
【意見・要望】

気温の変化と個々の体調に合わせて衣服の調節をしていますが、薄着や鍛錬について再度学習し適切な
対応を考えながら取り組んでいきます。

71
(97.2%)

2
(2.8%)

・園の門の前にアルコール消毒液を設置していただきたいです。

園内に入る際は玄関に置いてあるアルコール消毒液を使用してもらっていました。外の設置については
検討していきます。

・寒暖差が激しい中、薄着で身体を強くしていくのは分かるが実際薄着し過ぎで、鼻水や発熱したりと昔
と今の気温変化は違ってくるので薄着への対応をもう少し検討してほしい。小さい子は特に風邪をひきや
すく以上児でも寒い寒いと言いながら通園しているため。

子
ど
も
姿

子どもは保育園に行くのを楽しみにしたり、友達と楽しく遊んだりし
ていると思いますか。

69
(94.5%)

3
(4.1%)

1
(1.4%)

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。
73

(100%)

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。

保
育
者
と
の

関
わ
り

子どもの心身の健康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。

66
(90.4%)

7
(9.6%)

感染症予防対策のため、保護者との直接的な対応がとりにくくなった
中で、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。

58
(79.4%)

14
(19.2%)

1
(1.4%)

1
(1.4%)

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。

51
(69.9%)

20
(27.3%)

2
(2.8%)

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。
47

(64.4%)
26

(35.6%)

給食のメニューは充実していると思いますか。
70

(95.9%)
3

(4.1%)

園だより・クラスだよりを通じて、園やクラスの様子がわかると思い
ますか。

70
(95.9%)

3
(4.1%)

保
育
園
の
運
営

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。

72
(98.6%)

1
(1.4%)

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。
72

(98.6%)
1

(1.4%)

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。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う感染予防のための衛生管理・危
機管理等について、園の対策・対応等が適切だと思いますか。

55
(75.3%)

16
(21.9%)

2
(2.8%)

保護者に出す文書・事務連絡等は分かりやすいと思いますか。
57

(78.1%)
13

(17.8%)
3

(4.1%)

65
(89.0%)

7
(9.6%)

無回答
1

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。
58

(79.4%)
14

(19.2%)

回収率：74.5％

項目 評価の内容 思う
どちらともい

えない
思わない

2020年度　保育園に関するアンケート 集計結果

2021年3月

さくらんぼ保育園

園長　 堀江 陽子

　2月にご協力いただいた保育園に関するアンケートの結果についてご報告いたします。

保護者の皆様から寄せられた貴重なご意見をこれからの保育や園運営に活かしていきたいと思います。ご
協力ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。



毎年、入園状況を見ながら、子どもたちにとってできるだけ負担のないような保育環境・集団づくりを
考えています。年度途中での変更は大変なこともあると思いますが、その時にもできるだけ安心して移
行できるように今後も職員一同心がけていきます。

いつも玄関内に掲示しているのですが、コロナ感染防止対策でテラスからの出入りとなったため見られ
なかったですよね。今後は玄関の外（傘立ての所）にある掲示板に貼るようにしていきます。

・土曜保育の際、先生によってはその日の様子を連絡帳にあまり書いてくれないことがあるので不安にな
ることがある。子どもがまだしっかり話せない年齢なので書いてくれるとより安心して預けられる。

連絡帳は土曜日も平日同様に健康面やその他必要な連絡事項を記入しますので、その日の様子はできる
だけお迎えの時に伝えられるようにしていきます。

・3月の進級説明会の時に移行する子どもたちに対しての説明が言葉不足だと思いました。口頭での説明
のため後から言った言わないになるので、移行する子たちには合流したクラスでは何が必要になるのか、
園で購入する物か個人で買うのか等プリントなど簡単でいいので配っていただきたいと感じました。プリ
ントが難しいなら移行した際必要になるものがあるので全員必ず説明会の時点で購入してくださいと説明
してほしいです。

