
2023年2月13日 

認定こども園ひかり園保護者 様 

認定こども園ひかり園 

園長 吉村 徹 

2022年度保護者アンケート集計結果と回答 

127家庭中 91通回答  回収率71％ 

 
項      目 

○印 

どちらでもない場合は 

未記入 (2021年度) 

１ お子さんは毎日喜んで登園していますか はい 95％ いいえ0％ 

（90％）  （3％） 

２ 本園の保育活動や行事の内容は充実していると思いますか はい 94％ いいえ1％ 

（96％）  （0％） 

３ 本園はお子さんの健康管理や体力向上のための支援を行っていると思いますか はい 99％ いいえ0％ 

（97％）  （2％） 

４ 本園は自分で考え、自分で行動できるお子さんを育てていると思いますか はい 97％ いいえ1％ 

（94％）  （0％） 

５ 本園は基本的な生活のルールやマナーを守る態度を育てていると思いますか はい 97％ いいえ2％ 

（95％）  （0％） 

６ 本園はお子さんやご家庭の悩み事を見逃さず、相談に乗って適切に対処していると思いま

すか 

はい 87％ いいえ1％ 

（84％）  （3％） 

７ お子さんや園の様子がお便りやホームページから分かりやすく発信されていると思いま

すか  

はい 97％ いいえ0％ 

（89％）  （3％） 

８ 本園は保護者の方が相談したり考えを伝えたりしやすい場になっていると思いますか はい 87％ いいえ0％ 

（85％）  （3％） 

９ 施設設備面でお気づきの点がありましたらご記入ください 

・コドモン写真販売の月に100枚程度は少なすぎる。毎日の配信の写真はどこに消えているのか。ルクミーフォトは学

期に 1000 枚以上あった。クラスによる偏りもある。親が希望する写真が買えなければ意味がない。来年度の改善では

間に合わないので今年度分を買えるようにして欲しい。 

・毎月の写真販売はありがたいが送料が別途必要なので 2～3 カ月に 1 回の販売だと負担が少ない。コドモン写真販売

になったが、詳しい説明もなく1ヵ月分を見落としてしまって残念だった。 

・コドモン配信を毎日楽しみにしているが、写っている日が少なく心配になることがある。 

・クラスフォトは毎日の様子が分かり、家での会話が広がる。ただ、ピンボケが多く悲しい。 

・コドモンが不調でタブレットで打刻することがあるが体温やにじ組利用の入力できないことがあった。「9 時まで入

力」とあるが仕事に出ると確認できなくて困った。コドモン不調時の対応を統一してほしい。 

・コドモン入力方法が頻繁に変更され混乱するが安全のため試行錯誤してくれ安心感がある。入力補法が間違っている

時は直接伝えてほしい。 

・園庭の時計がいつまでも直らず不便だった。 

・園庭のポストが危ない。防犯カメラを設置してほしい。 

・夏場、水遊びができるように園にプールがあるとよい。(2名)園庭の池は衛生的に心配。 

・新しくできた正門のレールに子どもがつまずく。 



・園庭の水のない池で未満児がけがをしたと聞いた。水を張らない時の安全な利用方法の検討をしてほしい。 

・保護者も気を付けなければいけないが、入り口が道路に面しているので閉め忘れていたり子どもが開けてしまったり

してヒヤッとしたことがあった。 

・正門、西門の施錠が子どもでも簡単にできてしまい、いなくなっても分からないのでは。 

・西門の扉が壊れているので修理してほしい。 

・正門、西門の扉が開閉しづらいので改善してほしい。以前はもっとやりやすかった。子どもが塀に登る(2名) 

・正門の鍵の位置が高すぎて背の低い人、妊婦さんには開けにくいので改善してほしい。(5名) 

