
令和4年度

（後期）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

対応はどうで

すか？（行事

等）

4月以降のマスク着用

について（子ども）

4月以降のマスク着用について

（保育士・保護者）

なないろこどもえんの保育につい

て（不適切保育報道など　それ以

外での記入も嬉しいです）

その他、ご意見がありました

ら、ご自由にお書きくださ

い。

良い 良い 良い する

炎天下の作業時などでは子供

もですが取ってもらっていい

と思いますが、保護者として

は世の中的にマスクをしてる

方が少なくならない限りはし

続けると思います。

帰り際にその日の様子など伝えて

いただけて本当に嬉しく思いま

す。ありがとうございます。

また、今年は入園の時期的に会な

どの行事参加はなかったですが、

先生方も子供達もこんつめること

がないように適度にご指導いただ

けると良いのかと思います。

大変良い 大変良い 大変良い しない

風邪症状がある人など個々の

体調に応じて着用する。

妊婦や同居家族に高齢者がい

る人、感染リスクが高い人、

重症化する人など、予防を徹

底したい人は着用する。

子どもが毎日保育園を楽しんで

通っているので、不安や心配は感

じていない。以前通った保育園(一

時預かり)で保育園怖い、先生怖

い、行きたくないと言っていたこ

ともあるが、今回はそういったこ

とも聞いていないので、安心して

預けることができている。

良い 良い 良い しない

したい方はしてしない方はしなく

ていいと思う。

マスクが人体に与える影響、そし

て五類に下がる今マスクの必要性

は個々の判断でいいと思います。



良い 良い 大変良い
どちらともいえ

ない

普通 普通 普通
どちらともいえ

ない

大変良い 大変良い 大変良い しない

少しでも風邪の症状があれば

マスクをするなど時と場合

で、あとは個人の自由でいい

と思います。

園外に遠足の時以外で公園に

お散歩に行くのは事故や迷子

など心配ですが、先生方が

しっかりみていてくれると思

うので心配しすぎでしょう

か。



大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

マスクについては、大変むず

かしいですよね。

やはり、それぞれ個人の判断

でいいと思いながらも、現時

点では、まだまだマスクが当

たり前、という雰囲気です

し、私も含めみんな、マスク

をはずす勇気が出ない方々が

多いと思います。しかし、本

心の意見としましては、いち

にちでも早く、マスクなしの

自然なコミュニケーションが

取りたいです。

色々な表情を見ながら、素敵

な笑顔で笑い合える、マスク

なしの日常を過ごしたいで

す。

１年間、大変お世話になりま

した。

心より感謝申し上げます。

先生方には、我が子はもちろ

んのこと、保護者である私に

対しても、親身になって頂

き、寄り添って頂き、親子と

もに安心した気持ちで、

日々、楽しく通うことができ

ました。

なないろこどもえんでよかっ

たなぁ…と感じることのでき

た１年間になりました。あり

がとうございます。

引き続き、宜しくお願い致し

ます。

大変良い 大変良い 大変良い しない

個人の判断にお任せしたいと

思います。

担任の先生をはじめ、先生皆

様にとても良くして頂いてま

す。毎日楽しく登園し、たく

さんの事を吸収して成長して

いるのを感じます。

次年度からは　教室の机が5人

ではなく　4人で使用できる事

を願っております。



大変良い 大変良い 大変良い しない

してもしなくてもどちらでも

いい。

ご本人次第。

一生懸命、真剣に子どもに関

わっていただけているのが伝

わります。園が組織として、

上手く機能しているという

か、おかしいなと思うこと

が、あまりないです。安心し

て預けられ、子どもも先生が

大好きなのがよくわかりま

す。ありがたいです。

これからもよろしくお願い致

します。

良い 良い 良い
どちらともいえ

ない

マスクは着用予定ですが、暑

い時期になる頃や感染状況な

どに変化があればマスクはし

なくてもいいかなと考えてい

ます。

大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

自由で良いと思います。 満足しております。 風邪の場合の、発熱後24時間

登園を控える

コロナ緩和によりこちらも時

