
2017 年 3 月 31 日 
保護者各位 

さくらんぼ保育園 
 

平成 28 年度保育園に関するアンケート結果について 
 

 日頃より本園の運営にご協力をいただきありがとうございます。 
保育園に関するアンケートについて集計したのでご報告いたします。今年度は 98％の回収率でした。 
率直で貴重なご意見や回答のご協力をどうもありがとうございました。 

〈 回答数：103 〉 

項
目 評価の内容 思う 

どちらとも

言えない 
思わない 回答なし 

保
育
園
の
運
営 

①保育方針・保育目標・大事にしている保育内容

が伝えられていると思いますか。 
97 6 0  

②園の保育方針・保育目標にそった保育がされて

いると思いますか。 
97 6 0  

③子どもが落ち着いて生活や遊びをする環境が整

っていると思いますか。 
80 22 0 1 

④子どもの安全について配慮した体制を整えてい

ると思いますか。 
81 21 1  

⑤保護者に出す文書・事務連絡などはわかりやす

いと思いますか。 
88 13 2  

⑥給食のメニューは充実していると思いますか。 99 4 0  
⑦園だより・クラスだよりなどを通じて、園や組

の様子がわかると思いますか。 
97 6 0  

⑧保育園の保育について、あなたの意見や意向を

述べやすいと思いますか。 
79 21 3  

⑨保護者参加行事、クラス懇談会の日程や内容は

適切だと思いますか。 
75 24 4  

⑩保育参加やクラス懇談会、行事に参加すること

を通して、園の姿勢や子どもの理解を深めるこ

とが出来ると思いますか。 
89 12 2  

⑪さくらんぼ保育園では、保護者会との連携を図

っていると思いますか。 
89 13 0 1 

 
 
 
 



保
育
者
と
の
か
か
わ
り 

⑫送迎時の保育士との話や連絡帳を通じ、園や家

庭での子どもの様子について情報交換ができて

いると思いますか。 
90 11 2  

⑬子どもの心身の健康についてや子育ての悩み等

が気軽に相談できていると思いますか。 
90 11 2  

子
ど
も
の
姿 

⑭子どもは保育園に行くのを楽しみにしたり、友

達と楽しく遊んでいると思いますか。 
92 11 0  

⑮子どもは、保育園で年齢にふさわしい遊びをし

ていると思いますか。 
98 4 1  

⑯子どもは、保育園で自分の気持ちを表現でき、

受け止めてもらっていると思いますか。 
96 6 1  

 
〈保護者アンケート集計結果より〉 

アンケート結果から、さくらんぼ保育園の運営や保育内容につきまして多くの方から信頼をいただい

ていることがわかりました。安全面や環境の配慮、行事などの日程について、意見や悩み等の伝えにく

さ、お知らせや連絡などのわかりにくさ等のご意見が寄せられました。このアンケート結果をふまえ、

改善できるところは努力を惜しまず、より一層保護者の皆さんと子どもを真ん中に共に育ち合えるよう

にしていきたいと思います。 
 
〈保育園に寄せられた意見（自由記述）より〉 
○励ましや嬉しい言葉 
保育方針・保育内容について 
・さくらんぼ保育園だからこそ、子どもは自分らしくいられると思う。 
・保育園のおかげで安心して働くことができる。家庭ではできないたくさんの経験（良いことも悪いこ

とも）が子どもを成長させてくれていると感じる。あたたかい友だちと先生の中で、さくらんぼっこ

らしく大きくなっていくことを願っている。 
・毎日子どものために工夫した保育がされていたり伝承行事を大事にしていて、子どもにとってとても

学ぶことができていると思う。 
・子どもに対しての保育内容も季節の行事や他クラスとの交流、リズム等、心身ともに成長できる内容

で、安心して預けることができている。 
・基本的に子どもたちの気持ちに寄り添った保育を一生懸命提供していただいていることが伝わり、と

ても感謝している。 
・子どもの好奇心やがんばる力、友だちとの関わり方等、心の成長も月齢、年齢に合わせてくれていて

ありがたい。これからも変わらずにさくらんぼ保育園らしさをなくさないように保育をお願いしたい。 
・異年齢児との交流も多く、良い刺激をたくさん受け、憧れの気持ちを持って生活しているようでとて

