平成 26 年度保護者アンケート集計結果

問１

お子様は、保育園での生活を楽しんでおられますか？
お子様の保育園での様子について、よくお分かりに

問２
なりますか？
保育園と子ども・保護者との信頼関係ができていると
問３
感じられますか？
保育園とのコミュニケーションは取れていると感じら
問４
れますか？
保護者の意見や声が保育園に届いていると感じら
問５
れますか？
保育士とのコミュニケーションは取れていると感じら
問６
れますか？
保育士が、子ども一人ひとりへの理解を深めようと
問７
努めていると感じられますか？

配布数 85 回収数 57
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登園時や保育中の子どもの健康管理は、子ども一人
問８

ひとりの健康状態に応じて適切に行われていると感じ
られますか？
新入園児が入園当初の環境変化に対応できるよう支援

問９
がなされていると感じられますか？
子どもが心地よく過ごすことのできる環境が整備され
問１０
ていると感じられますか？
子どもの事故防止対策あるいは事故発生時の対応が
問１１
適切に行われていると感じられますか？
（３歳以上児）保育内容の充実の一つとして、外部講師
問１２

による体操、英語、音楽（ジャンベ）を取り入れましたが、
良かったと思われますか
（３歳以上児）体操服の導入を進めましたが、良かったと

問１３
思われますか？
ホームページ（ブログ）を開設しておりますが、どれくらい
問１４
アクセスしていますか？
ホームページ（ブログ）を見る場合、何で見ることが多い
問１５
ですか？（複数回答可）

２６年度保護者評価アンケート結果（自由記述欄）
○ほぼ原文のまま掲載しています。同じ方のご意見でも、内容によって分割、分類しています。

＜良い点＞
○毎日保育士の先生たちも良くしてくれて子どもたちも楽しんで過ごしているのでとてもうれしいです。
○細かいところに配慮が行き届いた素晴らしい保育園でした。卒園まであとわずかとなり寂しい限りで
すが、楽しかった思い出をいつまでも大切にしていきたいと思います。園長先生を始めスタッフの皆
様に深く感謝いたします。貴園の益々のご発展を祈念いたします。
○途中入園で親子共々分からないことだらけでしたが、担任の先生を中心にとても親切にしていただい
て早く園の生活に慣れました。早朝、また延長保育の際はほかのクラスの先生もいろいろ気にかけて
いただき本人も毎日楽しく登園しています。
些細なことでも結構です。日々の生活、成長のことをこれからも教えていただけたらうれしいです。
平日起きている間に親が見れる姿はほんの一部です・・・寂しいところもありますが、先生方に支え
ていただきながら毎日仕事に励んでいるところです。来年度もよろしくお願いいたします。感謝です。
○保育士はとても感心で、子どもたちとのコミュニケーションが取れていると思います。注意を受けて
も子どもは先生と向き合って、言うことを聞いているのが見受けられました。
○先生方は子どもの様子をよく見てくれていると毎日の連絡帳より感じることができ安心しています。
一人ひとりの行動を記憶にとどめてくれていると思うとうれしいです。
○いつも子どもの心に寄り添った保育ありがとうございます、そして各行事の際は保護者のことを考え
て下さるご配慮に感謝します。これからも安全安心な園にて元気でおおらかな保育よろしくお願いし
ます。
○毎日、朝早くから夜遅くまでお世話になり本当にありがとうございます。おかげさまで４月は泣いて
ばかりだった娘も楽しく笑顔で通えるようになりました。優しく明るく丁寧な先生方に、多彩な行事、
新しく清掃の行き届いた施設・・・ととても恵まれた環境で日々を過ごすことができ本当にこの園を
選んでよかったと感謝しております。今後も色々とお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいた
します。
○保育園としての環境や保育士の対応は充分に満足できるものと感じているので、今後もがんばってほ
しいです。
日々の保育については本当に皆様に心から感謝しております。ありがとうございます。
○保育園２年目になり子どももすごく慣れて、行くのもすごく楽しそうでよかったです。
○２年間お世話になりました。大きな怪我もなく成長してくれて、子どもをどんぐり保育園に預かって
いただいて良かったと思っています。
事故・・・大きなことと気づかれないほど小さなことがあります。ブランコから落ちること、私には
小さなケガですが、子どもは大騒ぎします。しかし、園の中では気づかれないこともあるようで・・・。
いろいろと決まりを作ると子どもらしく遊べないこともあると思います。
今のこの流れが一番良いのではないでしょうか？この先どんぐり保育園はいろいろ変わるのでしょう
ね。子どもの変化とともに。
○日頃子どもたちのために色々と尽力を尽くしていただきありがとうございます。おかげさまで子ども
は毎日保育園へ行くのも楽しみにしており、安心して仕事に取り組むことができます。
これからもより良い保育園になるよう、保護者と先生方と協力していければと思っております。今後