間短縮等検討して頂けると助

かります。



良い 良い 普通 しない

本人の意思に任せるのが良い

のではないでしょうか。

保護者としては、やはり幼児

期には相手の表情を見て学ぶ

ことを大切にしてほしいの

で、先生も極力はマスクなし

で笑ったり叱ったりしていた

だきたいと思います。

それぞれの方のご事情や考え

方がおありでしょうから、無

理に外して欲しいとは言いま

せん。

いつも子どもたち一人ひとり

を丁寧に保育してくださりあ

りがとうございます。

できましたらコドモンで、重

要書類（入園のしおりや重要

事項）と身長体重の共有をし

ていただけますと助かりま

す。

外出時に学用品を購入する

際、指定のものをすぐ確認で

きますし、通院時に身長体重

を聞かれたり、治癒証明が必

要な疾病の確認ができるかと

思います。

良い 大変良い 良い
どちらともいえ

ない

爆発的に流行ってしまってい

るのであればした方がいいで

すし　そうでなければ各自に

おまかせで構わないのかなと

思います。

イベントもたくさんあり

日々の保育もあって先生方は

本当に大変だと思いますが

良くしていただいてると感謝

してます。

園で流行性の病気などが出て

いる場合は　玄関のタブレッ

トあたりにお知らせを出して

頂けると翌日発熱して病院に

かかった時に伝えられるので

助かるなぁと思います。

良い 良い 良い しない
必要以外は保育士もマスク外

したほうが良いと思います。

大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

個人の判断に任せます。 楽しくこども園で過ごしてい

る話を子供から聞きます。現

状不安な点等はありません。

園の雰囲気も良く、毎日こど

も園に行くのをとても楽しみ

にしています。今後も宜しく

お願いします。



大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

先生、子供、保護者がマスク

しなくても気にしない。

ただ我が家は状況にあわせて

マスクをつけたり、つけな

かったり家庭の判断で自由に

したい。

なににたいしても、不満は

1mmたりともございません。

いつもお忙しい中保育してく

ださりありがとうございま

す！子供達がこんなに楽しそ

うに通って、先生達にベタベ

タ甘える様子を見てるので、

感謝しかないです。

運動会や、参観日を保護者と

子供の制限人数をなくしてほ

しいです。

マスクを外すより先に、行事

を縮小なしにしていただけた

らありがたいです。

大変良い 大変良い 大変良い しない

私は仕事柄マスクを着用しな

くてはならないのでマスクを

忘れない為に送迎時に着用し

ますがそういう方を除いて、

他の大人の表情を

子供たちが理解(喜怒哀楽など)

出来るようになって欲しいの

で私は必要無いのかなと思い

ます。

色んな先生、色んな学年の子

達と交流がもてていいと思い

ます。

子供たちの刺激にもなるの

で！



大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

マスクを外していただいた方

が子どもも先生の表情などが

わかっていいなとは思います

が、基本的に園に従います。

不適切保育報道は不安になり

ますが、保育士さんが多く

しっかりみていただけてるな

と思っています。

保育園帰り子どもが友達や先

生達とどんな事をしたとかど

んな事を話したなど色々楽し

そうに話している姿を見て、

安心しています。

また保育園でいろんな体験を

させてもらい沢山覚えた事や

できる事が多くなっていて、

毎日すごく感謝しています。

子どももまだ小さいので言う

事聞かなかったりご迷惑おか

けするかもしれませんが、

これからもよろしくお願いい

たします。

大変良い 大変良い 良い する

マスク付けて欲しいと思いま

す。

ただの風邪などもあるので

先生方もたくさんの子供の保

育大変だと思いますが、

一人一人を見てくださるので

とてもありがたいです。

1年間ありがとうございまし

た。

先生方から聞く子供の事は驚

く事ばかりでしたが

その分頑張ってるんだなって

思ったり

子供から先生の話を聞くと先

生の事が大好きなんだなあっ

と思います。

4月からも保護者共々よろしく

お願いします。



大変良い 大変良い 大変良い しない

保育士、保護者ともになるべ

く個人の自由にしてほしいで

す(>_<)