も素敵に思う。 
・家庭ではできない経験をたくさんさせてもらい嬉しい。 
・行事があるたび感動している。 



・日常保育以外の行事、山登りやおとまり保育、キャンプ、そりすべり等、たくさんの体験をさせても

らえてありがたい。物騒な世の中でこれらの行事を行うのに先生方がどれだけ気を張りつめているか

考えると本当に感謝の気持ちでいっぱい。 
・さくらんぼ保育園では読み書きよりもまずは基本の体力づくりが備えられているので本当にありがた

い。ある小学校の先生が「さくらんぼの子は基本的な体力づくりが備えられているので小学校へ入る

ととてもいい味を出すんだよね」と話していたとのこと。昔ながらの遊びもちゃんと取り入れ、また、

食についてもいろいろ経験させてくれ、すばらしいと思う。また、何より仲良しの友だちがたくさん

いて毎日保育園が楽しい様子。もうすぐ卒園でさみしいが、残りわずかを思い切り頑張ってもらいた

い。 
・年齢が上がるにつれてクラスの仲間意識が育ってきていると思う。みんなで力を合わせてできるとい

う共同制作やグルーピングなど取り組んでいるからだと思う。 
・クラスの掲示やおたよりも丁寧に知らせてくれわかりやすい。 
・予定を子どもに伝えてくれてありがたい。カレンダーにもイラスト入りで予定が提示してあり、わか

りやすい。持ち物や行事に意識を向けさせるためにも続けていってほしい。 
・長期病欠の職員が出てしまったが支援体制を組みながら団結して保育、運営に取り組んできたと思う。 
・上履きのおさがりバンクがとても助かった。上履き以外に布団などもあると嬉しい。 
・昨年のアンケートで、横断歩道の車のスピードについて危険を感じると意見したが、互いの意識の持

ちようでとても安心できるようになった。これからも気をつけていきたい。 
 
給食について 
・給食は毎日バランスがとれていておいしそうで子どもも喜んでいてとてもありがたい。 
・給食は手づくりのものが多かったり、献立も季節を感じられるものがあったり、とても良いものであ

りがたい。 
・給食が野菜たっぷりなメニューで、魚もあり、身体に良いと思う。 
・土曜日も給食になり助かっている。 
 
保育者とのかかわりについて 
・日頃の子どもの成長を見ていると、さくらんぼ保育園で良かったと日々思っている。先生方にも日頃

の悩みを相談しやすく、親身になって聞いてくれ、子育てに向き合う親への影響も大きく、感謝して

いる。 
・保育園に行き始めてからよくお話ができるようになり、トイレもできるようになったりと、とても成

長を感じている。最初は保育園に通わせるのが少しさみしい気もしていたが、今は楽しそうに毎日通

っている姿を見て安心している。先生方皆さんのおかげでここまで成長してこれたのだと感じている。 
・子どもも毎日楽しく保育園に行っている。担任以外の先生も子どものことを気にかけてくれていて、

預けていて安心する。 
・毎日楽しく保育園に登園し、安心して仕事に行けるのは先生方あってのことだと思っている。 
・先生たちのおかげで子どもたちは楽しく過ごしている。いつも朝は行きたくない様子でも、帰りには

「まだ遊びたかった」と楽しそうで安心している。 



・毎日いろいろな先生が元気に挨拶してくれてとても嬉しい。初めは何もわからず不安だったが、担任

ではない先生も声をかけてくれ、子どもと一緒に慣れていけた。 
・園での子どもの過ごし方を教えてくれ、家では見せない子どもの姿がわかって嬉しいし面白い。 
・担任の先生をはじめ、土曜保育や延長保育を通じたくさんの先生方と接することができ、また、たく

