下記項目について○を記し、ご意見がありましたらご記入ください。
回数や内容について満足ですか。
はい

また、ご意見をお聞かせ下さい。
どちらともいえない

親子療育（スキップ）
親子で参加する活動内容として

療

満足していますか。

育
内
容
等
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に
つ
い
て

16

いいえ

ご意見

・先日、初めてのスキップでしたが、先生方が全員私服で
名札等もなかったので、どの人が先生か保護者か分からな
かったです。
・今年はコロナであまり活動できていないので分からな
い。
・子どもの様子が見れていいです。
・時間短縮になり参加しやすくなった。
・コロナで行けていません。半年ぶりにスキップでした。
・スキップ、朝から 1 日は長いと思う。午前中の半日だけ
でも良いと思う。
・今年はコロナの関係でスキップがなく、クラスの様子も、
子どもがどんな活動できているのか良く分からなかった。
・月 1 回位なら負担にならず、子どもの園生活を知れるの
で、とてもいいと思います。楽しみです。
・コロナウイルス感染予防の為、中止・短縮になる事が多
く、仕方がないと思うが、少し物足りなさも感じる。
・親子で楽しく活動できました。
・スキップカードが行事の前に戻ってきていたので、見直
してから行事にのぞむことができました。（昨年は何を書
いたか忘れてしまい、終わった後に配られて、しまったと
思ったことがありました。
）
・秋の遠足のみでしたが、とても楽しく参加できました。
先生方が、時々、話しかけて下さり、とても良かったです。
・コロナのせいで、あまり出来ていないのが残念。
・コロナで初めはなかなか行事の参加が出来なかったが、
後期から出来て親子で楽しめました。
・前期の行事がなくなり、残念ではありましたが、プール
の見学、遠足で子どもの様子を知ることができて良かった
です。
・特にありません。
・今年度はコロナのためやむを得ないと思いますが、合宿
と運動会が中止になってしまったのは残念です。運動会は
縮小して開催してほしかったです。
・コロナの影響で、教室でのスキップがまだ今年は 1 回も
出来ていないのですが、毎月行われていたスキップの重要
性やありがたみを実感しています。再開して下さりありが

回答

・園内で療育に関わっている職員は名札を着用
しています。いただいたご意見は秋の遠足かと
思われますが、外部に出る時には職員が同じエ
プロンを着用する等の配慮を整えていきます。

・新型コロナウイルス感染拡大防止を第一に考
え、短時間、少人数、昼食無し等の状況を整え
実施しました。
コロナ禍と言われる現況の終息が見えませ
んが、密にならない形の行事や親子療育を、皆
様方のご意見を参考に設けていきます。

とうございます。
・コロナ感染対策のためでもありますが、短時間なので良
いです。
・まだ秋の遠足しか参加できていないので、何とも言えま
せん。

母親教室
回数や内容について満足してい
ますか。
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父親参観会
回数や内容について満足してい
ますか（来年 1 月に第 3 回を予
定しています）
。

33

15

1

・今年はコロナであまり活動できていないので分からない。
・参加できる時は、出席したいと思います。
・内容削除や時間短縮になり、とても参加しやすくなった。
・母親同士話せる機会があったり、ためになる話を聞けることは、
いいと思います。
・まだ参加していないので分かりません。
・コロナの中実施して頂き、ありがとうございました。
・コロナのせいで、あまり出来ていないのが残念。まだ今年度一
度しか行けてません。
・母親教室で、初めて同じ学年のお母さん方との交流が少しでき
て良かったです。
・グループごと、少人数で、後期のみになりましたが、お母さん
同士の関わる時間にもなるし、お話の内容もよかったと思います。
・特にありません。
・まだ体験していない。
・くまグループの時のペアレントプログラム移行、見直す機会が
なく過ぎてしまったので、ペアレントプログラムの振り返りや状
況が変わってからまたやってほしいと思いました。
・仕事で参加できず、すみません。
・父親参観会、日曜日なので、仕事を休んで参加したくないらし
く、夫は仕事優先してます。
・参加できる時は、出席したいと思います。
・普段見れない園での姿が、短い時間でしたが見れて良かったで
す。
・父と 2 人だけであそぶ機会が少ない為、参観会で楽しくあそべ
たようで良かったと思った。
・まだ参加していないので分かりません。