・ビールケースを運んで門の横の柵によじ登っている子がいて怖かった。 

・路上駐車緩和、事故防止のためにも道路を渡らずに済む場所に駐車場を設置してほしい。 

・お迎え時に路上駐車したら、家主に「停めないで欲しい」と言われた。路上駐車を禁止にするか停めてもよい場所を

はっきりした方がよい。 

・室内遊びのブロック、子ども同士で創造的に遊べる遊具をもう少し増やしてほしい。 

・エアコンが設置されて安心 

・意見があるとすぐに変更したり、工事をしてもらったりしてありがたい 

・園内がとても温かく、のびのびと活動できる。 

・園庭の植物がたくさんあって、様々な虫が集まってきてよい。 

・明らかに危険なものは対策を講じてほしいが、こどもたちが自分で“危険”と認識し注意する力も付けてほしい。現

在気になるところはない。 

・園バスのGPS機能は位置が分かって助かった。(2名) 

・園のシステムがコドモンになって活用されていてよい。 

・写真が購入しやすく選びやすく助かっている。 

・玄関にある絵本は親としてもとても参考になり、お迎えの時読んでいる。(2名)子どもたちが片付けしやすいように教

室が工夫されていてよい。 

１０ 保育内容についてお考えがありましたらご記入ください 

・なぜ年長の日帰り保育が1日だけになったのか。ここ数年2日間のために年少、年中と協力してきたのに突然1日に

なったのは簡略化としか思えない。コロナによる制限を受けてきた学年なのでせめて日帰り保育を充実してほしかった。

園外保育を増やしたが他学年でも行っているので、代わりとは思えない。 

・園児が「ウサコに噛まれたから死んでほしい」と小屋を蹴っていた。噛まれたことを把握し、その子のフォローはで

きていたか。せっかく生き物を飼っているのだから命の大切さ、動物の扱い方を話してほしい。 

・大きいけがや事故が多い。やりたい気持ちを安全な環境でするのはいいが安全が確保できないなら止めるべき。 

・自主性を育てることは重要だが、けがや事故のないような体制を望む。 

・幼稚部では英語教室があるが、未満児にも機会が欲しい。できるだけ小さいうちから英語に触れさせたい。 

・1号認定も年少のうちはお昼寝をしてほしい。 

・もっと散歩を増やして長い距離を歩ける力を付けてほしい。 

・自由遊び中も友達と関われるようなゲームや遊びをたくさんしてほしい。 

・夏の水遊びを増やしてほしい。 

・園バスがあるのでもっと活用したらどうか。乗るだけでも喜ぶ。 

・週に1度くらい、園外を遠くまで歩く活動を入れてほしい。リトミックも体操教室のように通常保育に入れてほしい。 

・バス降園だと帰りの会に参加できないと聞いた。1 日の終わりでもあり、次の日の準備もあるので、バス発車時刻の

調整も含め、できるだけ参加させてから降園してほしい。 

・たくさんの活動を工夫してもらい感謝。(4名)これからも子どものやりたいことをサポートしてほしい。 



・夏の水や泥で遊ぶことや散歩、公園遊び、外遊びを毎日やっていてとてもよい。 

・園バスで出掛けたり、プールやサッカー、体操教室などいろいろな体験がありがたい。(2名) 

・入園してから「身の回りのことは自分で」という意識ができている。今後も、遊ぶときは思い切り、お話を聞く時は

集中して、とメリハリのある指導を望む。先生大好き、お友だち大好きで楽しく通っている。 

・お泊り保育が日帰りになったが、月1回の園バスでの保育がとても楽しかったようだ。(2名) 