さんの経験をし、幸せだなと思う。 
・途中入園でとても不安だったが、担任の先生が子どもの園での様子をちゃんと教えてくれ、子どもの

個性をとても大切に考え向き合ってくれているのが話の様子から伝わり、本当に安心できる。 
・友だちとなかよく遊べているのか、先生たちにちゃんと自分の気持ちを伝えられているのか等、たく

さん不安はあったが、先生方が子どもと向き合って子どもの気持ちを引き出してくれ理解してくれて

いるので、安心して預けられている。 
・子どもの個性を受け止めてくれ、やる気になるまで待ってくれたり、ここぞという時には背中を押し

てくれたり、よく見守ってくれているなとありがたく思っている。おかげで少しずつだが成長し、自

分の力を出せるようになっているよう。 
・身体が思うように動かなく危なっかしいのに、他の子より手がかかっているのに、気にかけて見てく

れたり接してくれて感謝している。 
・親身になって相談に乗ってもらえるので嬉しい。 
・良いことも悪いこともきちんと報告してくれる先生方にありがたい。 
・丁寧に子どもたちを見ていただきありがたい。 
・クラス懇談会を通して先生たちの保育に対する思いを聞け、さくらんぼ保育園に入園できて良かった

と思えた。 
・子どもの保育についてや社会情勢についてなど意識を高く持たれた先生方に見ていただけて本当にあ

りがたく思っている。我が子の成長は保育園のおかげ。ありがたい。 
・安全な環境の中で、子どもたちのできた喜びを先生たちが一緒になって笑顔で対応してくれていて、

感謝している。 
・先生たちがよく見てくれ、他にはない園で子どもにもいろいろ経験させてあげることができた。先生

たちも一生懸命保育している姿が嬉しかった。 
・先生方の努力と熱意のおかげでたくさんの経験、体験をさせていただき、心から感謝している。 
・先生たちの仕事を頑張る姿に元気をもらえる。 
・先生たちがいつも一生懸命でありがたい。 
・送迎時に保育園での子どもの様子をたくさん聞くことができ嬉しく思う。 
・子どもたちはたくさんいるのに一人一人ちゃんと見てくれているんだなと送迎時に話を聞いていて思

う。 
・困った時や悩んでいる時こちらから言わなくてもすすんで聞いてくれる先生がいて本当に嬉しかった。 
・担任以外の先生からも子どもの様子を伝えてもらえてありがたい。親の私よりずっと子どもの様子や

性格をわかっているなぁと思う場面もあって、子どもへの向き合い方を見習わなくてはと思うことも

ある。 
・他のクラスの先生や事務所の先生も声をかけてくれ、安心して子どもを預けられている。ありがたい。 



・毎日本当に先生方によく見守られながら育っていると実感している。3 才で 10 時間以上保育していた

だき、子どもに申し訳ないと思う一方で、先生方が熱心に親身になって見ていてくれるので本当に安

心している。先生方も身体を大切にしてもらいたい。いつも本当にありがたい。 
・先生たちには感謝している。子どもたちのことをよく考えてくれていると思う。 
 
○改善してほしいこと 
安全・環境面 
・子どもの人数に対し、敷地の大きさが狭いように感じる。 
・もっと広い所でかけっこなどすることができるといいと思う。 
・昔は三輪車があったようだが今はなぜないのか。 
  思いきり身体を動かして遊びたいときにはクラスで活動を工夫し、園庭やホールを使い分けたり 
  散歩先などで遊ばせてもらったりしています。今の園庭の広さと園児数では三輪車を使うことは 
  安全面からも難しいので置いていません。 
 