・新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し 10 月
から実施しました。予定していた活動内容の変更を
行い、時間や参加人数を調整させていただきました。
母親教室のねらいである、母親同士の親睦を深める、
我が家流の子育てを見つける等に則した内容は大切
に計画を進めていきます。

・新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、６月
に予定していた第１回目の参観会を中止しました。
また、予定していた活動内容の変更を行い、時間や
参加人数を調整させていただきました。
参加して頂いたお父さんからは「子どもと楽しく過
ごす時間が持てた」
「子どもの園生活の様子を見る事
ができてよかった」等の意見を頂戴しました。
父親参観会のテーマは「お父さん同士知り合う」

学園からのおたよりについて
回数や内容について満足してい
ますか（グループ便り、生活記録
表、おたより帳）

52

3

就学ガイダンス
内容について満足していますか。

23

9

・楽しかったと言っていました。
・楽しい一時を過ごすことができました。いい思い出ができて良
かったと思います。
・子どもの学園での様子を直接見られたり、先生からお話し頂け
るので、コロナ対応などで大変だと思いますが、来年もよろしく
お願いします。
・コロナ対策下の開催、ありがとうございました。
・なかなか父親と 2 人だけでの活動はしたことがなかったので、
とてもいい経験ができて良かったです。
・父親が子どもと関わる時間になり、他のお友だちの様子も見ら
れるので、いい機会になっていると思います。
・特にありません。
・まだ体験していない。
・父親参観は子どもと関わることがメインに思いましたが、父親
に対してもペアレントプログラムがあるといいなと思いました。
・コロナ禍の中開催して下さりありがとうございました。
・欠席でした。
・主人は「楽しかった」
、「子どもの園での様子が伝わった」と言
っていました。
・毎日しっかり記入して頂き、子どもの様子が分かるのでありが
たいです。
・学園での様子が見れていいです。
・とても満足しています。生活記録表は、1 日どう過ごしたのか、
子どもがぐずった時の様子がよく分かって嬉しいです。
・生活記録表で、その日のできごとを知ることができて安心する。
・あまり、該当する内容が書かれていない。
・グループ便り、いつも楽しみに読ませて頂いております。内容
も素晴らしいです。生活記録表、おたより帳もしっかり記入して
頂き、とても満足しています。
・学園ごとにもう少し分かりやすいとありがたいです。
・特に生活記録表は子どもの様子を丁寧に教えて頂き、毎日楽し
みにしております。週末の様子については、反応頂けないのが、
少しさびしいです。
・毎日の園での様子がよく分かってとてもいいです。おたより帳
も、書くとすごく丁寧に返答してもらえて助かっています。
・生活記録表に当日の必需品を書いてほしいです。例：キラキラ
発表会のホール練習の時に；水筒、服装、祝日の日に；休みを書
いてほしかった。短縮日課の日は 14：15 まで等々。
・いつも楽しみにしています。
・生活記録表のコメント欄いつも楽しみにしています。主人もど
んな様子で園で過ごしているのか、給食で何をおかわりしたのか
（何が好物なのか分かる）
、チェックして楽しんでいます。
・毎回楽しみにしています。
（該当の方ご記入ください）
・まだ参加できていない。
・ももグループ、きいグループの時点で話をうかがっていても、
将来の進路について考えるきっかけとなるため、参考になると思
いました。
・教育委員会の方のお話を聞き、分からないこと等質問できて良

