
令和４年度（前

期）を振り返り

どうでしたか？

保育者の姿勢・

言動はどうでし

たか？

コロナ禍の園の対応は

どうでしたか？（各行

事の対応など）

園内の環境設定について感じ

られたことを教えて下さい。

普通 普通

大変良い 大変良い

検温や消毒をしっか

りしていて良かった

と思います。

こどもや保護者は裸足

のことがあり、

梅雨明け後から夏場の

朝のウッドデッキがと

ても熱く感じました。

大変良い 大変良い 妥当でした。

特に無く、満足しておりま

す。これからも保っていた

だけると幸いです。

その他、ご意見がありましたらご自由にお書きください。

今後、園児の人数が増えた場合、先生の人数も増員いただけるの

か、現状維持とした不足の無い対応を希望します。



大変良い 大変良い

感染症対策で大変な

中、保育参観や運動会

を開催して頂きありが

とうございます。子供

の成長はもちろんです

が、子供が先生方やお

友達と どんな風に関

わっているかを見れて

とても安心しました。

○○先生、○○先生 ○

○先生が 愛情を持って

接してくださっている

のがとても伝わってき

ます。○○先生 ○○先

生、○○先生もとても

細かく見て下さって私

にお話し頂けるのを嬉

しく思っています。

ニュースで 保育園の痛

ましい事故が流れる度

に心がはちきれそうに

なります。

十分な対策はして頂い

てるのは承知しており

ますが、今一度宜しく

お願い致します。

大変良い 大変良い

大変良い 大変良い

各行事に対して配慮が

あり、すごく毎回行事

楽しみにしてます。

全てに満足していて不満が

ないです。
特にないです。

園外にはなりますが、

１、用水路に柵

２、道路に保育園有りの標識

３、東側の道路に横断歩道

があると より安心して登園できます。

ご検討下さい。



良い 良い

コロナ禍で小さな子供

たちは感染対策など

中々難しい中、遠足や

七夕参観、運動会など

季節ごとの行事を取り

行って頂けたこと、と

ても有難く思っていま

す。

前期の印象は正直なとこ

ろ、ケガが多いかなと感じ

ています。年中、年長にあ

がるにつれしっかりしてく

るのだろうと思っています

がやはり今はまだ小さいの

で心配な面でもあります。

大変良い 大変良い

しっかりと感染対策をし

た上で行事を実行できて

良かったと思います。

良い 良い

外の行事の参加人数に

関しては緩和して欲し

いと思う。（国のガイ

ドラインでも密閉空間

でない場合は厳重に対

策しなくても良いと

謳っていることから）

大変良い 大変良い

上の方に鍵があった

り、階段の上に扉が

あったり安全性が高い

と思う。

大変良い 大変良い

野菜作りやアート、ヒップホップ等沢山体験させて頂けるのでとて

も有り難いと思います。

初めての運動会、先生方の手作りの衣装がとても可愛くてクオリ

ティの高さに感動でした。ただ肌着を着ていない状態で直接衣装を

着用していた為、帰宅したときには首から足先までラップをされた

状態になっており汗だくでした。下着のパンツもびしょ濡れになっ

ていました。毎年9月はまだ30度前後あり暑い日が多いので、安全

面も考え来年度からは肌着の上から着用するか、布製のものを使用

して頂きたいです。よろしくお願いします。



良い 良い

特に不満はありませ

ん。

無事開催してもらえ

て嬉しかったです。

夏、ウッドデッキが凄

く熱いのが改善される

と嬉しいです。網戸が

開けづらいのも改善お

願いしたいです！

大変良い 大変良い
しっかりと対応して

いると思う

他のクラスの先生も各生徒を見

ていて園全体で子供を見ている

感じでとても良いです。

大変良い 大変良い

感染対策をしっかり

していて良いと思い

ます。

雨の日、ウッドデッキが濡

れていて歩く幅がない（少

ない）時があります。

何かしらの対策があると嬉

しいです。

いつもありがとうございます。

今後もよろしくお願いします★



大変良い 大変良い

コロナ感染してしまった

子がいたら、必ず連絡し

てくださり、園の判断で

学級閉鎖等をしてくれま

