
R４学校評価アンケ－ト 回収率 94.16% 

●あてはまる ●ややあてはまる ●あまりあてはまらない ●あてはまらない 
 

Q. 1 教育活動の内容がよくわかるように説明や情報を提供し

ている。 

⚫ あてはまる:82   

ややあてはまる:46   

あまりあてはまらない:1   

 

 

Q.2 帯広幼稚園の教育はお子さんにあっていると感じられ

る。 

⚫ あてはまる:97   

ややあてはまる:31   

あまりあてはまらない:1   

 

 

Q.3 子どもたちの意欲や主体性を育む教育をしている。 

 

⚫ あてはまる:91   

ややあてはまる:37   

あまりあてはまらない:1   

 

 

Q.4教育の指導方針や内容が工夫されている。 

 

⚫ あてはまる:81   

ややあてはまる:41   

あまりあてはまらない:7   

 

 

Q.5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。 

 

⚫ あてはまる:92   

ややあてはまる:33   

あまりあてはまらない:4   

 

 

 

Q.6教員は、子どもの個性を大切にしている。 

⚫ あてはまる:88   

ややあてはまる:39   

あまりあてはまらない:2   

 

 

 

Q.7お子さんは幼稚園での生活を通じて、着実に成長してい 

る。 

⚫ あてはまる:110   

ややあてはまる:19   

 

 

 

Q.8 お子さんは、毎日幼稚園に行くのを楽しみにしている。 

⚫ あてはまる:74   

ややあてはまる:45   

あまりあてはまらない:9   

あてはまらない:1   

 

 

Q.9お子さんは、家庭で幼稚園や先生、お友達の話をよくす 

る。 

⚫ あてはまる:63   

ややあてはまる:56   

あまりあてはまらない:8   

あてはまらない:2   

 

Q.10教職員は、明るく熱心である。 

 

⚫ あてはまる:97   

ややあてはまる:29   

あまりあてはまらない:3   
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Q.11園は、地震・火災・不審者などに対しての防災に取り 

組んでいる。 

⚫ あてはまる:80   

ややあてはまる:45   

あまりあてはまらない:3   

あてはまらない:1   

 

Q.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。 

⚫ あてはまる:96   

ややあてはまる:27   

あまりあてはまらない:6   

 

 

Q.13園は保護者からの相談に対して、誠実に対応している。 

 

⚫ あてはまる:98   

ややあてはまる:27   

あまりあてはまらない:4   

 

Q.14教職員は、園でのお子さんの様子や連絡などを適切に 

行っている。 

⚫ あてはまる:86   

ややあてはまる:36   

あまりあてはまらない:7   

 

 

Q.15子どもが生活しやすい幼稚園である。 

 

⚫ あてはまる:96   

ややあてはまる:32   

あまりあてはまらない:1 

 

 

 

 

 

Q.16園だよりやクラスだよりなどで、教育や活動を分かり 

易く伝えている。 

 

⚫ あてはまる:94   

ややあてはまる:33   

あまりあてはまらない:2   

 

Q.17上記を総合して、帯広幼稚園の教育方針に沿った活動 

が展開されている。 

⚫ あてはまる:97   

ややあてはまる:30   

あまりあてはまらない:2 
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保護者アンケートへの返答 

 