ともよろしくお願い申し上げます。
○１人１人の特徴をとらえようとする姿が見られます。子どもを見ていると、どの先生が信頼できるか、
何が大好きか分ります。子どもから園に対してマイナスの言葉は出てきません。とても良くしていた
だいているなと感じます。
○毎日の保育園での生活を手帳にたくさん書いていただいているので、その日の出来事がよく分かり読
むのを楽しみにしています。先生とお友だちが大好きなようで、子どもも毎日楽しく保育園に行って
います。いつもありがとうございます。
○途中入園だった事もあり、なかなか自分を出せずにいた我が子もたくさん園生活で話せるようになっ
たりと、先生方の根気よく接してしただいたおかげだと思い、本当にありがたいです。園内での様子、
気になったことを降園時に教えていただけるので園生活の事も私たち親自身よく分かりとても良いこ
とだと思います。今後もたくさんお世話になりますがよろしくお願いします。
○日頃は私たち保護者に代わり、子どもの成長を見守ってくださりとても感謝しています。いつも、お
迎えの時に担任の先生方から「今日はこんな事がありましたよ」と教えてもらうのがうれしく、毎日
楽しみにしています。時には担任以外の先生からもほめていただくことがあり、園全体で子どもの様
子を見てくれているんだなと思いました。入園して１年。運動能力や言葉はもちろんの事、集団生活
でいろんな子達と毎日ふれ合う事で人を思いやる気持ちや譲り合う事を少しずつ理解しているなと感
じます。
○子どもがとても楽しく保育園での生活を楽しんでいてうれしく思います。
○ブログは日常どんなことをしているのかすごくわかりやすくて楽しみにしています。
○習い事も行かせてあげられない分、保育園で講師の方を呼んで教えていただいてとてもありがたいで
す。
○外部からの講師や、他の施設への訪問は外の世界が（他文化など）広がったり、日常の中で刺激があ
ったりとてもいいことだと思います。また幼稚園との差があるかも．．．？という不安も緩和されます。
また、ジャンベなど外への発表は子どもたちに自信をつけさせたり、人前に出る時へのマナーなど、
取り組む姿勢も学べて素敵なことだと思いました。今後も是非続けてほしいです。
○３歳児で英語はどうかな？と思いましたが、楽しそうに学んでいるのでいいかなと思いました。
○インフルエンザも他の小中学校では学級閉鎖になったとも聞きましたが、当保育園では大流行してい
ないようなので、衛生面も気を使っていただいていることがよくわかります。
園からの回答
本園の理念や方針をご理解いただき、あたたかいご声援をいただきまして、職員一同感謝申しあげ
ます。このお声を励みに、今後も安心、安全な保育園作りに努めてまいります。

＜要望・意見＞
～各教室（レッスン）について～
○３歳未満にも年数回程度（ふれあい遊びの様な）簡単な英語や音楽や体操教室があっても良いかなと
思います。
○外部講師による英語や音楽の活動は１歳以上から参加できると思われるが、未満児にそうした活動を
取り入れないのはなぜか？発表会や運動会などは未満児も共に参加しているのにそうした活動は分け
られてしまう理由が知りたい。英語や音楽は小さい頃から楽しく触れる機会が多くあればあるほど発
達の刺激にもなると思うので、ぜひ取り入れて欲しいと思う。

