
                              下関短期大学付属第一幼稚園 

                                 

令和 2年度 保護者アンケートの集計結果について 

 

 保護者の皆様にはアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。 

 以下は集計結果(回答数)と皆様からお寄せ頂いた自由記述、それに対して園としての回答を記載

しております。アンケート用紙は全園児93人に配付し、89部を回収することができました。  

 回収率は95.6％でした。 

 この結果につきましては、学校関係者評価委員会に報告し、ご意見をいただき、その結果を含め

て、学校関係者評価報告書として作成し、本学園の理事会に提出致します。 

  また、この集計結果は、本園のホームページに掲載いたします。 

 

  A= 当てはまる   B= やや当てはまる   C= あまり当てはまらない   D=当てはまらない 

 A B C D 

 

1. 教育目標や教育の内容がよくわかるように説明や情報が提供さ

れている 

51 30 6 0 

 2. 第一幼稚園の教育はお子様にあっていると感じられる 64 25 0 0 

 3. 子どもたちの意欲や主体性を育む教育をしている 67 21 1 0 

 4. 教員は、一人一人の子どもをよく理解し、誠実に保育 

をしている 

71 17 1 0 

 5. 教員は、子どもの個性を大切にしている 69 20 0 0 

 6. お子様は、幼稚園での生活を通じて確実に成長している 86 2 0 0 

 7. お子様は、毎日幼稚園に行くのを楽しみにしている 60 28 0 1 

 8. お子様は、家庭で幼稚園や先生、友達の話をよくする 47 19 7 0 

9. 教職員は、明るく熱心である 78 11 0 0 

10. 園は、地震・津波・火災・不審者などに対しての防災に 

取り組んでいる 

46 41 0 2 

11. 園は、新型コロナウイルス感染症予防に努めている。 68 18 3 0 

12. 園からの緊急連絡がスムーズに伝わるように工夫され 

ている 

83 5 1 0 

13. 園は、保護者からの相談などに対して誠実に対応して 

いる 

73 16 0 0 

14. 教員は、園でのお子さんの様子や連絡などを適切に 

行っている 

60 28 1 0 

15. 子どもが生活しやすい幼稚園(環境)である 77 11 0 0 

16. 園便りやクラス便りなどで教育や活動をわかりやすく 

伝えている 

79 10 0 0 

17. 上記を総合して第一幼稚園の教育方針に沿った活動が 

展開されている。 

55 13 0 0 

 

  ※ 項目8については、未満児クラス(16人)は質問から外しています。 

 ※ 項目によっては無回答がありましたこと、ご了承ください。 



《幼稚園にお寄せいただいたご意見(自由記述)》 

 ◎・・・・保護者の皆様からのご意見 

【】・・・・園からの回答  

 

◎ コロナ禍での対応について 

 ・経験したことのないコロナ禍で、先生方のご苦労は計りしれないものがあった事と思います。 

  他の幼稚園と比べて対策が甘いのではと周囲から聞こえることもありましたが子ども達にと 

   って必要最小限の基本的な対策をとることで園児らしい生活が送れて良かったと思っていま    

  す。 

 【今年度、行事については、いろいろ考えさせられる 1年でした。中でも4月23日からは登園 

  自粛をお願いし、保護者の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしました。お蔭様で何とか今日 

  に至っています。心よりお礼申し上げます】 

 

 ・コロナの影響でなかなか園での子どもの様子が見られず残念でした。アンケートに回答するに 

  当って自分の目で確かめる機会が欲しかった。 

  【今年度は、コロナ禍で参観日をいくつか中止せざるを得ない状況となり、保護者の皆様には、 

  参観の機会が少なく、大変残念に思われたことと思います。特に年少さんのクラスは、担任 

  の先生の体調不良等もあって 3月に入ってようやく担任の先生の保育を実施することとなり 

  ました。大変遅くなり申し訳なく思っています】 

 