・年長児は特に園外保育が多くとてもありがたかった。もう少し自由遊びの時間も欲しい。 

・幼児期は五感をフル活用して様々な経験をしてもらいたいと思うが、園ではそのような活動が多くありがたい。 

・年長の取組で小学校生活を意識したところがいろいろな場面で見られ感心した。 

・にじ組でたくさんの企画があり、いろいろな経験ができてありがたい。 

・にじ組の時間も充実した活動で感謝。 

・ジェンダー教育についてどうなっているか気になる。 

・工作は家では思い切りやらせてあげられないので、園で出来ることはありがたい。 

・保育体験を何度かしてみて先生方の苦労や子どもたちの様子も垣間見れてよかった。コロナが落ち着いたら、給食試

食も希望があれば有料でどうかと思った。 

・どの先生も子どもの名前を知っていてうれしい。フレンズの日、にじ組など縦割りクラスで過ごし、クラス以外の子

と交流できてよい。子どものペースに合わせた保育がありがたい。 

・友だちと話し合って何をするのか決めるのは、もっと上の年齢と思っていたが、年少、年中でもやれていることに親

が驚いた。子どもの力はすごい。 

・他の療育施設併用の子や医療的ケアが必要な子を受け入れており、とても良い。子ども同士の関りからお互いにプラ

ス面の刺激があることを期待する。 

１１ 本園でこれからも継続してほしいことはどんなことですか 

・今年から中止になった千歳あめの復活を再検討してほしい。 

・日々の活動記録のフォト配信はその日の子どもたちの様子が分かってとてもありがたい。(20名)先生方は大変と思う

が、バス通でも様子がよくわかってありがたい。写真をもとに子どもと園の話ができる。 

・コドモンのおかげで遠方にいる家族も子どもの様子、行事や確認事項など分かってありがたい。(2名) 

・ペーパーレス化はエコでとても良い 

・ヒカリンピック、ひかりっこまつり(2名)、園外保育(6名)、ワクワククッキング(8名)、フレンズ週間(6名)、お誕

生日会、焼いも会(2名)、外部講師による各種教室(6名)、茶道教室(2名)、サッカー教室(2名)トレッキング、食べ物

の話、夏場の水遊び、冬場の雪遊び、などのイベント、行事。(5名)、懇談会中のにじ組利用、障がい児の受け入れ 

・フレンズの日は他のクラスの子との関りがよい刺激となる。にじ組での工作は毎日楽しみにしている。 

・園外活動が充実している。園内活動だけでは得られないものがある。季節感のある行事もよい。 

・バスでいろいろな所へ行けることをすごく楽しみにしている。コロナ渦で大変なこともあるが継続してほしい。 

・今までのようにたくさんの思い出が作れる機会を増やしてほしい。(2名) 

・カメやウサギ等の動物とのふれあい。公園などの野外活動。 

・先生方の朝の温かい受け入れ。(2名)待ってくれたり、見守ってくれたりありがたい。 

・一人ひとりの出来ることを伸ばす経験をさせてくれるところ 

・伸び伸び自分でやり遂げられる応援がありがたい。 

・子どもが意見を出し合って実行していくこと。(3名)遊びから学びを大切にしていくこと。友だち同士の助け合い。 

 

 

 