①(コロナ関連)マスク・消毒・石鹸・風邪症状について 

【マスク】 

・写真撮影がある行事の時は、写真撮る際マスク外すか顎マスクで顔が見えるようにしてほしいです。そろそろマ 

スク任意にしてほしいです。 

・マスクは任意なはずなのに、結局ほぼ強制やめて下さい。子供ながらに、忖度マスクをしなきゃと思っていてし  

ていくというので。酸素不足で免疫力が下がるだけじゃなく、上げたり下げたりすることで余計に不潔。完全に 

任意でいいという状況をつくるべき。 

 →基本は各家庭にお任せいたします。園では新型コロナが５類感染症に変更されるまでは、完全に全員マスク不要 

とは出来ませんが、マスク着用を強制することもいたしません。マスクが必要ないという方は着用不要です。 

【消毒】 

・消毒も過剰にやりすぎることで免疫力が下がり余計に風邪やコロナにかかるので、バスに乗る時などに強制的に 

かけないでほしい。 

 →３学期からは給食時以外の消毒は任意にいたします。 

【石鹸】 

・手洗い場の石鹸をハンドソープにしてもらえるといいと思いました。 

・手洗いを石鹸じゃなく泡のハンドソープにしてほしい。感染対策をするならまずそこから変えるべき。 

→液体ハンドソープは設置しておりますが、泡のハンドソープについては設置場所やコストの面で検討中です。 

【風邪症状】 

・風邪で欠席をする時に、兄弟で休まなければならない制度を緩和して頂けるとありがたいです。(コロナ陰性なら 

兄弟は出席可能とか、コロナ完治後の風邪症状とか…)兄の風邪で弟も休み、弟の風邪で兄も休み(しかも風邪症 

状がなくなるまで)しているといつまでも登園できなくて、とても困ります。 

・風邪症状がない兄弟出席停止をやめてほしいです 

 →今までも園独自の考えで行っていたわけではなく、道や市からのガイドラインに従って行ってきております。 

３学期からは少し緩和され、コロナ陽性者と同居家族以外は本人に風邪症状がなければ出席可能です。 

ただし、同居家族がコロナ検査を受ける場合は、陰性と診断されるまでは出席停止になります。 

 

②給食関連について 

【餅の誤飲への対策】 

・餅を食する行事がありますが咀嚼が未熟な幼児にとって（特に年少児）窒息誤飲事故に繋がる危険性があると考 

えています。その様な事態に備えられる指導体制や対策法を実施しているのであれば教えていただきたい。 

 →基本は一口サイズで食べられるように、小さく切っています。給食時の指導としてはしっかり嚙む事、口の中に

詰めすぎない事などを声掛けしています。職員は幼児の誤飲に対する研修を受けています。 

【スプーンについて】 

・給食は今はカレーの時のみスプーンですが、シチューとかのときにスプーンももたせてはどうかな？と思います。 

→基本は箸を使用しますが、シチューやゼリー、ヨーグルトなどスプーンが必要な方は持参しても構いません。 

 

③連絡・説明について 
・年長さんの発表会の衣装についてやコメ袋のソリについてなどは早めで準備に余裕が持てると思いましたが、衣 

替え後の対応についての連絡や用意する物などの連絡など、直近になってからのお知らせがあり、戸惑うことも 

あります。また、ユニセフの募金について協力お願いしますとあっても、具体的な集金方法が不明だったり、言葉 

が足りないなと思うこともあります。初めてこの園に来た保護者には過剰なくらいの説明でもいい場合もあるか 

と思います。 

 →お知らせは早めにと心掛けておりますが、まだ不備があるようです。今後も早めのお知らせとわかりやすい説明 

が出来るよう努めます。 

 



④バス対応について 
・ここ数年、バス置き去り事故が多いですが幼稚園ではどのような対応をしているか気になります。 

・万が一バスに閉じ込められた時の対処法も園児達に指導してもらえるといいかなと思います。 

→すでにプリントを配布済みですので、そちらをご覧ください。(12 月 12 日発行の園長だよりにて掲載) 

 

⑤郵便ごっこについて 
・先日、子ども同士のお手紙をポストに入れる遊び？ですが、昨年もらったけど今年もらえないなど自分の子だけ 

でなく子どもでもらえる子もらえない子と差がでて寂しい思いをするのはどうなんだろう。と思います。 

 →郵便ごっことは、保育の一環として人とのやりとり(コミュニケーション)を楽しみ関心を持ったり、文字に興味 

を持つことをねらいとしています。「みんなが同じ枚数を受け取れる」ようにするには、例えば相手を指定するな 

どの制限や厳密な指示が必要になるなど「あそび」としての要素を壊してしまい、「意欲を育てる」というねらい 

からそれてしまいます。ご家庭でも『色々な子に出してみたら？』『今度は違うクラスの子に書いてみるのはどう？』 

など、やりとりを楽しめるような声掛けをして頂けると幸いです。 

 