わかりやすく説明できるよう工夫・努力していきます。

・上の子で分かっていたのでまだ良かったですが、年度途中でクラスが変わるのはやっぱり大変だなと思
いました。

小学校への準備としてではなく遊びや生活の中で自己コントロールする力や生活習慣を身につけていけ
るよう保育しています。

・洋服にごはんやおかずが沢山ついた状態で入っているので知らずに洗濯した時に困ることがあった。

食後の着替えの際には汚れを払い落とすように気をつけてはいますがやりきれないこともありますの
で、ご家庭でも確認していただけたらありがたいです。

・お布団の持ち帰りが大変なので布団屋さんのリース等を検討していただきたいです。

さくらんぼ保育園では吸湿性や保温性、適度な硬さや弾力性という点で午睡布団は綿の布団を準備して
いいただいています。清潔のために毎週持ち帰りをお願いしていますが、綿の布団は重たくて持ち帰り
の際に大変さを感じることもあると思います。大変な時は手伝いますので遠慮なくお声がけください。

・延長保育、土曜保育を利用することが多く、多くの先生に子どもをみてもらっているが担任の先生以外
名前が全く分からないので玄関とかに写真付きで先生たちの名前を掲示してほしい。

・上の子の時しもやけがひどく冬の間なかなか治らず、裸足生活も私も良いと思いますが、冬の間だけで
も靴下は任意にしてもらいたいです。しもやけになってからではなく、しもやけができやすい体質の子は
早めに着用させたい。

体質に合わせた対応は必要ですので、個々に合わせた配慮については柔軟に対応していきます。

・冬場の上履き置き場を屋内にしていただけると子どもが寒いと言っていたので助かります。

上履きを導入する際に保管場所についても検討してきましたが、保育室をはじめ屋内にはスペースがな
くテラスの下駄箱を使用せざるを得ないのが現状です。しかし、工夫できないか検討は続けていきま
す。

・小学生になっても困ることがないように45分座っていられる力、靴下を履いた生活等、年長になったら
早めに準備できるといいなと思います。



様々な食材を食べることも大切なことですが、旬の食材を繰り返し食べることで1回目より2回目とだん
だん食べられるようになるなど子どもたちの成長が見られたり、1回目の食べ具合を見て調理方法や味
付けなどをまた改善するなど給食づくりにも生かすことができています。あまり使わなかった食材もこ
れから工夫して取り入れていきたいと思います。

・献立表に「煮魚」「焼き魚」等の時は何の種類の魚か載せていただきたいです。

主に鮭、鯖、カレイ、メカジキが多いです。発注の時点で魚が指定できれば献立表にも種類を載せられ
るので業者さんとも確認してみます。

・いつも美味しい給食をありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

ありがとうございます。子どもたちに少しでもたくさん食べてもらえるように、食べやすくなるように
これからも味付けや調理形態を工夫しながらおいしい給食作りに励んでいきます

・雑費を口座引き落としなどのキャッシュレスにしていただきたいです。

駐車場は限られたスペースしかないのでご不便をおかけしますが、共有スペースですのでみんなでマ
ナーを守って気持ちよく使っていきましょう。駐車場での事故などがないよう安全への注意喚起は園と
してもその都度しっかり行っていきますが、危ない場面があったらその時に保護者同士でも声を掛け
合っていただけたらと思います。

・保護者会について、コロナ禍で活動自粛中でも不便がないと感じました。毎月19時頃から集まり話し合
いが終わってから家事などを始めるので子どもの寝る時間が遅くなってしまい負担が大きいです。無くせ
るならその方がありがたいと感じました。

保護者会の運営については保護者会においてその都度協議しながらより良い運営方法を考えていけると
良いと思います。保護者会は保育園にとって大事な組織で保護者の協力なしには子どもたちのより良い
保育はできないと捉えていますので、ぜひ今後もご理解とご協力をお願いしたいです。

・玄関の給食の展示を見ることが出来なくなってしまったので、別の形で写真などを掲示していただける
と嬉しいです。

コロナ感染防止対策として園内への出入りを制限させていただいたため、展示食の掲示を中止していま
した。今後は、今まで展示食で用意していたものを写真に切り替え、掲示するようにしていきます。

・給食について、子どもたちのことを考えサイクル給食にされているのだと思いますが、親としては様々
な食材、メニューを食べてもらいたいです。サイクル給食は良い点もありますが、その月は家で同じメ
ニューを出さない方がいいかなと思ってしまいます。もちろん家でもいろいろなメニューを取り入れるよ
う努力はしますが検討していただけるとありがたいです。