「子どもと楽しめるあそびを見つける」と設けてい
ます。お父さん同士が知り合い語り合う機会は、今
年度は難しかったと思います。お子さんの園生活で
の様子を知る、お子さんと楽しめるあそびを見出す
等、今年度のできる形での参加を 1 月の参観会でお
願い致します。
また、お仕事などで参加が難しいお父さんは、参
観週間（参観日の前後 2 週間）を設けていますので
ご都合のつく範囲でお子さんの様子を観にいらして
ください。

・多くのご意見をありがとうございました。お子さ
んの園生活の様子を客観的に伝えられるように、今
後も意識して取り組んでまいります。

・ご記入いただいた週末の記録については、施設長、
グループ職員が拝見しています。園で回収・ファイ
リングしています。週末の様子の返信手段について
は、新年度ガイダンスでお伝えいたします。
・学園だより、グループだより等で準備物、休日や
短縮日課等の予定はお知らせしています。今一度、
予定を確認いただき準備などをお願い致します。不
明な点がありましたらお問い合わせください。

・該当する年長児以外の方の参加を今年度はご遠慮
願いました。最新の「就学の流れについて」の資料
等は学園に備えてありますので、確認したい方は担
任を通してご連絡ください。

かったです。
・就学先のこと、決定までの流れが事前に分かって良かったです。

転園ガイダンス
内容について満足していますか。

18

15

三方原幼稚園来園交流
内容について満足していますか。

13

17

施設開放（プール・園庭等）
ご利用された方記入をお願いします

22
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（該当の方ご記入ください）
・転園を考えて悩み、ガイダンスを聞きました。転園を後押しす
る内容でしたが、やっぱり止めたという方のお話も聞きたい。
・転園予定は今のところありません。
・転園までの流れや、実際にＯＢの方の話を聞ける為、参考にな
る。
・ＯＢの方の話が聞けて良かった。あきらかに 30 分ではできな
い内容だったので、初めから 60 分とかに設定すべきだった。
・良く分かりました。
・ＯＧの方の話が聞けて良かったです。
・コロナの関係で、あっさり終わってしまったように感じました。
・分からない事ばかりなので、もっとたくさんの情報を知りたい
です。
（該当の方ご記入ください）
・2 歳児はないものですよね？
・帰宅した子どもから、
「お友だちとあそんだ」と聞くことができ
ました。
・交流の日の様子が、保護者（父親）には見えづらい。
・ストレスなく利用できました。
・プールも大きくて、きれいで嬉しいです。
・夏休みの施設開放はとても助かった。子ども達もいつも楽しみ
に参加していた。
・浮輪を持ち込めたので、とても楽しそうに子どもがあそんでい
ました。
・今年はコロナの影響で外出も難しかったので、施設を使用する
ことができよかったです。
・子どもも毎日通っている園なのでイヤがらず楽しんでました。
・活用させて頂き、このような時期ですので大変助かっています。
ありがとうございます。
・あそばせてもらえて満足ですが、コロナのせいで、ぼっちあそ
びになってしまい、かわいそうだった。
・今年は特に利用する機会がありませんでした。
・プールが夏休みに利用できて、本当にありがたいです。お昼ご
飯を食べられるように部屋も用意して下さって、助かります。
・とても満足です。
・今年は特に、遠出することもできない夏休みだったので、施設
開放はとても助かりました。

・様々なご意見をありがとうございました。転園に
ついては親御さんの思いと、私達職員のお子さんの
見立てをベースに展開されていきます。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止を考慮したガイダンスの時間
や内容は制約も余儀なくされてしまいました。転園
を考えられる園の情報、今後の流れ等は、お電話な
どで個別にやり取りをさせていただきますのでご了
承ください。

・来園する幼稚園児も年中以上ですので、対象は年
中・年長児としています
・生活記録表でお伝えしますが、詳細を確認された
い場合はお電話などでお問い合わせください。
・今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮
し、プール等の利用人数も制限させていただき、皆
様方にはご迷惑をおかけいたしました。ご協力あり
がとうございました。
施設開放は週末や、連休などの利用も可能です。
皆様方が気兼ねなく過ごすことができることを大切
に考えていますので今後もご利用ください。