⑥不審者対策について 
・他の幼稚園では連絡アプリで不審者情報やそれに対する対応を発信されているようです。もし、同じような不審 

者情報などが園にもきているのであれば、対応など開示してもらえると安心できます。 

・不審者に対する防災はやっているのかわからないので『ややあてはまる』につけました。園児が幼稚園にいる時に 

不審者が侵入した場合などに備えて、園児含め訓練してもいいのかなと思いました。 

 →必要と思われるものについてはお知らせをしていけるよう努めます。園児の防犯訓練は行っていますが、その他 

  の研修は検討していきます。 

 

⑦年長の汽車乗車について 
・年長の汽車体験はする予定なんでしょうか？(お泊まり保育で出来ない分、やってほしいという声が多ければ検討 

 すると言っていた) 

 →現在までに要望はありませんので、行いません。 

 

⑧園庭の遊具の老朽化について 
・園庭の遊具がさびて穴があいていて、子ども達がさわるところなので、けがしないかと、心配です。全体的に年数 

もたっているので、遊具が、古くなっているし、木のおうちみたいなところも、きがはがれていたりとかもあるの 

で、園庭がもう少しよくなればいいなぁと思います。 

 →危険な箇所はその都度、補強修正をしておりますが、全体的に老朽化が進んでいるのが現実です。予算や状況な 

どからすぐに新しくするのは難しいですが、検討していきます。 

 

⑨預かり体制について 
・子ども達の人数がかなり多い日でも先生は二人体制なのですごく大変なのではと思います。自由にのびのびと色

んな事をやらせてもらえてありがたいですし、先生が目一杯一生懸命やってくれているのが伝わってきます。な

ので、先生への負担がかかりすぎないように人数が多い時間帯だけでももう一人先生がいてくれたらと感じます。 

→現在、対応中です。 

 

⑩園使用着への装飾について 
・カラー帽子や遊び着に派手な装飾はしないよう、お手紙にあるにも関わらずレース等の装飾をしているお子さん 

がいます。そういったお子さんの親には何かお話されてるのでしょうか?他の子が真似して派手な装飾をしている 

様子はありませんが「〇〇は帽子に色々付けてるよ。なんでダメなの？」という事を子供から聞く事があります。 

 →声掛けはしておりますが、縫いつけてしまい外すのが難しく今年度はそのままという場合があります。基本は派 

手な装飾をしないようお願いいたします。 

 



⑪送迎時の駐車場所について 

・送り迎えの際、園の駐車場に停めずに園の南側に路駐している人達が気になります。きちんと駐車場に停めてい

る人がいる一方で、近隣住民の方の迷惑にもなりますし、特に冬は雪で道幅が狭くなるので苦情に繋がらなけれ

ば良いのですが…。お便りなどで呼びかけるだけでなく、もっと徹底された方が良いと思います。 

→園の南側は、必要な場合もあるので園舎側で少しの時間であれば停めても良いことになっています。ただし、園

舎を超えて公園以上の場所に停めてしまったり、進行方向と逆向きに停めるのは禁止です。また、雪で道幅が狭

い時など近所迷惑になる時は園の駐車場に停めてください。今後も定期的に呼びかけていけるよう努めます。 

 

(要 望) 
・来年こそ行事を縮小せず、全学年一緒に行っている様子を見てみたいなと思っています。(先生方は準備大変だと思 

いますが…) 