  ・写真展示は、コロナ禍で、インターネットで見られるようにしてほしい。 

 【写真屋さんに相談し、来年度からインターネットで見て、申し込みができるように検討した 

  いと考えています】 

 

◎ 子ども達への安全管理・衛生面について 

 ・マラソンや園外での散歩をする際、教員が先頭を走ったり歩いたりするのみで、最後尾に教員 

  がついていないことがある。学園正門で園児たちが自分たちで車の往来を待っている姿を見 

  た事があり、危険極まりないと感じた。 

 【子ども達が園庭を出て長距離を走る場合は、先頭と最後尾には教員がついています。集会コー 

スの場合は途中危険な箇所に教員を配置し安全確保に努めていますが、各学級で学内の敷地を 

マラソン練習や散歩をする際は、最後尾に教員がいない時もあったかもしれません。今後は、 

教員間で連携をとり、必ず2人態勢で臨みたいと思います。又、学園正門で子どもが車の往来 

を待っている姿があったことについては、事故がなくて本当に良かったと思っています。今後 

は園外に出る場合は必ず先頭と最後尾に教員がついて指導できるようにしていきたいと思い 

ます】 

 

 ・トイレの手洗いのところに石鹸やハンドソープを設置してトイレの後、全員が石鹸で手を洗う 

ように習慣付けてほしい。以前は手洗い後に消毒するという対策が取られていたが、消毒をお 

願いしない子どもは水でしか手を洗っていない。消毒ができないのであれば石鹸の設置を是 

非お願いしたい。 

 【コロナ禍にあって三密を避けることは、新しい生活様式の基本です。3歳児の子どもの中には 

  脱衣がスムーズにいかない子どももいます。現在、女子のトイレは洋式1個、和式5個を設置 

  していますが、3歳児は、洋式トイレに集中する傾向があり、狭い空間の中で時間をかけての 

  手洗いは密になりやすい事から、まずはお水でしっかり手を洗い、その後、各教室に備えてい 

  る消毒液で消毒するようにしていますが、それがまだ徹底できていません。今後はこれを徹底 



  させていきたいと思います。又、今年の夏には洋式トイレを 2個増やして 3個にするよう計 

  画しています】 

 

◎ 参観日について 

 ・未満児の参観日を土曜日もしくは、「参観週間」にするなど、保護者の就労への負担を軽減す 

  るやり方へと検討を進めていただきたい。 

 【今年度から未満児の参観日は、1回増やして年 2回とさせていただきました。来年度も年2回

実施する予定ですが、その参観日は、自由参観とさせていただき、保護者の負担軽減を考えて、

参観後の子どもさんの預かりについては、今後園の方で検討したいと思います。】 

 

 ・参観日の(保育)が楽しかった。子どもの生き生きした顔を見ることができ親としてうれしい。  

 【子ども達の生き生きした姿が見られる参観日、親として最高の喜びであったことと思います。 

  今後もより一層楽しい保育を目指して進めてまいりたいと思っています】 

 

◎ 3 号認定を預かることへの意識が低いと感じる対応がしばしばあります。子どもの体調管理、 

  保護者への伝達(行事の詳細)等、今一度働く親にとってどのように受け止められているのか 

見直していただくことが必要だと感じます。 

 【子どもさんの体調管理に配慮が足りなかったことについては、お詫びいたします。 

  病欠後、登園される際には、連絡帳や口頭で構いませんので、体調について個別対応が必要 

であればお伝えください。、又、園の行事については、幼稚園型認定こども園として、これま 

での幼稚園の行事を活かしつつ、未満児の子ども達にも無理のないように行事を組んんでい 

ます。来年度も、4月に配付致します年間行事を見ていただき、詳細については担任にお聞き 

いただきたいと思います】 

    