・毎日のおたよりがネットで観れると嬉しいのでホームページにアップしてもらえると嬉しいです。過去
の日付や休んだ日、他のクラスの様子もわかるので。

・毎日の連絡帳にかえてをはさんでもらってありがたいですが、カラーの大きいもの（今まで玄関に貼っ
ていたもの）をテラスに貼ってもらえると見やすくて嬉しいです。

コロナ感染防止対策として園内への出入りを制限すると玄関や保育室内の掲示板を見られなくなってし
まう中で、テラスには掲示板などがなく今までのようなお便りの掲示ができなかったため、毎日お便り
を配布してきました。今後は、各クラスのテラスにお便りやお知らせなどの掲示場所を作り、見やすい
大きさにして貼り出すようにしていきます。
ホームページへの掲載は業者に委託しているためその日のうちに載せるというのは難しい現状がありま
す。

・駐車場が少し狭く感じる。

・駐車場で保護者が立ち話をしている時子どもが野放しで危ない。



・園でどのような遊びをしてどんな風に給食を食べているかもう少し写真などで見てみたい。

行事の写真撮影・販売を業者委託した経過としては、日々の保育中のスナップ写真を撮るのも保育しな
がらなので大変さはありますが、行事の時は特に保育から離れることができないため保育に専念できる
ようにするためというのが一番の理由です。また、これまでの写真販売は園内に掲示して送迎時に見て
いただき注文数を集約してプリントして個々に仕分けをするという作業がありました。送迎時になかな
かゆっくり見られない保護者の方も多く、ネットでいつでも見られたらという要望も届いていました。
子どもの様子や保育を伝える上で写真は必要だなと考えていますが、もっと双方にとってより良い方法
はないかと考え検討してきたという経過があります。
撮影や金額については業者さんへ伝えます。

・お友だちとのケンカも一人では出来ない貴重な経験なので大歓迎ですが、何回も同じお友だちに噛まれ
て傷が出来ています。年齢的に発達や表現の方法には個人差が大きいと思うので、もし噛んでしまう傾向
が強い場合、注意を向けていただけると嬉しいです。また、噛まれてしまう原因もあると思うので家でも
話していきます。

・爪での引っ掻きについて、昨年10月から今年2月の間に4回ほど顔に引っ掻き傷を作ってきた我が子。毎
回「園の責任です。気をつけます」との説明や謝罪。その一方で「絆創膏を持ってきてください」と言わ
れた。「園の責任」とは何か？園で負った傷なのになぜ家で病院にかかったり絆創膏を用意しなければな
らないのか疑問に思った。先生方の中には、この月齢では“よくあること”として捉えているのではない
かと感じた。傷はそのうち治るものではありますが、当事者（親）としては子どもの傷を見るのはつらい
ものです。本当に「園の責任」と思っているのであれば「傷が治るまで」責任を全うしてほしいです。ま
た、「爪を切る」との連絡をもっとマメに行っても良いと思いました。先生方を責めているわけではあり
ません。よく見てくれていると思っています。園として傷のフォローをもっと厚くしてもらいたいです。

子どもたちの発達を捉えながら、気持ちよく思いを表現できるように、気持ちよく友だちと関わり合え
るようにと手立てや配慮を考え保育していますが防ぎきれないこともあり、その度に申し訳ないと思っ
ています。園の子ども像にもあるように“仲間の中にいることを喜び仲間を大切にする子ども”を育て
ていくために、友だちとの関わりの中でやさしさや思いやりの心を育んでいけるよう引き続き努力して
いきます。
爪については衛生や安全のためにも短く切っておいてもらえるよう、園でもこまめに確認し各家庭や全
体への連絡を丁寧にしていきます。また、家庭においても爪を切ることを親子のスキンシップの時間と
捉えながら習慣にしてもらえたらと思います。
怪我について、園としては、怪我を防げなかったことに対して、怪我を防ぐための対策や対応について
は責任を持って最大限努力していきます。また、怪我をした際の傷の処置については看護師と相談しな
がら状況に応じて受診することもありますが、園でできる最低限の応急処置をします。その後のケアが
必要な時にはきちんと対応していきますが、必要な医薬品類等は家庭より持参してください。

雑費徴収の方法については、現金での集金にするか口座引き落としにするか、園としてはどちらかのや
り方で一本化したいと思っています。実現可能かどうかも含め検討してみます。