○どんぐり保育園は私立ということですが、年長児にひらがな、数字等の一般的な勉強を取り入れたほ
うが良いと思います。小学校就学前なので、保育園でもほかの私立でも教えているところもあるので、
保育園でも協力してほしいです。
○先日松阪の知人の子達が遊びに来てくれおままごとをしていると、湯のみをきちんとした作法で渡し
てくれたのに驚き、聞くと「お茶会」の授業があり習ったとのこと。ジャンベ、英語も結構ですが、
お茶、和太鼓など日本の文化を学べるレクチャーがあっても良いかと思います。
（ありがちですが）何
よりその成果が日常のさりげない動作に表れることが素敵だと思います。娘は園での生活で玄関先で
靴を左右きちんと揃えられるようになりました。お茶会はお抹茶の正式なものでなくてもよく、普段
遣いの急須、湯のみでもいいと思うんです。そういう所作があることを知ることが重要だと思います。
英単語を覚えることも必要ですが、お花や木々の名前をひとつでも多く知ることはその子の人生をよ
り豊かにしてくれるのではないでしょうか？
園からの回答
昨年度からの体操教室に加え、今年度から英語、ジャンベ取り入れました。こういった教室・レ
ッスンを始めるにあたり、大切にしたことは「遊び」
「体験」として行うということです。その中か
ら、覚える力ではなく、
「考える力」や感性を育て、社会性を身に付けることを目的としています。
いわゆる「習い事」は様々あります。ご意見いただいた「茶道」もあれば、
「華道」もありますし、
絵画に取り組んでいる園や、音楽一つとってみても、器楽やマーチング、和太鼓などもあります。
あれもこれもさせてあげたい・・とは思いますが、実際のところはそうもいきません。その中で厳
選し、この３つにした理由は、他の園にはない独自性ということです。
文字・数につきましても、本来は「遊び」の中で学んでいくものです。今後もより一層そういっ
た保育を行っていきますが、年長児については就学を念頭に置き、椅子に座り机に向かう姿勢とと
もに、学習の基本である「見ること」「聞くこと」ができる力を養ってまいりたいと思います。
他の分野についても、定期的なレッスンではなく、体験できる機会があれば積極的に取り入れて
いくと同時に、普段の保育をより豊かなものにしてまいりたいと思います。
３歳未満児に向けての活動については、３歳以上児と同様の活動はできませんが、「触れる」「体
験する」ということを目的に、検討していきたいと思います。なお、現在もジャンベの時間は、小
さいクラスのお友だちがやってきて、年長児が叩く太鼓のリズムに合わせて叩く真似をしたり、体
を動かす姿があります。

～希望保育・家庭保育協力について～
○行事前休園が多い気がします。年間行事表には３月３１日は希望保育となっております。なるべく見
ていただけることを念頭に置いてください。
○多くの保護者の会社が３月４月は年度替わり、決算時期ですので、３月３１日の家庭保育と、４月１
日の進級式は日程の考慮をいただきたいです。
園からの回答
年度替わりのお忙しい時期にご協力をいただき、ありがとうございます。
「行事前休園が多い」と
のご意見ですが、現在家庭保育協力をお願いしているのは、主に「午前中に行事を行った日の午後」
（入園式、親子遠足、どんぐりンピック、大きくなったでしょう）です。どんぐり祭り、卒園式と
３月３１日は「１日」、お盆期間と保育参観、祖父母参観の午後は希望保育としています。
今年度の年間行事予定表には、「希望保育」としておりましたところが、「家庭保育」に変わりま
したことをお詫びいたします。

（次ページにつづく）

（つづき）
本園では、保護者の皆様方の様々な就労状況、家庭状況に配慮し、できる限り対応したいと考え
ております。しかし、本園が家庭保育をお願いしている理由があります。
一つは、お仕事や諸事情がおありとは重々承知しておりますが、月に１日程度は「お子様のために」
お休みを取っていただきたいのです。そして、お子様が一生懸命頑張った行事のあとは、親子でふ
れ合う時間を取っていただきたいのです。そして、それが許してもらえる会社や社会であってほし
い、と思っています。
保育園は就労支援の施設です。しかし、子どもはご家庭と保育園だけで育てていくのでもありま
せん。社会で育てていくべきだと思います。こんなことを言ってもすぐに会社が変わるわけではな
いかと思いますが、保育園が全て保育ニーズを受け切れるかというと、限界もあります。卒園後小
学校に入学すると、学校行事は保護者の就労にかかわらず平日に行われたり、休校になったりしま
す。
保育園以外にも「ファミリーサポート」など子育てを支援してくださる方や仕組みもあります。
幼稚園では、終業式が終わるとお休みに入りますが、保護者の方の中には就労していらっしゃる
方がいます。そんな時、保育園の「一時保育」を利用するというケースも実際に本園でもあります。
このように、ご家庭では、園とだけつながるのではなく、いざとなったら預かってくださるよう
な方を作っておいたりすることも必要ではないかと思います。
３月３１日は年度末、４月１日は大事な仕事始めという方もいらっしゃるでしょう。園も同じく
４月１日はお子様にとっても保護者の皆様にとっても新しい環境、生活が始まる大事な日です。そ
の日を親子一緒に「大事に」捉えていただき、その前日は、物心両面の準備をしていただきたいと
考えています。
１月９日付でお配りした「年度末、新年度の日程について」に『ただし、どうしても家庭保育が
困難な場合は、職員室までお声かけください。
』と書かせていただきましたとおり、どうしてもでき
ないという時はどうぞご相談くださいますようお願いします。