・低年齢の子は上履きがないので、冬場になり部屋を走りまわって転んで頭をぶつけた。床なので危険

だし、木のものをたくさん使ってあるのは良いがきちんと角などの管理ができておらず、とげをさし

て帰ってくることが度々あった。環境管理に配慮願いたい。 
  園舎も築 17 年が経ち、あちこちメンテナンスが必要になってきています。危険箇所はその都度 

修繕し、気をつけるようにしていきます。早朝作業でも環境整備のご協力ありがとうございました。 
 
・上履きは、防災の面からすると、着用しない時期はまとめておき、有事の際に保育者が持って外へ避

難できると良いと思う。外に靴などがあっても履いて逃げる暇はなく裸足で逃げることになると思う

ので。 
  靴を二足制にしているので、毎月の避難訓練ではテラスから靴を履く・持つ等して避難することも 
  行っています。 
 
・園通路から駐車場に出るまで夕方とても暗いので外灯の設置をお願いしたい。 
  外灯が切れてしまった時はご不便をおかけしました。 

また危険な箇所など気がついたときはお知らせください。 
 
・駐車場のラインをわかりやすくしてほしい。 
  毎回の早朝作業で点検・整備していくようにします。 
 
・正門について、保護者の方に自分の子ども以外の子が外に出ようとした時は止めてもらいたいことや、

外に出てしまわないように閉めてもらいたいことを伝えてほしい。 
   
 

門の鍵かけについてのお願いをまた改めて見やすく掲示していきながら、理解と協力を呼びかけ 
ていきます。また、職員も子どもへの目配りに十分気をつけ保育していきます。保護者の皆さん

には、門から出る時は必ず子どもと一緒に出るようご協力をお願いします。 
 



保育方針・保育内容について 
・外遊びについてはとても充実していて良いと思う。幼児期に身体を動かす経験は重要なので。しかし、

動と静のメリハリが園の中では少し緩いかなと思うこともある。描画はしているが単色なので多色を

使って描画するのに必要な観察力や集中力を養うまでに至らないし、年長で折れる折り紙のレパート

リーも少ない気がする。きちんと座って集中する活動も積極的に取り入れてほしい。 
  発達の土台となる全身運動を豊かにすることが手指先の発達にも繋がるので、生活やあそびの中 

で各年齢や発達に応じて動と静の活動を工夫して取り組んでいます。生活のメリハリや自制心の 
育ちについて職員会議でも確認し合ったところなので、心がけていきたいと思います。また、描 
画については年長児になると観察画にもじっくり取り組める力が育っていきます。そのためにも、

それまでの土台となる経験や描画活動を丁寧に保育の中ですすめていきたいと思います。 
 
・言葉づかいが気になる。大きくなれば仕方ないのかもしれないが、「クソババア」とか「おまえがやれ」

といったような怖い言葉も覚えてきてしまうのは困りもの。園でもそんな言葉が飛び交っているよう。 
  子どもたちの言葉にハッとさせられることも多く、子どもと一緒に考え合うことも大切にしてい 
  ます。気持ちの良い言葉や言い方をみんなで気をつけていきたいですね。 
 
・アンケートなのに記名欄があることに疑問を感じる。本当に意見を聞きたいのならなくすべきだと思

う。 
・このような形でなく、いつでも困った時にアンケートを入れられる箱があると伝えやすいように思っ

た。 
  職員一人一人が聴く姿勢を心がけ、コミュニケーションや対話を大事にしながら、園全体で信 

頼関係づくりに努めていきたいと思います。どんなご意見もお気軽にお寄せください。 
 
・お弁当箱は保温するわけではないのでプラスチック製でも良いと思う。アルミのものはコスト的にも

高い。 
  丈夫で使いやすく適度な通気性も保たれること、また、パッキン等がないので衛生面からもアル 

ミ製のものの方が良いという点で選んでおりますのでご理解ください。 
 
・クラスで使うコップの袋は子どもが自分で入れるということを最近知ったので（お知らせにあったか

もしれないが）事前にその旨を知らせてもらえるともう少し大きい袋（子どもが入れやすい袋）を用

意できるかなと思った。 
  年度途中に準備していただく持ち物については、その都度わかりやすくお知らせするようにして 

いきます。 
 
・おやつが塩分の少ないものにしてもらえると嬉しい。 
   
 
 

