合わせて職員のみなさんが寄り添って保育していること、

　　とてもありがたいです。時には厳しく叱ってくれることも子どもにとっては大きな成長に繋がるので

　　「２番目の家庭」のような思いで安心して通園させています。一緒に育ててくれてありがとうござい

　　ました。

　　

　・子どもを預かって下さっていることはもちろんですが、先生方の笑顔を見てとても癒されています。

　　先生方を見習ってどんなことでも笑顔で、子どもの良いところを見つける、優しい言葉遣い、を、

　　私も頑張らなければいけないなと反省し、努力したいと思います。

　　　　時代も令和へと移り変わり以前までの保育は通用しない時代へと変化致しました。

　　　　そんななか、新しい保育の在り方を私たちは日々追いかけておりますが、私たちが日々保育をしていく中

　　　　なかなか気づきにくい事を、保護者の方々からの色々な意見や視点を教えていただき感謝しています。　

　　　　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

　　　　ゆたか認定こども園・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。　　

・新ホームページの表示が重く改善してほしい。

　園だよりのお誕生日コーナーについてフルネームで記載されていますが、

　苗字は不要ではないでしょうか(個人情報保護の観点で)

　　　ホームページのご指摘があり、いくつかの改善をさせて頂きました。少しですが読み込み速度が上がり

　　　　以前よりスムーズに読み込みやすくなりました。ご指摘ありがとうございます。






