～環境、怪我・事故について～
○当初より園児数がずいぶんと増えるとのことですが、うちの子は問題児なので先生方の目が届くのか、
ケガの発生（不可避）等が少し心配です。
○衛生環境は非常に清潔で良いと思います。しかし、ひよこ、うさぎ組のお手洗いは子どもが容易に入
れ転倒するとケガをしてしまうのでは？と思うことが数回ありましたので、なにか安全対策をとって
いただければと思います。
○自分のやりたい事も強くなっているので、他の子とケンカをしたり、ケガをさせてしまうこともある
かと思います。そうならないように先生方には今後とも注意して見守っていただければありがたいで
す。
○園内の臭いが気になる
○もう少し外の遊具がいろいろあれば良いかなとか、
（他の園と比べて）園庭が広いといいのにとは思い
ます。
園からの回答
園全体の人数は増えますが、各クラスでの保育士の対比人数は、基準内での配置をしていますの
で、ご安心ください。しかし、ケガ、事故が発生しないよう、十分に注意し見守ってまいります。
（次ページにつづく）

（つづき）
ご指摘のトイレの入口等の安全対策については、施錠できるようするなど整備し、事故予防に努め
てまいります。
臭いにつきましては、排水口から上がってくる臭いがこもってしまう場合がありましたので、こち
らも早急に業者を通して対策を講じたいと思います。

～購入用品、諸経費について～
○体操服の導入は賛同しますが、カバンはちょっと・・・。全然入らないと聞きますから、カバンは自
由で良いのかと思いますがいかがでしょうか？普段遣いできないのが非常に残念です。かわいいリュ
ックで登園させてあげたいです。
○カバンやリュックなどは自由でも良いのではと思います。家にあるものが使用できると金銭的にも助
かります。買ってもあまり使わないものなどもあったらもったいないしね。
○体操服は当初高いかと思いましたが、子どものために仕方ないのかな？と。カバンはしっかりしてい
いのですが、いきなりカバンと体操服を買うのは家計に響いて大変でした。年齢とともに必要なもの
が増えるのはいいのですが、１つ１つ途中で導入されると困ります。来年度のワッペン文字自由なの
ですがほかの子と一緒にしたい！とか言い出しそうなのでもう少し早めに出してほしかったです。
○白色の体操服がカラーにはならないでしょうか？（選択制でも）毎日の様々な汚れで漂白しても取れ
ず、すぐ薄汚れてしまし清潔な感じが少ないです。ただし、様々な活動を考えると体操服の方が子ど
もにとっては動きやすく通気性も良いのでいいかと思います。
○いわゆる「園服」を作る予定はないのでしょうか？体操服があるということですが、体操服のまま登
園し１日過ごすことにやや疑問を感じます。選択や購入費用の事を考えると今のままでも良いのかも
しれませんが、TPO に応じた服装をさせるのも必要かと思います。１日ジャージというのはだらしない
ような・・・。もしくは私服＋スモックではダメなのでしょうか？
○４月からの延長保育料の値上がりは辛いなあというのが正直なところです。
○卒園アルバムについて

３月は入学準備があって色々とお金がかかる時期なのでアルバム代は積立に

していただけるとありがたかったです。
園からの回答
体操服については、「動きやすい」「活動しやすい」ことを目的に導入しました。かつ統一のユニ
フォーム「園服」としても取り入れていますので、行事の際には園服である「体操服」を着用して
いきます。ですので、現在のところその他の園服等は導入する予定はありません。
この体操服は「汚れに強い」素材でできているものではあるのですが、現状見たところ汚れが落ち
きれていない様子も見受けられます。何かしら対策を講じたいと思いますが、汚れ落としに効果が
あるものがあればぜひ教えてください。
カバンだけでなく、体操服の導入の際に「かわいい服を着せたい」「自分で選んで着たいと言う」
というご意見もありましたが、園としては「これを着ると園に行くんだ」という気持ちの切り替え
になることを考えて導入しました。カバンも同様で「これは保育園に行くときに使うんだ」という
気持ちになってもらいたいと考えて導入しています。また、体操服と同じく機能性と安全性を重視
しています。斜めがけのカバンは首にひっかかる危険性があります。リュックタイプは両手が開き
ますし、このカバンは３歳児でもチャックが開けやすく、大きく開くので入れやすいものになって
います。お子様が「自分で」用意をするのに使いやすいものとなっています。
（次ページにつづく）