１２ その他自由記述 

≪保育者のあり方≫ 

・にじ組利用だと担任の先生に会える機会が少ない。クラス担任がまだ園にいるのであれば様子を聞きたい。にじ組の

制作バックを入れるかごが毎朝入り口にあると体育館の中まで行かなくて済むので助かる。 

・日々の様子は写真などで知らせてくれありがたいが、にじ組利用だと個々の様子がなかなか分からず、相談したいと

思ってもしづらい。昨年度は何度かお呼び出しをしてもらったが、今年度は用事がない限りほぼない。毎日でなくても

2，3週間に1度くらいは様子を知りたい。 

・子どもにきちんと目が届くように保育者の数が足りていてほしい。 

・コロナ禍で対応が難しい中、先生たちのアイディアで子どもは楽しく登園できた。(7 名)家でも楽しかったと報告し

てくれた。どの先生も親や子を機にかけてくれて個性を大切に関わってもらえ、安心して預けられた。 

・家では時間に追われゆっくり待って本人のやりたいことを行えず、考える力、想像力など伸ばせずにいるが、園の方

でのびのびと好きなことをやらせてもらい本人の自信にもつながっている。 

・先生全員が子どもたちの名前を覚えていてすごい(2名)。声をかけてもらいありがたい。 

・いつも子どもたちに笑顔で温かく接してもらい感謝。子どもの対応で悩むこと困ることが多いが、親にまで声をかけ

てもらい嬉しい。入園してからの成長は先生方、多くの友だちの支えによるものと強く思う。 

・先生方が子どもや、親にも常に寄り添ってもらえ心強く、相談しやすい。 

・よい事ばかりでなく、直した方が良い点も話してもらえありがたい。 

・入園してから野菜が食べられるようになったり、たくさん歩くようになり成長を感じる。途中入園だったが保育者、

園児たちがとても温かく安心して楽しく通っている。 

・園に入ってか外遊びがさらに大好きになった。歌や本にも興味を持つようになり、よくお話したり食べられるものが

増えたりと成長を感じる。毎日が感謝。 

・子どものやりたいことに耳を傾けてくれ、様子や必要なものを伝えてくれたり実行してくれ、満足そうな子どもの姿

がある。様子を話してくれて安心。 

・ひかり園が子どもにとって楽しく過ごせる場、成長の場となっている。恥ずかしがり屋で挨拶ができないが、どの先

生も笑顔で名前を呼んで挨拶をしてもらえありがたい。 

・送迎時いつも先生方が気持ちよくあいさつをしてくれて雰囲気がよい。未就園のきょうだいにも優しく接してもらえ

嬉しい。明るく迎えてくれ子どものことを相談しやすく、アドバイスをしてもらえ、何かあった時も報告があり感謝。 

・参観日など、子どもたちが先生の話をきちんと聞いている。ひかり園の子は聞く力がある。家では体験できないこと

をたくさんしていて親子とも大満足。 

・いつも先生方に温かく見守ってもらえ感謝。写真の配信などありがたい半面、業務量の負担も心配。(2名)保護者、子

どもたちが安心できる場所であると同様、先生方にもよい現場であってほしい。 

・いつも子どもをサポートしてもらい感謝。園の様子も伝えてもらい安心して子どもを預けられる。(2名) 