・お休みの連絡を前日の夜などに出来るように、インターネットやメールで出来るよう検討していただき
たいです。

お休みの状況、特に体調に関しては直接お話ししながら確認することも大切なので、できる限り電話で
の応対をさせていただきたいと思っています。

・写真の業者委託はいいが写真代が高すぎる。集合写真も毎回大きくなくていいと思う。普通の値段で
売ってほしい。

・日々の保育の写真を保育者が撮るのであれば行事も保育者で良いのではないか。プロだとアップ写真が
多く全体の様子が見えづらく子どもの様子が見えづらい。

・写真のとり方に偏りがある。できるだけ全員うつしてほしい。



歯科検診は嘱託医（巨摩歯科診療所）と日程や時間を相談していますが、診療体制の都合上、十分な時
間が取り切れないため最低限の検診のみ実施するようになりました。説明不足で申し訳ありませんでし
た。クラス懇談会はまた再開できる時が来たら実施したいですし、現状においての実施方法もまた検討
していきたいと思っています。

・コロナの対応は他の保育園よりも厳しくされていると思う。ただ働く方としては鼻水が出ただけで休み
を取らなければならないことも大変厳しい。落ち着いたら少し緩和してもらえると助かります。

・コロナの影響もあり、子どもの体調不良が園で起こった際は大変だったと思います。それでも就労して
いる親としては「○○なのでお迎えお願いします」の連絡だけでなく状況を観察しどんな病気の可能性が
あるかの判断をしての連絡をお願いしたいです。預かってもらっている側ではありますが、就労を支えて
もらうためには一度下痢をしただけでお迎えというのも、帰ってからは何も起こらず元気ということも何
度かありました。体調不良に敏感にならないといけない状況は続いていますが、その子それぞれ、例えば
便秘で便を出しやすくする薬を飲んでいる子だからゆるくなる可能性がある等、状況判断はできると思い
ます。大人数保育をしている中でそのような判断が難しいと思います。園に一人看護師を配置してより専
門的な判断をしてもらう等もありではないかと考えます。

コロナの対応については、「集団保育の中で感染拡大を起こしてはならない・保育園を閉園するような
状況を起こさないために・保育園として子どもの命と保護者の就労を守らなければ」という観点から厳
しくせざるを得ない状況もあり、保護者の皆様には大変なこともあったと思います。社会状況を鑑みな
がら対応はその都度検討していきますので、引き続きご理解とご協力をお願い致します。
子どもの体調不良については、その時の状況やその子の様子を踏まえて判断し連絡しています。お迎え
をお願いし早めの対応や大事をとってくださるからこそ、感染拡大を防ぐことができているので本当に
ありがたいと思っています。体質によるものや内服している薬の影響等による体調の変化については、
保護者との伝え合いの中で事前に把握している場合は様子を見ることもありますが、心配な時は連絡さ
せていただいています。

・コロナ禍で色々大変かと思います。いろいろな行事も中止にせざるを得ないと思いますが、やはり保護
者会と相談の上決定していることをもう少し詳しく説明するとより理解が得られます。よろしくお願いし
ます。

怪我をした際は看護師に診てもらい、園でできる応急処置し様子を見て過ごすか、受診が必要かどうか
を判断しています。頭頸部を怪我した場合は受診をするしないに関わらず連絡するようにしていきま
す。

・顎にマスクをしている先生がいらっしゃるのをたまに見かけるので、室内では出来るだけマスクをして
いてほしいです。

マスクをしながら保育をする中で、表情が見えない（表情で伝えられない）ことの弊害も感じていま
す。必要に応じてマスクを外すこともありますが、基本的には感染予防のためのマスク着用は徹底して
いきます。

・歯磨きを再開してほしい。歯磨き、うがいをすることで感染リスクは下がると思う。子どもを虫歯にさ
せたくない。換気や低い位置で水を吐き出す、消毒する等の配慮は必要とネットに書いてあったのでご検
討いただけるとありがたいです。

今後の状況を踏まえながら検討していきます。

・コロナ禍で今はないのは理解していますが、歯科検診の際のフッ素塗布とクラス懇談会はコロナが落ち
着いたら再開してほしいです。

・子どもが保育活動中に頭を怪我した時こちらの仕事のことを配慮して連絡をしなかったのだと思います
が、頭から血を流して怪我をしたときは連絡が欲しいと思いました。看護師の先生に様子を見ていただい
たようですが、どうやって怪我をしたのか先生方が見ていなかったとのことなので、軽くどこかにぶつけ
たのかそれとも思いっきり頭を打ってしまったのかわからない状況だったので不安になりました。