もっと先生の笑顔が見たいで

す！

1年間ありがとうございまし

た。

未だに泣きながら登園するこ

とも多いですが、

先生に手を伸ばし抱っこされ

にいくことも増えてきまし

た。

そんな我が子の様子を見てい

ると、先生方がしっかりと向

き合って保育をしてくれてい

るのがよくわかります。

どの先生も笑顔で子供に話し

かけてくれていて、なないろ

に入園できてよかったとしみ

じみ思います。

来年度からもよろしくお願い

いたします。



良い 良い 良い しない

我が家は風邪症状がない時は

着用するつもりはありませ

ん。先生方も着用は自由で良

いと考えます。保育園でも着

用のお願いなどはしないでい

ただきたいです。

いつも可愛がって下さってあ

りがとうございます。

楽しそうにしている姿を見て

安心しています。

母にも温かく声をかけてくだ

さり嬉しいです。

お迎えの時にお部屋を覗いて

先生と目が合い、こんにちは

と会釈をするのですがなにも

反応がない方がいらっしゃい

ます。

ほとんどの先生はすぐに挨拶

をして子どもに「お迎えきた

よー」と声をかけてくださる

ので助かるのですが…

少し残念な気持ちになりま

す。

大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

真夏の野外以外は着用する予

定です。

どの先生もとても感じがよ

く、安心して預けることがで

きています。不適切保育報道

をニュースで見ても、全然不

安になりません！毎日先生方

が園での様子をお話ししてく

れるのがとっても楽しいで

す！

家でできないことをたくさん

園でさせていただいてるので

毎日楽しそうです！

本当になないろこどもえんに

入園できて良かったと思って

います！

いつも本当にお世話になって

おります！これからもたくさ

んご迷惑をおかけすると思い

ますが、よろしくお願いしま

す！



良い 良い 良い
どちらともいえ

ない

マスク着用についてはどちら

でも良いです。

園での様子をたくさん伝えて

下さったり、写真配信でも園

での様子が見れてとても良い

と思ってます。

大変良い 大変良い 大変良い しない

する、しないどちらでも良い

と思います。

朝は抱っこで離れないことの

ほうが多いですが、先生が来

ると先生に向かって手を広げ

るので、先生が好きなんだな

と思います。

1年間ありがとうございまし

た。

良い 良い 良い しない

検温やアルコール消毒をして

いればマスクは個人の自由で

良いと思います。

園児含め、定期的に換気して

いたり、外で遊ぶ時などは基

本的にマスクは不要かと思い

ます。

保育士さん達が一生懸命頑

張ってくれているのは解るの

で不満は無いです！

しいて言えば写真投稿の日は

園での様子が解りやすく楽し

みにしているのでもう少し写

真を増やして欲しいなと思い

ます。1枚ずつコメントは無く

ても良いのでなるべく多くの

子が載せれると良いなと思い

ます。（保育士さん達の手間

は重々承知の上での希望で

す）

いつもありがとうございま

す！

いつも子供を楽しませてくれ

て感謝しています。

これからも宜しくお願いしま

す。



大変良い 大変良い 良い
どちらともいえ

ない

当面はマスクします

保育士のマスクは着用、未着

用どちらでも気にしません

子もこども園に行くことを楽

しみにしているので報道に出

ているようなことは起きない

と信じています

子同士のケガした、させたは

集団生活を送る中で必ずある

ことだと思っているので、状

況を教えてもらえているので

良く思っています

モンペに負けないように頑

張ってください

大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

全員にしてマスクをして欲し

いとは思いません。

体調が思わしくないなどの場

合には、マナーとしてマスク

の着用をお願いしたいとおも

います。

いつも子供にも私たち保護者

にも寄り添って頂けていると

思います。ありがとうござい

ます。

運動会、お遊戯会は保護者2名

で参加できましたが、保育参

観は1名でした。コロナが落ち

着いた後は、保育参観も2名で

参加できると嬉しいです。



大変良い 大変良い 大変良い しない

私は職業柄マスクを着用させ

ていただきますが、先生方が

マスクを着用しないことに対

し、抵抗はありません。

不適切報道などがありニュー

スをみて暗い気持ちにはなり

ましたが、なないろこどえん

では担任の先生をはじめたく

さんの先生方がいつも息子に

対し優しく接していただいて

るので、息子に対しこの件に

関して不安を抱くことはあり

ませんでした。

年末にコロナに家族全員罹患

し、先生方にはたくさんのご

迷惑をおかけしてしまいまし

た。完治し登園する際は不安

があったのですが、登園した

際にたくさんの先生方から、

息子が元気に登園できてよ

かった、お母さんも大変でし

たね。と声をかけていただ

き、本当に心が救われまし

た。

先生方の何気ない一言にいつ

も励まされます。ありがとう

ございます。

息子が先生方のことが大好き

でいることがとても伝わる一

年でした。本当にありがとう