・先生方がいつも明るく接してくれ、ひかり園でよかった。中に「お母さん」でなく、苗字で呼んでくれる先生もいて

心遣いに感謝。 

・近所の公園で子どもと二人で遊んでいると年少児の女の子が息子に声をかけてくれた。支援施設は家から離れている

ため近所に顔見知りの子はいないので、自宅から近い園に通って得られた嬉しい接点だった。障がい児への理解とサポ

ートに感謝している。 

・子どもは園や園生たちが大好きで、いつも感謝している。 

・保育園、幼稚園関連の悲しいニュースが多い中、ひかり園の先生方はクラス関係なく子どもの名前を覚えて明るく声

をかけてくれ安心して預けることができてありがたい。子どもも毎日楽しく登園している。 

・最近のニュースで園児にとってよくないことが取り上げられ心を痛めている。参観日や毎日のお迎え時にその日の様

子を細かく伝えてもらえ安心して預けられる。働くために預けているのか、預けるために働いているのか分からなくな



るくらいで、入園させて良かった。 

・初めての園生活から今までとても成長し園生活を楽しんでいる我が子を見て毎日感動する。一人一人に合わせてくれ

て意見も聞いてくれ、最後にはできるところまで面倒を見てもらい感謝。 

・先生方、キャラは様々なのに全員明るく優しく接してくれ、子ども二人を通わせられて本当に良かった。 

・毎日園に行くのをとても楽しみにしている。(4名)帰宅してから日中の出来事を嬉しそうに話してくれる。外遊びもた

くさんして元気に走り回っている姿を見て安心して任せられる。 

・バス通だが、何かあると教えてもらえ助かる。毎日楽しく通えていてありがたい。 

・幼稚部も保育部も子ども一人一人に向き合おうとする姿を感じる。子どもたちも先生方を信頼していて安心して預け

ることができる。施設やシステムの安全対策を常に考えてくれその都度改善してくれている。 

・入園後、人見知りから登園渋りがあったが、私服登園、運動着登園その後制服登園と子どもの成長に合わせて対応い

ただき、人見知りが解消した。これからも個々に合わせて見守ってくれる園であってほしい。 

・もうすぐ卒園で小学校も別々になる友だちもいるので、「幼稚園に行きたい。○○ちゃんと遊びたい」と楽しく通って

いる。 

・3年間、担任、にじ組、事務などいろいろな先生方にお世話になった。コロナという誰も先を読めない状況の中で子ど

もたちの笑顔のために様々な工夫をして温かく接してもらったことに感謝。いろいろな意見もあるが、それらもみんな

で考え進めてほしい。 

・未満児から本当に楽しく登園し「行きたくない」と言ったことがなく、行事があった日には目をキラキラさせて話し

てくれた。育児に悩んだ時など先生方に話を聞いてもらえ親子共々お世話になった。あと少しだと思うと寂しい。 

・一人一人の子どもを大切に見守ってもらい感謝。残り数ヶ月を大事にしたい。 

・子どもの行き渋りがあり、悩み苦しんだ時があった。どんな時でも受け止めてもらい、園の先生方、方針にはとても

助かった。“どんな子どもも受け入れる”この姿勢はずっと続いて欲しい。子どもたちの優しさ、強さ、たくましさを育

ててもらい感謝。 

 

【参観日】 

・参観週間の日程の決定が遅く、勤務希望に間に合わないので、前月の早い段階で決めてほしい。2 名で休みを合わせ

ていた参観日前日1名と記載があり残念だった。先生の都合で延期となっていたが、延期前には制限がなかった、制限

があるときはお知らせと一緒に案内してほしい。 

・今年度、祖父母参観が無くて残念だった。以前のように写真に残すなど何かあればよい。 

・子どもにとって初めての園生活はコロナ渦と同時に始まった。難しい状況ではあるが成長を直接見て感じたい。発表

会、水泳参観など参観できるよう希望する。 

【年間計画・行事】 

・誕生日会、発表会、参観日を通常通り行ってほしい。(2名)年長のお泊り保育も復活してほしい。 

・誕生日会や式典など外でもよいので参観したい。 

・年長の運動会は大変感動したが、年中の時と同じだったためリレーなど、走る競技も見たかった。子どもたちが考え

たのは理解している。 

・運動会はコロナ渦での開催に感謝。子どもたちの意見を尊重するのは理解するが、親としてはリレー、かけっこなど

走るところが見たかった。発表会は年中でもお話の劇が見たかった。 

・運動会は年長の種目が少なくてさみしかった。保育部かけっこと就園時旗ひろいは合同でもよいのでは 

・運動会写真撮影はプロに依頼しているので、組体操は特別席で観覧し、写真は購入するつもりだったが、見本を見て

残念だった。複数の担当で違う方向からの撮影がほしかった。 

・コロナ禍になって 3年経ち、親子でたくさん我慢してきた。先生方の苦労、配慮、責任は理解できるが、通常の活動

ができるひかり園になってほしい。 



・コロナで学級閉鎖になった時も参観を行う予定だったが感染拡大のリスクが高かったのではないか。結果的に学級閉

鎖が延長されたがもう少し間を置くべきだった。 

・悲しいニュースを耳にする。何かあった時に自分で自分の身を守る訓練をして欲しい。通常は先生の話を聞けるので

よいが、いざという時の対応が大事になる。 

・お誕生日会のライブ配信は仕事のため見られないがホームページのアーカイブで視聴でき、子どもの成長を感じる。 

・コロナ渦で参観できなかった発表会が今年度は 

見られると嬉しい。 

【園からの発信】 

・コドモンの連絡帳の製本注文の機能を保育部だけでも採用してほしい。 

・おたよりで子どもの名前に誤字があった。間違いは仕方ないが、気づかない様子で悲しかった。配布物、コドモン配

信など複数で確認して発信してほしい。 

【その他】 

・連絡帳の身長・体重は半年に1回または学期ごとに書いて欲しい。 

・トレーニングウエアが行方不明の件がモヤモヤしている。 

・冬期はコロナ対策による換気などで冷えることも多いので、適宜防寒対策をお願いしたい。 

・月末の上履き持ち帰りを忘れることがあり、声をかけてほしい。足が臭くなるので2週に1回でもよい。 

・廃材集めの声掛けはどんなものが使えるか併記してもらえると準備しやすい（サランラップの芯、菓子の空き箱など） 

 

 