すべてを手作りおやつというわけにもいかず、市販のおかしも提供しています。その時には、塩

分だけでなく食品添加物にも気をつけながら選ぶようにしています。しかし、種類が少なく同じ

ものばかりになってしまったり価格も高かったりするので、おかし選びも難しいですが、子ども

たちにはより良い物を提供できるように努めていきたいと思います。 
 



・担任が変わってしまうことで子どもが頼りにしている先生がわからなくなってしまい、不安を感じて

しまうことが何度かあった。園としても突然のことなので、対応、対処は難しいと思うが、家庭でも

子どもに説明や園へ楽しく行くことができるようにするのが大変なこともあった。あたたかく見守っ

ていただきましたが。 
 
 
    
・雑費で徴収するオムツ代のもう少し詳しい内訳が知りたい。 
  園の重要事項説明書に詳しい金額が載せてありますのでご参照ください。また、基本的な月額料金

以外の実費徴収分につきましては、個々の使用枚数をクラスで把握していますので確認したいとき

はいつでも声をかけてください。 
 
・おしっこで濡れた服は他の服とは別にビニール袋などに入れてもらえると嬉しい。濡れていない服も

濡れてしまったり、袋が濡れてしまうので、持ち帰る時や洗濯の時に少し大変。 
  おもらしの衣類について、気になる方はビニール袋に入れるようにしていきますので、汚れ物入れ

のカバンの中に記名したスーパーの袋を入れ、担任にその旨をお伝えください。 
 
 
職員に対して 
・子どもが泣いている時、「なんで泣いているのかわからない」と怒り口調で言っていて、子どもの気持

ちを受け止められていないと感じた。 
・子どもに対して抑えつけるような態度や言動の先生がいるのが気になる。やる気は伝わってくるが「○

○先生に怒られるから～する」と怯えたように子どもが言うこともあった。行動が遅い子の背中をど

んと押して行かせていたり、列に並んでもそわそわ動いている子をただ怒鳴っているだけだったりと、

その子なりの理由などおかまいなしで、軍隊ではないのだからと何度も悲しくなるような場面に出く

わしている。 
・子どもが「先生に怒られるから」と言う場面が多かった。怒り方、言い方。指導内容に悩んだことも

ある。悪いことをした時、悪い思いをさせて教えるというのはどうかと思った。 
  悲しい思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。このような関わり方はどうなのか全職員で話

し合い、これは私たちが大事にしている保育ではないと共立福祉会の基本理念や保育方針を確認し

ました。もし、このような場面を見かけたり、職員の対応に疑問等ありましたら、遠慮なくその都

度伝えていただけたらと思います。職員間でも互いに気づき合いながらよりよい保育に努めていき

ます。 
 
・朝、子どもを預けたらおなかの大きい先生が抱っこしたが泣いてあばれてしまった。それを見ていた

違う先生が「大丈夫？」と声をかけていた。私が預けたのがいけないのかと気分が悪かった。 
  嫌な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。 

気兼ねなく、どの職員にも安心して預けてください。 

今年度は職員体制についてご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。こちらも

あたたかく見守っていただきました。ご理解とご協力を本当にどうもありがとうございました。 



・写真の割合が少ない気がした。貼り出されたのを探して、ここは 1 枚もないねと話したこともあった。 
 
 
 