◎ 暑い日も寒い日も毎朝、登園時に園長先生から「おはよう」と声をかけていただき、安心して 

子どもは中に入って行っています。又、朝の出迎えの先生も笑顔で温かく迎えてくれます。 

先生方の笑顔と「髪切ったね」「靴新しくなったね」の一言が子どもをよく見てくれているのだ 

と嬉しく思います。今は、この幼稚園を選んで正解だったと思っています。 

 【ありがとうございます。1日の出発をお互い気持ちよく迎えるための朝の挨拶です。これから 

  も心の通い合う挨拶にして行きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします】 

 

◎ 安心メールが開始されたことにより、緊急の内容・事柄にも対応できてよくなったと感じます。 

  【昨年の5月から第一幼稚園安心メールを立ち上げました。子どもに関わる情報、不審者情 

   報、幼稚園やPTAからの情報等を配信させていただきます。今後ともよろしくお願いいたし 

   ます】 

 

◎ 日々の出来事など、毎日伝えてくださり安心しています。不安も大きいですが子ども達の大事 

  な行事が形は変わっても行われることを祈っています。 

  【今年度はコロナ禍で園の行事を中止・縮小・人数制限等を加えながら進めてまいりました。 

  これからも状況を見ながら園の行事は進めていきたいと思っています】 

 

◎ 入園祝いは体操服より帽子の方が良かった。説明が欲しかった。 

  【昨年度から入園祝いは帽子から体操服にしています。その理由は、帽子が急に高騰したこと 

によって、例年の予算では購入できなくなったことから体操服にさせていただきました。 

説明不足であったことをお詫びします】 



◎ プール遊びの服装を考えてほしい。キャミソールを持たせていたが着なかったと言っていた。 

  【プールの時に使うキャミソールについては、天候によって変えています。キャミソールを付 

けて入水し、上がってきた時、肌着が濡れている為に熱を奪われ、風邪をひく等ということ 

もありますので、ご理解願います】 

 

◎ 連絡帳の見落としがあった。 

 【連絡帳は園と家庭を結ぶ大事なパイプです。見落としがあったとは大変申し訳ない事をいたし 

  ました。今後はそのようなことがありましたら是非ご連絡をお願いいたします。】 

 

◎ 怪我をした時バスを降りて、わが子の顔を見て驚いた。落ち着いた時間に連絡してほしかった。 

 【怪我をしたことへの報告が遅れ、申し分けございませんでした。今後は、もう少し早く報告す 

  るよう心掛けてまいります。大変ご迷惑をおかけいたしました】 

 

◎ 遠足や夏休みのオレンジについて弁当持参で変わりありませんか。 

 【来年度も遠足は、全員弁当持参です。又、長期休業中、オレンジコースを利用される 1号認定 

のお子様については弁当持参で、又、午前保育のオレンジについても弁当持参でお願いします。 

 なお、これまでは、月一回の誕生日会は弁当持参でしたが、来年度からは、給食を実施いた 

します】 

 

◎ PTA活動について 

 ・働くお母さんが増えたので役員会を開かなくても必要最低限での活動、少ない人数でも行事を 

こなせた経験で、集まらなくても行事が出来るという気がした。人数や状況に合わせて無理の 

ないPTA活動ができればと思います。 

 【PTA活動につきましては、PTA役員の方とも相談しながら改善すべきことはこの際、改善して 

いく方向で決定させていただきたいと思います】 

 

  ・コロナ禍ということもあり PTA活動ができなかったが、来年に向けてよい機会なのでいろい 

  ろ変えた方が良い。変えるなら今しかないように思う。 

 【今年度は、コロナ禍で園行事を廃止や縮小、人数制限を余儀なくされました。来年度は行事の 

在り方についても検討するよい機会だと思っています】          

 

◎ 学園内の正門入り口のカーブミラーが曇っているので対向車の確認がしにくい。対応してほ  

  しい。 

 【学園事務局に連絡し、対向車が見通せるようお願いしたいと思います】 

 

◆ 以上の内容とは別に、本園の良いところについても沢山お褒めの言葉をいただきました。 

 