保護者アンケートへのご協力ありがとうございました 

 本年度も多くの保護者の方にご協力いただき感謝申し上げます。できるだけ正確に集計、要約したつもりですが、類

似のご意見は人数で集約させてもらいました。実際の文面は敬体で書かれていますが、要約する関係上、常体にしたこ

と分類のため記述欄が移動している場合がありますのでご承知おきください。 

門扉関係、コドモン関係など施設設備面への改善意見が多かったので、安全・衛生面など優先度の高い内容から改善

していきます。要望だけでなく共感や応援の声も多く寄せていただき励みになります。現時点での方針、状況をお伝え

しますが、内容に関する再質問や疑問等ありましたら、直接園長に伝えるかアンケート回収箱にお入れください。 

 

◇決定済み◇ 

【保育内容・保育者について】 

・大きなけがをさせてしまったことについて、楽しいはずの園内で当事者、保護者の方に辛く悲しい思いをさせてしまったこと

を改めてお詫び申し上げます。また周囲の園児や保護者の方にも大変なストレスやご心配をおかけして申し訳ありません。ま

た、擦り傷、とげなどの心身へのストレスは程度の大小にかかわらずあってはいけないので、安全第一のハード面、見守り態勢

を確保した上で、子ども自身でリスク管理ができる保育を全職員で共有し実践していきます。 

・子どもの自主性を第一に考え、要望を取り入れながら園庭遊び、活動に広げていきます。その時の遊び方、意識の変化を担当

職員で共有し、リスク管理と定期的安全点検を細部にわたって実施します。 

・新型コロナ感染による行事縮小で、子どもや保護者の方にはかなりの制約と変更をお願いし、物足りなさを感じさせて申し訳

ありません。最大限従来の行事の意義を損なわない方向で、お泊りから日帰り保育に、2 日開催から 1 日開催にとしました。2

日間では子どもの疲労感もあることから1日でも充実した体験できる場所と内容で決定しました。 

・動物は命の大切さ、生き物の習性、環境維持作業など子どもにとって意義のある存在であるべきものですが、ご指摘のケース

はマイナスに作用してしまいました。どの子も愛情を持って動物に接することができるように説明し、悲しい思いをした場合に

は経過を聞きながら心身のケアをしていきます。ご家庭でも折を見てお話していただければありがたいです。 

 