・行事が学年ごとになり、他学年の活動が見られなくなり残念に思う。可能であれば、保護者専用の動画公開などで見 

られるようにしてほしい。 

・もうコロナは風邪程度だとわかっているはず、全学年でやってほしい。効果もないのは明らかな、むしろ害が多いワ

クチンを勧めるようなお知らせはいらないです。 

→行事につきましては、私たち職員一同も縮小せずに全学年で一緒に行いたい気持ちを常に持っております。しか 

し、その気持ちだけでは突っ走れない事もご承知おき頂ければと思います。毎回、議論を重ねて、苦渋の決断を

しております事をご理解ください。それを踏まえたうえで、その時にできる最大限で行えるよう努めてまいりま

す。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

・ブログの更新をもう少ししてくれると毎回楽しみにしてる私としてはうれしいです。あとは来年度はコロナ禍でで 

きなかったことが少しでもできるようになることを願うばかりです。 

→出来るだけ更新できるよう、努めます。 

・各家庭のプライバシーに関する事や個人情報を扱う立場として発言する際には配慮していただけたら幸いです。 

→申し訳ございません。職員一同、一層気を引き締めて参ります。 

・今年の発表会の席、後ろの席の保護者が多く、遠くて子供の表情が全然みえなくて残念でした。例年通り前詰めの方 

がいいと思います。 

→去年は反対の意見があっての今年の席でした。また、次年度は考えていきます。 

・夏祭りの先生の浴衣姿はとても素敵ですが、園児が裸足のため先生の下駄は園児の足を踏むと大変危険なのでやめ

てほしいです。 

 →申し訳ございません。園内で行う場合は気を付けます。 

・園でコロナウイルスが出た後の学級閉鎖等の対応が少し遅い気がします。 

 →基本は国の基準に従って行っていますが、ご意見を参考にしながら今後もその時々の情勢を見ながら対応してい 

きたいと思います。 

・心配なご時世なので、園児の欠席状況を週一程度で構わないので教えてほしいと思っています。 

 →出来るだけお知らせ出来るよう努めます。 

 

(激励・応援メッセージ 等) 
・クラスの先生はもちろん、他のクラスの先生も息子の名前を覚えて優しく接してくださり、安心してお預けしてい 

ます。たくさんの先生の名前を覚えて甘えたり困ったときに助けてもらったり、息子も安心していると思います。

他の子よりできないことが多い息子ですが、標準を押し付けずに息子のペースで成長していくことを温かく見守っ

てもらえていると感じ、こちらの幼稚園に通えて本当に良かったです。 

・初めての大きな舞台での発表会は、子供の成長と頑張りを感じることができ感動しました。子供の成長を応援して 

くれる先生方にも感謝です。毎日ありがとうございます。 

・幼稚園に行くことを毎日楽しみにしているので先生方の関わり方や友達関係もいいのかな、と思っています。いつ 

もありがとうございます。 

・とても甘えん坊で泣くことも多い我が子ですが、幼稚園に通うのを毎日楽しみにしています。これも先生方や、バス 

の運転手さん、添乗員さんのおかげです。ありがとうございます。 

・コロナ禍での保育はイレギュラーなことが多く大変な中、なるべく普段通り楽しく過ごせるよう工夫していただき、 

とても感謝しています。 



・幼稚園に入ってからは、子供達の成長が著しく、子供達も幼稚園での出来事をたくさん話してくれます。楽しかった 

事も悲しかった事も色々話してくれる姿を見ていると心も体もしっかりと育っているのだと日々実感してます。 

お迎えに行くと担任の先生方から、よく園での様子を教えていただける事も親として安心しています。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します。 