・子どもの便を拭く時に手袋をしてお尻を拭くようにしていくと、少しでも胃腸炎などの感染を防げる

と思う。 
  ありがとうございます。感染症流行時は徹底して気をつけています。 
 
・投薬時間がずれてしまった時すぐに連絡をもらったが、他の子どもの薬を飲まされてしまった時すぐ

に連絡をもらえなかったと他の保護者から聞いたことがある。そのような時は両保護者に一報いただ

きたい。 
  与薬間違いにすぐに気づかず連絡が遅れてしまったことは、本当に申し訳ありませんでした。あっ

てはならない事故なので、以後徹底して気をつけています。 
 
・保護者が決めることに相談に乗ってくれない。園に言われ協力する時は出来る限りしてきたが、こち

らが何か相談するとそれは保護者の方でと言われてしまう。 
  保護者会活動や行事等の中で保護者の方が主体となって取り組む内容もあり、クラスや園としても 

一緒にすすめていけるよう取り組んできましたが、対応が至らなかったことは申し訳ありませんで 
した。 

 
・4 月、新年度になった時はりきって登園し、今日から新しい先生になるかな？園長先生は誰かな？と子

どもと話し登園したが、玄関は真っ暗、事務所内には「おはよう」と言ってくれる人もいないさみし

いスタートだった。進級式で親が参加することもないので、せめて初日くらいは元気な挨拶がほしか

った。 
  いちばんドキドキする新年度の初日こそ明るく元気に迎えられるようにと心がけて受け入れ準備を

しています。新年度初日は園長はじめ主任や各クラス責任者、早番勤務職員で受け入れをしました

が、交代勤務をとっている都合上、全職員が揃うのは朝 9 時からですので混合保育時間帯は新年度

初日ということでいつも以上に慌ただしかったかもしれません。さみしい思いをさせてしまい申し

訳ありませんでした。 
 
・これまでに 2 度、門のところで泣いている子がいたのを見た。一人は雨の中裸足で立って泣いていた。

どのくらいの間そうしていたのかわからないけれど、“誰かが言ってくれるだろう”ではなくその状況

を見た時に報告し対応してもらうべきだと思う。 
  職員も気づけなかったことは本当に申し訳ありませんでした。混合保育時間帯は特に、全体への目

配りに気をつけていきます。 
 
 
 

子どもたちの姿をまんべんなく撮っているつもりですが、偏ってしまうこともあります。 
また、保育をしながらですので少ない時もありますが、ご容赦ください。 
 



行事・お知らせついて 
・年間予定もあるが、予定されている行事（特に保護者参加の行事）を 2 ヶ月くらい前に連絡してもら

えるとありがたい。 
・おたよりの行事のところで日付や曜日が違い、戸惑うことがあるので気をつけてもらいたい。 
・誕生会など日程が変わる時は早めに教えてもらいたい。 
  お知らせの間違いは申し訳ありませんでした。気をつけていきます。 
  予定変更があったときはできるだけ早くお知らせします。保護者参加の行事についても、園だよ 

りやクラスだより等でもわかりやすく伝えられるようにしていきます。 
 
・運動会の総練習は日程が月末で役員の時に仕事が休みづらく大変だった。 
  お忙しい中をご協力ありがとうございました。運動会は地域の小学校をお借りするため、小学校 

との日程の調整や、同じく運動会で小学校を使用する保育園との調整でどうしても 9 月末になっ 
てしまいます。 

 
・懇談会はきょうだいで日にちが重なってしまい、十分参加できず残念だった。 
  出来る限りの調整はしていますが、どうしても重なってしまう場合もあり、申し訳ありません。 
  保育もありますので、両親やご家族で協力し合って参加してくださる方もいて、大変ありがたい 

です。 
 
・ひまわり組で各イベント（遠足、そり等）が最後になるのに親が見送りすることもできず、早く早く

とせかされるように帰されるのはどうなのか。今までは 5 才児保護者が見送りしているのをずっと見

てきた。最後になるイベントにせかされて帰されたのがすごく残念。少し考えた方が良いと思う。 
  子どもたちへの励ましやあたたかい気持ちは本当によくわかります。しかしながら送迎用駐車場 
  の台数には限りがあるため、混雑を避けるためにもどうかご理解とご協力をお願い致します。 
 