・いつもありがとうございます。今年度は限られた空間の中での感染症への対策、配慮など先生方も大変
だったと思います。対策をし、休園せずに預かっていただけて働けることに感謝しています。

・今年はコロナ禍の中で子どもたちが楽しく安全に生活できるように最善の方法を考え実行していただき
ありがとうございます。親が参加する行事や懇談会が出来ずに保護者同士の繋がりがなく残念ですが、子
どもたち、先生たちの安全を一番に行事や送迎など行ってください。宜しくお願いします。

・懇談会も親にとってとても大切な時間だと改めて思いました。コロナで大変ですがどこかでそのような
機会があるといいと思いました。懇談会の代わりに先生のプリントは思いが伝わり嬉しかったです。

・以前のように教室に入れないのは様子がわからず残念。先生との会話も少し足りなさを感じる。早く以
前のような生活が出来るようになっていってほしいものです。先生方も大変ですがよろしくお願いしま
す。

・描画を見るのもとても楽しみにしていたので時々見られたらなと思います。

・コロナ禍での保育、とても大変だと思いますが毎日楽しいプログラム、成長に繋がるプログラムを提供
していただき感謝しています。息子は保育園が大好きで毎日楽しく通っています。先生方の子どもに対す
る姿勢も熱心でとても参考になります。子どもたちもユニークな子が多く送迎時笑わせてもらっていま
す。このまま変わらない唯一無二の保育園であってほしいと思います。

・コロナで大変な中、毎日の保育本当にありがとうございます。例年通りにいかない日々の中で様々な工
夫をしていただいて本当に感謝しています。コロナ対応にも先生の人手が必要だと思うので、国で人員配
置を増やしてもらえるよう、保護者としても働きかけたいです。

・コロナで行事ができないことへの園の考え等がおたよりによる短い文書でのお知らせで疑問が多くあり
ました。「こんな風にやったらどうなのか…」など保護者としても考えや思いがあふれました。保護者会
などが行えず、保護者への検討した内容や経過がおろされずに結果だけがおたよりで伝えられ、その時点
ではやり方など変更はできない状況。保育園の理念である「父母と共に知恵を出し合い学び合い、子ど
も、父母、保育者が共に育ちあう保育園づくりを目指す」という点において、今年度はより大事に園と保
護者で考え合ったりするべきだったと感じます。コロナというもので行事への諦めがある中でもこれまで
とは違った方法で行うこと等、柔軟な対応、検討が求められていくと考えます。今後はその点を期待した
いと思っています。

・コロナの対応と、行事のやり方等今年はいろいろ大変なことが多かったと思います。そんな中、園や先
生方は出来る限りのことをしていただき感謝しています。ただ、行事のやり方をどうしてそのような形に
すると決めたのか、もう少し詳しく知りたいと思いました。子どもにも事前に話をしやすかっただろうと
思います。安全、衛生対応についてはとても安心しています。

・コロナ対応でやむを得ないことが多々なことは承知しながらも、子どもの発育や教育としてこれまで大
切に園で取り組んできたことが消えてしまっている現状が淋しいと思います。今だけで我慢してやめたこ
とも、“withコロナ”でどうしたら実施できるかを考えて頂き、子どもたちにたくさんの経験と思い出を
積み上げられたら嬉しいです。

今年はコロナでどうなるかわからない、不安な状況だったからこそ、より迅速で丁寧な対応や説明が必
要だったと反省しています。また、保護者の皆さんの思いを聴くことへももっと意識や配慮が必要だっ
たと思っています。来年度以降の保育もまだどうなるかわかりませんが、今年の反省を活かしてより良
い保育運営に努めていきますので、今後ともよろしくお願い致します。

・今年度はコロナ禍で例年できていたことができなかったりする中、子どもたちの安全を守りつつ、出来
る範囲での行事などの取り組みを考えてもらい感謝です。いつも子どもたちのための保育をありがとうご
ざいます。