・幼稚園生活を通して確実に子供が成長していると感じます。先生方がきちんと見てくださっているお陰だと感じま 

す。普段の保育だけでなく、バスの乗務員の先生方も子供の事をとても良く見ていてくださり、そこも感激でした。 

ありがとうございます。 

・いつも先生達にはお世話になってます。子供も楽しく幼稚園に通っています。子供の良いところ、悪いところちゃん 

とみてて頂き子供にとっても良い先生だなって改めて思いました。帯広幼稚園に入れて後悔なし！今後とも宜しく 

お願い致します。 

・幼稚園はとても心強い存在だと、日々感じています。コロナ禍のため、色々と苦労が多いと思いますが、先生方のお 

体も大事にして下さい。いつもありがとうございます。 

・今年度から転園し、子どももすっかり園に馴染み楽しんで登園しており本当に嬉しく思っております。毎日、保育を 

して下さり、先生方には本当に感謝しております。今後ともよろしくお願いします。 

・園舎は古いのに、いつもきれいで園庭も含めて掃除が行き届いているなと感じています。先生、職員の方々が顔を覚 

えてくださっているので安心感があります。保護者の駐車場が全面砂利になり、広くもなったので停めやすいのが

嬉しいです。幼稚園の雰囲気も良く、相談等もしやすいのがありがたいです。 

・園でのコロナの情報やお休みの状況など随一開示してくださり、こちらも気をつけたりできるのですごくありがた

いです。子どもの園での様子を担任の先生がまめに電話くださるのでありがたいです。今後ともよろしくお願いし

ます。 

・先生たちがとても優しく、子どもも楽しく幼稚園に通っていて安心して預けることが出来ています。いつも、ありが 

とうございます。 

・毎日楽しく幼稚園通えているのは、先生方のおかげです。とても感謝しています 

・ケガの多い子供ですが、お忙しい中、かえって申し訳ないと思うぐらいその都度連絡をいただくので大変感謝して 

おります。その際、園での様子なども伝えていただけるので、子供の成長を知ることができ、とても嬉しく思いま 

す。いつもありがとうございます。幼稚園バスの悲しい事故のニュースがある中、バス添乗の方々や先生方の連絡 

や報告がきちんとされていると感じています。今後もよろしくお願いします。 

・入園当初、園生活に馴染めていけるかとても心配な部分がありましたが、担任から園での様子を TEL でしばらく頂 

いていて状況を知れて安心したのと、成長過程を心から本当に喜んでくれていた担任の先生で、親としても、もの 

すごく嬉しかったです(*^^*)これからも共に成長を見守っていただきたいです♪ありがとうございます!! 

・幼稚園がお休みの日には残念がるほど楽しそうに幼稚園に行ってます！いつもありがとうございます！おたよりで、 

週の活動内容をかいてもらえるので、今日は、幼稚園で、なにするの？と子どもが楽しみにきいています。活動内容 

のお話ができので、ありがたいです。年少さんで、はじめての幼稚園なので、色々おたよりで、お知らせしてくれる 

のはとてもいいとおもいます 

・子供は幼稚園が大好きで毎日楽しく通っています。日々の先生やお友達との関わりや園での活動、行事等あらゆる

場面で成長を感じる事ができています。クラスの日々の課題も工夫されていて、親子で毎日楽しみにしています。

先生方も子供の事をよく見てくださり個性を理解して対応して頂きとても感謝しています。担任の先生はもちろん

それ以外の先生も子供の事をよく見てくださっているのが感じられ安心してお任せできています。帯広幼稚園に通

わせてよかったと思っています。行事の準備なども大変な中、手作りの被り物等の用意なども本当にありがとうご

ざいました。今後ともよろしくお願いいたします。 

・毎日楽しく幼稚園通えているのは、先生方のおかげです。とても感謝しています。 

・コロナ禍で色々な制限がある中、工夫してイベントなど行っていただき感謝しております。普段の園での生活も大 

変かと思いますが、引き続きよろしくお願いします。 

・子供の担任はもちろん担任でなくても「今日はこんな事がありました」「運動会、発表会頑張ってましたね」など声

をかけてくださるので普段から見ていてくれているんだなと嬉しく思います。ありがとうございます。 

・先生のことが大好きで、安心して毎日元気に幼稚園に通えています。来年度もよろしくお願いします。毎日、先生や 

お友達に会えることを楽しみに幼稚園に通っています。 

・担任の先生には、いつも子供の様子などまめな連絡をして頂いて、信頼できるなぁっと日々思っております。他の先 

生方も、子供達全員の名前を覚えていて、本当にすごいなぁと関心しています。 

・幼稚園に入ってからは、子供達の成長が著しく、子供達も幼稚園での出来事をたくさん話してくれます。楽しかった 

事も悲しかった事も色々話してくれる姿を見ていると心も体もしっかりと育っているのだと日々実感してます。 



お迎えに行くと担任の先生方から、よく園での様子を教えていただける事も親として安心しています。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します。 