ございました。

来年度もご迷惑をおかけする

こともあるかと思いますが、

よろしくお願いいたします。



大変良い 大変良い 大変良い しない

必ずしもしなければならない

とは感じていない。

コロナ前同様、咳などの症状

がある場合は着用するべきだ

と考える。

いつも寄り添っていただいて

感謝しております。

一年間ありがとうございまし

た。

子供が毎日楽しそうに園の様

子を教えてくれます。

それを聞くのが私の毎日の楽

しみです。

来年度以降も楽しみにしてお

ります。これからもよろしく

お願いします。

大変良い 大変良い 良い しない

出来れば保育士さんのお顔が

子供達にも見れる環境だとい

いなと思います

産まれた時からマスクをする

のが当たり前の世界に子供達

がいるのは心苦しい限りです

自然と顔が見られる環境にな

れるといいなと個人的には

思ってます

いつも丁寧な保育をしていた

だき本当にありがとうござい

ます

噛み癖の件も気を遣ってみて

くださり感謝しています、出

産が８月上旬に控えているの

で、しばらくは送り迎えが旦

那さんや、祖母が多くなると

思いますが宜しくお願い致し

ます



大変良い 大変良い 大変良い しない

マスクをつけないことで、先

生やお友達の表情がわかりや

すくなることは、良いことか

と思います。マスクをつけて

いる人がいても、こども達に

とっては、今まで通りのこと

ですので、不思議に感じるこ

とは少ないと思います。マス

クの着用については、個人の

判断のようですし、いろんな

人がいることが当たり前と感

じてくれれば良いのかなと思

います。

こどもから、こども園での出

来事や先生の話をよく聞きま

す。1日過ごしてる間に、たく

さんの先生が声をかけてくだ

さったり、お世話してくだ

さっている様子が伝わってき

ます。(服や持ち物髪型をかわ

いいと言ってもらえた日は、

今日かわいいって言っても

らったよ！と、とても嬉しそ

うです。)この約1年での先生

方やお友達との出会いは、と

ても貴重なものでした。こど

もとの接し方、養育環境につ

いても、たくさんご助言いた

だけて、生活が落ち着いてき

たように感じています。こど

もにとっても、日々色々な刺

激を受けているようで、今後

の糧になると思います。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致し

ます。

大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

個人の自由でいいと思いま

す。

担任の先生はもちろん、担任

以外の先生からも声をかけて

くださり嬉しいです。



大変良い 大変良い 大変良い しない

風邪症状とかの人はつけた方

がいいとは思います。

それ以外の人はつけてもつけ

なくてもいいかと。

とても満足してます

子供も毎日楽しそうに行って

いるので安心して預けられて

ます。

良い 良い 良い
どちらともいえ

ない

マスクは着用予定ですが、暑

い時期になる頃や感染状況な

どに変化があればマスクはし

なくてもいいかなと考えてい

ます。先生方のマスク着用が

なくなる場合は、先生の表情

が見えるようになり子供たち

も喜ぶかと思います。

良い 良い 普通
どちらともいえ

ない

本人の意思にお任せでいいと

思います。

仕事があり、お休みもなかな

か取れないのでそのあたり厳

しい部分がもう少し緩和され

ると助かります。



大変良い 大変良い 大変良い する

園での生活で、表情や口の動

きなどを見てこども達が色々

と感じる事もあると思うの

で、先生方のマスクはなくて

もいいのかなと思います。

様々な感染対策もしてくだ

さっているので、安心して預

けられます。

送り迎えなどをする保護者に

関しても、私は各々の判断で

も良いかなと思います。

個人的には外からどんな菌を

拾うか分からないので、先生

方や他のお子さんに伝染して

しまう可能性を考えると、マ

スク着用のままで行こうかな

とは思っています。

送り迎えの際、どの先生も子

供の名前を呼んでくれて、出

来た事や怪我をした事などを

しっかり把握されていてとて

も素晴らしいなと思います！

担任の先生でなくても、今日

こんなことをしていてすご

かったですよー！など声をか

けてくださるので、本当に嬉

しく思います

いつもしっかりと見ていてく

ださって、本当にありがとう

ございます！

子供たちも楽しく通わせてい

ただき、両親ともに安心して

仕事ができます。

親子共々、一緒に成長してい

きたいと思いますので、今後

ともよろしくお願いします！

大変良い 大変良い 大変良い
どちらともいえ

ない

怪我が多い



良い 良い 良い しない

個人の判断でいいのかなと思

います。

特に先生達には顔の表情も子

どもたちに見せてあげてほし

いと思うので臨機応変に対応

していただけると嬉しいで

す。

保育園のニュースを見るたび

「大丈夫かな」と不安になり

ますがみなさんかわいがって

くれてるのが伝わるので信用

しています。

なかなか難しいとは思います

がカメラで随時子供の様子が

確認できるとより安心かなと

思います。