 ・いつも笑顔で子どもたち一人ひとりを見ていただいている先生方には、感謝の気持ちでいっぱ  

  いです。優しく、時には厳しく指導してくださり親として学ぶことも多々あります。相談にも 

   よくのっていただき助かっています。 

 ・園生活の中で、先生や友達とのかかわりにおいて、とても成長しているのを感じます。 

 ・担任の先生のきめ細やかさに嬉しく思います。 

 ・子どもの事を大切にし、可愛がって下さる先生方の愛情が伝わってきます。 

 ・「こんな事、教えてくれたよ」と様々なことを学び、吸収し、成長している姿を見てとても嬉し 

  く思います。 



 ・年少の時は、行くのを嫌がることもあったが、今では自分から持ち物を準備する等、しっか 

りしてきた。又、園での様子もよく話すようになり、とても楽しく通っています。 

 ・コロナ禍でいろいろなことをすることが難しい中、子ども達の思い出作りを考えてくださり感 

    謝しています。 

・コロナ禍で、工夫して行事を開催していただいた事、年長の親としてとても感謝しています。 

 ・コロナ禍でコロナに対する園の対応はきちんとしており、わかりやすく伝えて下さり感謝し 

  ています。 

 ・成長に合わせて教育していただき「もう、こんな事が出来るんだ」と驚かされる事があります。 

   又、うまく出来ない事を家でも頑張る姿を見ると、親としてとてもうれしく感じます。 

 ・英語や体育教室、リトミックもあり、又自転車や縄跳び・竹馬等たくさんの活動があって子ど 

    もの出来ることがたくさん増えてありがたいです。 

 ・毎日、幼稚園から帰ってくるとその日の出来事を楽しそうに話してくれます。怪我をした時も 

    大きな傷でもないのに毎回、先生が報告してくださるので安心しています。上の子、下の子と 

    通わせていただきましたが、伸び伸び成長していく姿を見て、これからも変わらぬ教育方針で 

    あってほしいと思っています。 

 ・給食の完食・オムツトレーニング等、一生懸命指導していただきありがとうございます。 

 ・給食はメニューも豊富で子どもの楽しみの一つなっています。「めちゃおいしい」と時々言っ 

  ています。 

 ・昨年は給食が嫌だと言っていた子どもが担任の先生のお陰で少しずつ食べれるようになり感 

    謝しています。 

 ・先生方のお陰で給食を完食するようになりました。 

  ・手作りおやつの日は、喜んで話してくれます。 

 ・園での集団生活の中で，出来るようになった事が増えてきて、とても感謝しています。 

 ・年中になり色々な事を準備し、子ども達に様々な経験や体験をたくさんさせていただきとても 

  有難く、成長を感じます。さらに園生活を楽しんでいる様子が見えます。 

 ・いつも丁寧に対応していただきありがとうございます。連絡帳から子ども一人ひとりの個性を 

  大切に接してくださっていることが伝わります。又、子どもの成長に合わせた対応は自宅でも 

   参考になります。いつも園に行くことを楽しみにしており安心して預けさせていただいており 

   ます。 

・連絡帳に細かく活動の様子、その日の体調についても記入されており、子どもの様子がよくわ 

  かるので幸せています。 

・先生方の連携がしっかりとれていて、子どもだけでなく親も安心と心の支えになっています。  

    担任の先生は子どもの性格や特徴をよく見てくださり 、指導してくださいます。入園から 3年 

    間、園が嫌いだということは一度もなく、エンジンのかかるのが遅い娘は、幼稚園生活後半あ 

    たりから幼稚園が楽しくてしようがないと言っています。下関短期大学付属第一幼稚園とご縁  

    をいただき学ばせていただけて良かったと日々感謝しています。子どもなりに大きく成長させ  

    ていただいた3年間でした。人生の宝物です。 

 

 

 保護者の皆様には、たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。 

 このアンケート結果を踏まえ、今後改善すべき事等について検討し、子ども達の今後の指導

に役立てていきたいと思っています。 

 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 