・今年度はコロナで園も様々な行事一つ一つとても悩まれたと思います。その中でも特に4,5才児のおと
まり保育、キャンプなどを中心に、子どもたちが経験できるよう工夫をしてくれ子どもたちへの思い出を
作ってくれたこと、本当に感謝しています。

・コロナ禍であり、園側の意向が私たちに伝えていただく機会がなかったのが残念だったと思います。ど
うしてこう決定したのかということは文書等で詳しく内容を教えていただきたかったです。こちらが発信
する前にあると良かったです。



・担任ではない先生にも今日こんなことがありましたよと声をかけてもらえて、園全体で見ていてくれて
いるようで本当に安心して預けられます。コロナで大変なのに先生方には本当に感謝です。いつも声をか
けてもらい、些細なことでも相談でき、親自身も精神的にも助けられています

・子どもの様子や悩みを一緒に考えてくれ、子どもが自分らしくなれるように導いてくれ、先生方には本
当に感謝です。怒ったり頭ごなしに言うのではなく、その子の思いを大切に関わってくれていると感じま
す。

・保育園最高学年になり、いよいよ3月で卒園です。さくらんぼ保育園だったから安心して預けることが
できました。そして、心の成長、体の成長、とても子どもらしく、優しく、たくましく成長することがで
きました。それは保育園の教育方針と先生方のおかげだと思います。とても感謝しています。ありがとう
ございました。

・保育園がたのしい！お友だち、先生が大好き！ということが日々の子どもの話、姿から伝わり感謝して
います。子どもの個性や子育て、就学にむけても丁寧に寄り添ってもらいました。また、担任だけでなく
色々な先生が一人一人を気にかけ大切にしてくれていることが成長からも伝わります。本当にありがとう
ございました。

たくさんのご意見と心温まる励ましの言葉をありがとうございました。保護者の皆さんから寄せられた
ご意見は全てこれからのより良い保育のために活かしていきます。

・いつもありがとうございます。

・毎日楽しく登園できる環境を整えて頂いていることにとても感謝しています。

・子どもは保育園の先生、お友だちが大好きです。毎日楽しく通っています。いつも子どもの気持ちに寄
り添い受け止めてもらいありがとうございます。

・いつも子どものことを大切に保育していただきありがたいです。日々感謝です。

・先生方の温かい保育のおかげで娘は楽しく園に通うことができています。いつもありがとうございま
す。

・いつも丁寧な保育をありがとうございます。去年から大変な一年でしたがおかげさまで元気に過ごせて
います。感謝しかありません。

・通常の保育の他にコロナ感染対応・予防にと日常に気をつけていただきありがとうございます。まだま
だこのような日常生活が続いていくと思いますがよろしくお願いします。

・いつも大変お世話になりありがとうございます。

・家庭ではできない経験を毎日ありがとうございます。のびのび娘らしく成長しているのもクラスの先生
方の暖かい保育のおかげです。これからも宜しくお願い致します。

・家庭ではできない遊びをしてくれているので、子どもにとってはとても良いことなのでありがたいで
す。

・家ではなかなかできない季節行事や泥んこ遊びなどたくさん経験させていただいてありがとうございま
す。

・お忙しい中いろいろなイベントを考えていただきありがとうございます。よその人にカッパやねずみば
あさんが出る話をするとステキな保育園だね感心されます。

・感染症に伴い先生方との連絡や子どもの様子を聞ける場が減ってしまうかと心配していましたが送迎時
には先生方が保護者を気にかけ声をかけてくれたりと丁寧な対応を感じています。

・送迎の短い時間の中でも、先生方が子どもの様子や今日あったことなどを伝えてくれるのが楽しみで、
帰宅中の車内ではその話を広げたりと楽しんでいます。様々な対策が必要な中でもそういう時間をとって
くださることがとても嬉しいし大切だなと思います。ありがとうございます。

・コロナ対策大変な中いつも丁寧に対応していただきとてもありがたく思っています。また、子どもたち
が楽しめるように工夫してくださる先生方にも感謝の気持ちでいっぱいです。早く終息し通常の日常に慣
れると良いなと思っています。

・昨年からのコロナ対策、本当にお疲れ様です。先生方にも家庭があり、ご家族がいらっしゃる中、感染
への不安などあると思いますが子どもたちのために本当にありがとうございます。

・この大変な状況の中、先生方にはとても感謝しています。いつも本当にありがとうございます