・上の子に続き､下の子も年中から通わせていただいています｡３つ差ではありますが､以前より保育内容や子どもたち 

の様子が､分かりやすく家庭へ届いている気がしています｡クラス便りにも具体的な活動内容や週のスケジュールが 

載っていて､助かることが多々ありますし､子どもへも「今日は◯◯するんだって」等と伝えることができています｡ 

併せて､担任の先生から電話で様子を伺えたりと､疑問なく通うこともできています｡運動会や発表会等の大きな行

事は勿論ですが､毎月の誕生会含め､毎回先生方の工夫が感じられ､準備大変だっただろうな…と有り難く思ってい

ます｡幼稚園生活もあと一年と数ヶ月となりました｡色々な気持ちを感じて､小学校へとあがっていってほしいもの

です｡引き続き､ともに子どもたちの成長を見守って頂けたらと思っています｡ 

・何事にも対応が早く、クラス意外の先生やバスの運転手さんも見てくれているのでとても安心します。 

お店などで会っても幼稚園やバスの時同様に気さくに接して下さり子供をお願いしている側として有難いばかりで

す。先日トイレのお話のお便り頂きましたが、恥ずかしながら拭き方を子供へどうやるのかを教えられずにいまし

たので、まさにその事が書かれており非常に参考になりました。 

・熱心に相談にのってくださったり、その後もいろいろ気に掛けてもらいありがたいです。 

・何かあっても先生に伝えたら 一緒に考えてくれるし、安心して通わせられてます。 

・担任ではない先生も、子どもの名前を覚えて下さったりよく声を掛けて頂いたりする事がとても嬉しく、また感謝 

しています。これからもよろしくお願いします！ 

・毎日楽しく通ってる姿を見るのは親としてとてもうれしく感謝の気持ちでいっぱいです。 

年中になってクラス替えがあり新しい先生やお友達とうまくやっていけるのか心配でしたが先生がこまめに連絡を

くれたりお迎えの時に担任副担任の先生はもちろんのこと、担任じゃない先生まで色々幼稚園での様子を教えてく

れるので気に掛けてくれているのが手に取るようにわかります。年中になって成長していくと幼稚園での楽しかっ

たこと、いじわるな子がいるという話もちらほら出てきて心配な時期もありますがそういう経験も必要だなと感じ

ています。落ち着きのない娘が声をかければ座っていられるようになったり、発表会で踊ったり歌ったりしてる姿

を見てうれしい反面、きちんとできてる子と比べてしまうこともありますが娘のペースを大事にしてくれて私自身

も先生方にはとても助けられています。れんらくアプリはとても使いやすく役立っています。下の子を連れての送

迎にバスの時間がだいたいわかるのも有り難いです。 

・いつも家に帰ると、楽しそうにお友達や先生との出来事を話してくれ、休みが続くと、幼稚園行きたいな〜って言っ

てくれる。絵を描くことがこの一年でとても上達した。字も少しずつ書けるようになってきている。担任の先生も、

何かあったらすぐ電話をくれて、園での様子を細かくわざわざ教えてくれたり、お便りも丁寧で見やすいし、素敵

な担任副担任の先生とお友達に恵まれて、良かったなと心から思います。 

・以前先生に子どもの事で相談をして丁寧に対応してくださったのでとても有難いです。子どもはいつも幼稚園を楽 

しんでいます。 

・先生方は、子供の話を聞いてくれてたり、対応してくださり安心して登園させることが出来ています。 

・先生達は学年関係なくみんなで子ども達をみてくれているなと感じます。とても楽しく通えてるのも先生達のおか 

げです、ありがとうございます。 

・いつもたくさん愛を注いで頂きありがとうございます。どんな時も見守ってくださることで、娘はとっても成長し

ています。先生方には、いつも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。卒園までもうすぐと言ってもいい季節になっ