・担任が直接お話したい場合はにじ組からのお呼び出しで玄関に行きます。保護者相談がある場合もその旨をにじ組職員にお伝

えください。毎日の様子はコドモン配信でお伝えします。個々の様子についてもその中で知ってもらえばと考えます。 

・にじ組バッグについては、子どもが自分で箱に入れるようにして自主性を大事にしていきます。 

・今後も療育施設併用、医療的ケアが必要なお子さんを預かります。該当園児を複数職員で見守ることでその子にしかない学び

の良さと一緒にいる周囲の子どもたちの優しさなどを共有することで、全園児、職員にとってメリットになります。 

・子どもたちは保育部の時から、歩いて園外に出かけるのが大好きで現在もやっています。幼稚部に進級してもその意欲を大事

にしたり、フレンズの日も目的地を自分たちで決定したり工夫していきたいと思います。 

・自由遊びの時間は子どもが、異年齢で創造的に遊べる時間ですので、今の時間を可能な限り延長して確保したいです。 

・園バス活用は幼稚部、保育部共にバス乗車の楽しみだけでなく、子どもが希望した保育の目的に合わせて活用していますの

で、今後ともその方針は続けます。 

・午睡について～年少児は現在も1号認定は7月上旬から9月末頃まで行っています。2号認定は年間を通じて個々の様子に合

わせて行っています。 

・廃材回収へのご協力に感謝です。にじ組、お店屋さんごっこなどで必要な時に必要な物をお知らせしますのでお願いします。 

【参観日】 

・参観日の期日、内容はできるだけ早く、お知らせする方向で考えます。感染状況による制限も直前にならないよう併せてお伝

えします。 

・祖父母の方も参観週間で参観できるよう、人数を配慮していきます。 

【年間行事・計画】 

・感染状況の収まり具合で参観日、誕生日会、発表会など通常参観できる方向で考えています。 

・今後も学級閉鎖や解除は感染状況を見ながら長野市とも協議して決定します。 

・ヒカリンピック写真撮影については複数のスタッフが担当していますので保護者の方の声もお伝えします。 

【園からの発信】 

・保育を優先しているため写真販売数が減った学年、クラスがありました。できる範囲で配信の枚数を増やし、園児やクラスに

偏りがないように選択しますが、ある程度の違いはご了承ください。毎月でなく2～3カ月まとめての販売は可能です。 

・以前にもお伝えしたように、今年度の再配信はありませんのでご了承ください。 

・「コドモン入力は9時までに」の基準は、出席人数を正確につかんで主活動への取組等にスムーズに移行するためのものです

のでご協力いただければありがたいです。9時以降は電話連絡でお願いします。システム不調は本社に改善要望をします。 

・システム移行に伴う変更にご協力いただきありがとうございます。今後ともより良い運営方法を探っていきます。 

・名前の誤字はあってはならないミスです。配布物、配信内容は複数職員で確認して再発防止に努めます。 

【施設設備について】 

・コドモン連絡帳の製本機能は保護者の方にも使い方や、料金等について周知していきます。 

・園庭の時計修理に時間がかかりご不便をおかけしました。 

・園庭ポスト、ビールケースの使い方、レール付近の歩行の仕方など安全に関することは子どもたちと一緒に考える機会を取り

たいと思います。防犯カメラの撮影範囲にも入っていますので、室内からも安全確保に努めます。 

・夏場の水遊びは池や大型水槽、ビニールプール等を使って、衛生管理をしながら引き続き取り入れます。 

・正門、西門とロックについてご不便をおかけしています。正門については課外教室の小学生でも開閉できる金具に取り換える

予定です。西門は子どもだけでは内側から開錠できないようにしています。 

・園舎に近い駐車場は該当地主に何度か打診していますが、承諾を得られていません。それまでは安全に留意しての移動にご協

力ください。 

・周辺の住人にご迷惑ですので、路上駐車は原則やめていただきたいです。ゴルフ場北駐車場と、保育部西駐車場をご利用くだ

さい。満車の場合のみ、正門コーンから西側に短時間に限り停める方向でお願いします。民家の前はご遠慮ください。 

・室内や砂場のブロック、遊具については順次更新していきます。 



【その他】 

・千歳あめは以前、コドモン配信でもお知らせしたように希望が少なかったので今後もなしの方向です。 

・トレーニングウェアの取り違えはあってはならないことですので、保育室、にじ組などその都度点検します。 

・冬期も室内保育では換気しながら、窓の開け閉めで室温を調節しています。 

・連絡帳の身長、体重は毎月コドモン配信でお知らせしています。 

・上履きの持ち帰りについては毎月末には声をかけます。夏期は様子を見ながら声をかけます。 

 

◇準備検討中◇ 

・ヒカリンピックは親子で見て楽しむ、参加して楽しむことを大事にしていきます。子どもがやりたいこと、企画できる範囲で

考えると、成果を重視する見方によっては物足りない面もありますが、将来的につけてほしい力を第一に考えたいです。 

・発表会も劇発表が前提ではないので、子どもが遊びや生活の中で考えた“生活発表会”という方向もあります。子どもが考え

た中では劇発表も一つの選択肢です。 

・帰りの会は一日を振り返る大事な会なので、保育時間とバス時刻をすり合わせて最大限参加できる方向を探ります。 

・不審者対応の防犯訓練は行っていますが、一人になった時の自然災害、バス車内事故などの想定も考えます。 

・「○○ちゃん」「○○さん」「○○くん」など園児の呼び方や、男の子、女の子という男女別での活動もしているので、これか

らのジェンダー教育については、園としても協議が必要な点として今後の課題にします。 

・お泊り保育でしかできない意義はありますが、感染状況が見通せない中での年間計画は難しいですがお泊りか、日帰りか、日

帰りだとしたら日数も含めて検討中です。 

・保護者の給食試食は保育者、厨房職員と協議の上、検討します。 

・園庭の池には未満児が入れないような移動可能な柵を検討中です 

 

 

 

 