す。濃厚接触者じゃなけ

れば別の学年と一緒に預

かってくださることもあ

りがたいです。

マスクも夏は熱中症防止

でつけなくても良く、遠

足ではつけましょうな

ど、子供達のことを考え

ながらしっかり判断して

くださるのでとても安心

しております。

コロナ禍の中、人数制限

等で行事も開催してくだ

さりありがたいです。子

供達の行事、成長を見れ

ないまま卒業は悲しいの

で、通常通り開催してく

ださり感謝で一杯です。

先生達は子供達のことを

考えて素晴らしい判断を

いつもしてくださってい

ると思ってます。

新築の園だからというのもあ

りますが施設がとても綺麗で

す。

渡り廊下が子供達の砂遊びで

砂だらけになっても、先生達

が綺麗にしてくださるので、

渡り廊下を歩いて砂の感触が

あったことはありません。

お手洗いも、保育スペースも

お忙しい中毎日かかさず先生

方が念入りに掃除してくださ

るのを見ていて、安心して通

わせられます。

お忙しい中いつもありがとう

ございます。

子供達が風邪ひく回数が少な

いのも、園の綺麗さや、適切

な温度管理、栄養バランスの

とれた手づくり給食のおかげ

だと思っています。

大変良い 大変良い

大変良い 大変良い

素早い対応で、感染を最小限

に抑えていただけてとても安

心出来ました！

子供たちの事を考えてくれて

いて、とても良いと思いま

す！

先生方が全員子供達想いの優しい方ばかりです。

上の先生方が優しい方だと、他の先生方も意見が言いやすく、保育

園の風通しが良くなると思います。

そういった面でなないろは風通しが良いすてきな園です。

子供達が毎日「◯◯先生好き～?」「◯◯先生と遊んだ～！」と沢

山の先生方のお話しを嬉しそうにしていて、なないろを選んで良

かったと思ってます。

いつもありがとうございます！



大変良い 大変良い
ちゃんと対応されてて

いいと思います。
特になし

良い 大変良い

コロナ禍で行事がな

かなか出来ないイ

メージだったので、

できてうれしかった

です！！

ありがとうございま

す！

みんないつも楽しくあ

そんでいるので、良い

と思います！！

良い 大変良い

大変良い 大変良い

運動会の先生達が透

明のマスクをしてく

れてたのがとても良

かったです！感染対

策もしっかりされて

いて、安心でし

た！！

いつも綺麗で、とって

も素晴らしいです！！

送り迎えのわずがな時

間ですがとても気持ち

よく送り迎えさせてい

ただいています！

大変良い 大変良い

各行事に対して配慮があ

り、すごく毎回行事楽し

みにしてます。

全てに満足なんで不満

がないです。

良い 良い

年間行事の参加人数を増

やして貰えたのは良かっ

たです。

問題なしです。

いつもどの先生に会っても子供の名前を覚えてくれてたり、いっぱ

いかわいがってくれてすごくありがたいし、いつも本当にありがと

うございます。保育園に入園する前は○○くんと離れることがとて

も寂しく不安でしたが、先生達の笑顔と○○くんの様子を見ている

と本当になないろこどもえんに入園できてよかったなーと心から思

います。イヤイヤして大変な時期ですがプニプニ○○くんをこれか

らもよろしくおねがいします！！

特にないです

緊急時の連絡を貰う場合は先に保護者の携帯にお願いします。その

後繋がらない場合は職場まで連絡を貰えると助かります。

子供も先生の言葉大好きで、

先生の話を沢山聞かせてくれます

特になし



良い 良い

大変良い 大変良い

保護者1名のみの参加では

なく、両親とも参加でき

たら嬉しいです。

特にありません。

大変良い 大変良い

コロナ禍で先生方も

さらに大変な中、楽

しい制作や、はじめ

ての運動会では、暑

い中マスクをつけ

て、こどもたちが楽

しめるように誘導し

ていただいたり、

感染対策はしっかり

したうえで、コロナ

禍とは思わせないよ

うな、行事をたくさ

ん実施していただ

き、本当に感謝の気

持ちでいっぱいで

す。

入ってすぐに職員室が

あり、先生同士、とて

も雰囲気が良いのが感

じられさらに安心感が

あります。