・運動会や行事の当日、全家庭で保護者が準備に参加しているが、人が多すぎてあまりやることがない

人もいたので、当日は家庭でも大人の手が一人取られるのは大変なので、担当制にするなど工夫して

も良いのではないかと思う。園に任せっきりにしたいのではなく協力するつもりはあるので効率的に

したらどうかと思った。 
  ありがとうございます。運動会実行委員会でも検討していきたいと思います。 
 
・餅つき会の時の駐車場の混み具合がひどかった。お手伝いに来てくれる人たちの駐車場を確保できた

ら良いと思う。 
・餅つきの手伝いで、作業環境が厳しい姿勢での作業だったので腰に響き大変だった。子どもが使って

いる机や椅子なので小さいのは仕方ないが、改善できたらお願いしたい。 
  気づかず配慮不足があり申し訳ありませんでした。改善できるところは工夫していきます。 
 
 



・平日に親が仕事をして忙しいからこそ子どもを保育園に預けているにも関わらず、平日に親が参加し

なければならない行事（懇談会等）が多すぎると思う。 
 
 
 
・回収物の提出期限が短すぎるものがあるので、もう少し余裕を持って配布してほしい。 
  土日をはさんで一週間を目安に配布していますが、急なお願いもあったかと思います。 

気をつけていきます。 
 
・土曜保育申し込みを早くできるようにしてほしい。月末になかったことも多かった。1 ヶ月前からでき

ないのか。あるいは 2 ヶ月分とかにしてほしい。 
  毎月 20 日頃には用意するようにしていますが、遅くなってしまった時もありました。気をつけて 

いきます。また、月毎に職員の勤務表を作成する都合上、申し込みも月毎にさせていただいており

ます。 
 

・先生方が園の研修やその他のことで保護者にお休みの協力をお願いすることがあり、それに対して協

力し休むことがある。しかし、祖父母などに急に預けられなくなってしまったことがある。その時に

は急ではあるが保育をしてもらえたら良い。 
 
 
・クラスにお便りボードがあるので、感染症に関する情報や CATV 情報など、未満児クラスの入り口の

柱に貼るのではなく必ず見るクラスの掲示板に貼ってほしい。 
  掲示板の活用についてクラスでも検討し、いかしていきたいと思います。 
 
・先生たちの写真が貼り出されないので新しく入った職員が全くわからない。 
・職員の入れ替えなどで今年度は職員の名前と顔写真が貼り出されず新しい先生の名前がおぼえられな

い。来年度は先生の名前と顔が一致できるようしてもらえると助かる。 
・長く勤務している職員の名前はすぐにわかるが、新職員や違うクラスの先生はなかなかおぼえられな

い。文章での紹介はあるが顔と名前の一致が難しいので、顔写真や名札等を提示してもらえるとあり

がたい。 
・在園児は 4 月の入園式に親が参加しないため、担任や以前からいる先生方中心にしか顔や名前がわか

らない。先生たちの中途での入れ替わりもあり、最近見かけても先生なのかすらわからない人もいる。

先生と知っていても名前もわからないというのもさみしいので、クラスごとに写真と名前を提示して

もらえたらとても助かる。可能なら中途の追加修正もしてもらえると尚嬉しい。保育者、保護者の関

係を深めることや危険防止の意味も込めて是非対応してもらえたらありがたい。手の込んだものでな

くて十分なので。 
  今年は職員の入れ替わりが多かったからこそ、きちんと掲示するべきだったと反省しております。 
  今後はきちんと掲示するようにしていきます。 

子どもを真ん中に園と保護者で一緒に子育てをしていきたいと思っておりますので、お忙しいと

は思いますがご理解とご協力をお願い致します。 

ご協力ありがとうございます。急な時は遠慮なく言ってください。 