てきて、寂しくなります。今後とも姉共々よろしくお願い致します。 

・毎日楽しく幼稚園に通っています。年長になっても先生が 2 人体制で見守ってくれていることに安心感があり、帯

広幼稚園にして良かったと感謝しています！ 

・入園当初、園生活に馴染めていけるかとても心配な部分がありましたが、担任から園での様子を TEL でしばらく頂 

いていて状況を知れて安心したのと、成長過程を心から本当に喜んでくれていた担任の先生で、親としても、もの

すごく嬉しかったです(*^^*)これからも共に成長を見守っていただきたいです♪ありがとうございます!! 

・困りごとを相談するとすぐに対応して下さるのでありがたいです。先生方のおかげで子供はいつも楽しく幼稚園に 

通っています。給食もいつも美味しいようで少しずつ好き嫌いも減ってきました。コロナ禍で難しい状況が続く中、

行事も工夫して開催してくださってありがとうございます。 

・毎日楽しく幼稚園に通っています。担任の先生は小さなことでも報告してくれて、子どもたちをよく見てくれてる 

なって感じています。卒園まで残りわずかですが、今後ともよろしくお願いします。 

・季節の歌を覚えたり身体をいっぱい使った遊びに様々な製作、発表会で真剣に取り組む様子、子どもたちをいつも 

導いてくださりありがとうございます。園長先生、担任の先生はもちろん、大好きな副担任の先生との時間も息子

にとってかけがえのない時間です。一緒に過ごしたサッカーも楽しい時間だったと。ありがとうございました。 



また、バスの運転手さん、バスの先生、担任ではない先生も皆さん心温かく子どもたちと関わってくださり親だけ

でなく、皆さんに育ててもらっているなと改めて感謝でいっぱいです。また、時代と共に色々なご意見あるかと思

いますが、これからも、流行りは適度に、季節の歌や行事を通して日本の良さ帯広の良さ成果主義にとらわれない

伸び伸びとした教育をこれからも続けて頂けたら嬉しいです。ありがとうございました。 

・担任の先生だけではなく色々な先生が良くしてくださってるなと感じます。担任の先生は、マイナス面だけではな 

くプラス面も教えてくださるので子供の成長を知ることができ嬉しく思います。 

・いつもお世話になっております。毎日楽しく幼稚園に通っています。コロナ禍で園に行く機会は減ってしまいまし 

たが、行事を中止することなく行っていただけていることが嬉しいです。また、我が子はいつも明るくて優しい先

生たちが大好きで、親としても安心して通わせることができています。細かなところまで見てくださってありがと

うございます！ 

・先生達は子供達に寄り添ってくれて、毎日楽しく通わせて頂いています。ありがとうございます。伸び伸びと遊ばせ

る部分と、お参りなどできちんと座っていさせたりするところがほどよくて、すごく良いと思っています。 

・担任の先生がこまめに連絡をくださったり、園での様子を教えて頂けるので、こちらとしても相談しやすいく、 

 また、クラスのお便りも週の予定表がある事で、大変助かっています。最近では幼稚園での、悲しいニュースなどが

よく見られますが、子供達が楽しく登園し続けられるのも、先生方がいつも優しく見守って頂いてるからだと思い

ます。ありがとうございます。 

・のんのクラブに我が子が参加していますが毎回の手作りおやつ素晴らしく我が子はいつも頬張って食べてるの見て 

嬉しく思います。満 3 クラスが始まるかもしれないという話が聞けて楽しみにしています。 

・お休みがいらないというほど幼稚園が大好きで優しく楽しく子供と接してくださる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す。 

 

沢山の嬉しいお言葉を頂き、ありがとうございました。皆様から頂いたご意見・お言葉を胸に今後

も職員一同精進して参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 