大変良い 大変良い
無事行えたのは園のみな

さんのおかげです。

いつも先生方には子供の事をよく見ていただいていて感謝していま

す。今後も宜しくお願いします。

担任の先生はもちろん、ほかのクラスの先生方も息子の名前を覚え

てくださり、なかなか挨拶できない息子にも毎日のように優しく声

をかけてくださり嬉しいです。

先生方の支援のおかげで、毎日家族が楽しく過ごすことができてい

ます。これからもご迷惑をおかけすることも多々あると思います

が、よろしくお願いいたします。

いつもありがとうございます。子が生き生きと生活できているこ

と、感謝しております。これからもよろしくお願い致します。



大変良い 大変良い

保護者2人までOKなのも

とても良かったですし、

対応なども完璧すぎるほ

どだと思いました！あり

がとうございました

良い 大変良い

各行事で保護者の参加人数が

決められていることについて

は、さみしいなとは思います

が、まだ必要なことなのかも

と思います。世の中が緩和の

流れになった時は、行事等父

母で参加できたらうれしいで

す。

広い園庭も階段踊り場

の本棚も楽しく過ごそ

うで素敵だと思いま

す。

大変良い 大変良い

保護者も参加できる

よう対策をして開催

してくださりありが

たいです。おかげで

園での子どもの様子

を見ることができま

す。

しっかりと園内を見た

ことがないので詳しく

は分かりかねますが園

児たちがいつも楽しく

過ごしている様子を見

て良い環境なんだなと

感じます。

大変良い 大変良い

大変良い 大変良い

感染が広がらないよう

に早め早めの対処がと

ても安心します

良い 良い
検温や消毒徹底して

いたのでよかった
特になし

特にありません。

いつもありがとうございます。

特になし

こどもだけでなく、親も先生に支えていただいていて、とても感謝

しています。こどもの発育等について、先生とお話しできるとほっ

とします。こどものことを多くの先生に見守っていただけているの

で、自分の子も少しずつ園の生活に慣れることができました。これ

からもよろしくお願い致します。



大変良い 大変良い とても良かった
子供が過ごしやすい環

境だと思います。

良い 大変良い

コロナ禍で感染対策

など中々難しい中、

遠足や七夕参観、運

動会など季節ごとの

行事を取り行って頂

けたこと、とても有

難く思っています。

前期の印象は正直なと

ころ、ケガが多いなと

感じています。先生方

は皆さん親切で、見て

ないわけではないのが

普段の対応でもすごく

わかるのですがまだま

だ小さいので、何回か

頭をぶつけたりしてい

ると親としては心配に

なってしまいます。

中々難しいと思うので

すが、クッションマッ

ト等を広範囲にひいた

りして対策して頂ける

と安心です。

初めての運動会、先生方の手作りの衣装がとても可愛くてクオリ

ティの高さに感動でした。ただ肌着を着ていない状態で直接衣装を

着用していた為、ラップをされた状態になっておりかなり汗だくで

した。衣装はとても可愛かったので、そこが残念です。毎年9月は

まだ30度前後あり暑い日が多いので、安全面も考え来年度からは肌

着の上から着用するか、布製のものを使用して頂きたいです。よろ

しくお願いします。



良い 普通

先生がいつでも子供を

見てくれている環境な

のがありがたいです。

大変良い 大変良い
ちゃんと対応されて

ていいと思います。
特になし

良い 良い

大変良い 大変良い

良い 大変良い

七夕参観など人数制

限があって少し残念

だったけど仕方ない

対応だったと思う

大変良い 大変良い

行事が無くなること

なく対応は全体的に

凄くよかったと思い

ます。

上の子の時はプレハブ

の保育園だったので、

全体的に凄くいい環境

なのでなにも言うこと

ないです！

クラス担任の先生はニコニコお話ができますがたまに他のクラスの

先生等冷たく感じることがあります、、

いつでもニコニコしてくださいってわけではありませんが温かい気

持ちになれる方がよりありがたいなと思いました。

いつもありがとうございます。

特になし