（つづき）
カバンの容量について、
「入らない」というご意見をいただいておりますが、確かに遠足の際に入
りきれなかった、ということがありました。しかし、普段の用意は十分に入るかと思いますのでご
理解いただきますようお願いします。
体操服にしても、カバンにしても決して安価なものではないことは承知しております。しかし、
どちらも「たまにしか使わないもの」ではなく、３年間毎日使うものです。費用対効果は十分にあ
ると考えて導入しています。小学校に行くとランドセルを買います。ランドセルは普段遣いしませ
んが、６年間毎日使うので、少々高くても買う価値はあるのではないかと思います。どうぞご理解
ください。
卒園アルバム代を始め、行事の際の「行事協力費」については、これまでその都度徴収させてい
ただいておりましたが、来年度からは、毎月の諸費請求の際に併せて徴収させていただくように変
更いたします。
０～４歳児クラスは毎月 100 円、５歳児はアルバム代が含まれるため、毎月 600 円ずつ徴収す
ることにいたしましたので、よろしくお願いします。

～園と家庭の連絡・コミュニケーションについて～
○アンケートをよくしていますが、その結果を知り得なくて、ほかの保護者の意見がわかりにくいです。
フルタイムなのでこちらは園での生活がとても必要でありますが、園との交流が持てず悲しいことも
あります。時間に追われてしまってます。どのようにコミュニケーションを図ればよいでしょうか。
お便り帳に記入しても返事がなく困っているのに悲しいです。
○連絡帳のようなものがないので毎日の子どもの過ごし方がわかりにくいです。送迎の際、保育士の先
生と話す時間が取りにくいので連絡帳があるといいなあと思います。毎日でなくても相談などあると
きに利用しやすいと思います。
また、全員出席の保護者会は必要ないと思いますが、希望者が出席できる意見交換会のようなものが
年２回ほどあればと思います。
○また、保育園と保護者のコミュニケーションが取れているかという点ですが、都度都度保育士の方か
ら１日の様子などを教えていただいているので、満足と感謝をしておりますが、時折、育児のアドバ
イスの中で、
「保護者への心ない言葉」と思える言葉があったと感じています。育児及び保育はもちろ
ん子供が最重要であり最優先と理解しておりますが、保護者もまた育児の中で悩みを抱えながら日々
を過ごしておりますので、
「子どもと親」どちらの立場と気持ちをご理解いただいたアドバイスと対策
を打っていただければ・・・と思います。
○仕事で長時間預かっていただき大変助かっていて感謝していますが、私が感じるのは、かなり無理を
言いすぎているのかと感じるくらい、頼みにくい雰囲気があります。仕事と子育ての両立はまだまだ
できにくい社会だと感じる時があり、いろいろと考えてしまう事があります。
園からの回答
まずは、私も含め職員が保護者の皆様と接する中で、対応が行き届かなかったり、お気持ちに寄
り添う支援ができなかったことがあったようで、辛い、もどかしいお気持ちにさせてしまいました
ことを、深くお詫びいたします。皆様からのご意見をいただいて、やはり一番大事なことは「コミ
ュニケーション」だと痛感させられました。今後も、まずはお声にしっかりと耳を傾け、丁寧な対
応をしてまいります。
（次ページに続く）

（つづき）
３歳児クラス以上は連絡帳がありません。これは園での様子をお話できる年齢であるというのが
理由です。しかしながら、詳細がわからないことやお尋ねしたいこともおありかと思います。送迎
の際にいつでも担任や、職員室にお話いただくのが一番良いのですが、それもなかなか難しい場合
があるようです。このようなときは、便せんでもメモ用紙でも何でも結構ですので、ご用件をお書
きいただいて、担任や職員にお渡しいただければ、お話する時間を作らせていただいたり、お返事
を書かせていただきますので、遠慮なくお申し出ください。
本園は保護者会がありませんが、保護者同士や、担任等との意見交換コミュニケーションをとる
場として、来年度は保育参観後に「クラス懇談会」を開く予定にしています。そこで、少しでも直
接お話しいただければありがたく思います。保育参観は平日開催ですが、どうぞご理解の上ご参加
ください。
アンケート結果につきましては、来年度から行事ごとにお伝えすることにいたします。

～写真販売、ブログについて～
○日々の写真などをもっと掲示（販売含む）していただけるとうれしいです。
○相変わらず写真がうまく撮れていないような？同じような子がたくさん写っていたり、微妙な写りだ
ったり、買う気にならない時も多々ありました。もう少し子ども目線で撮ってほしいです。プロなら
プロらしい写真をお願いします。
○２月末の写真申し込みで園ぴゅう太で、アクセス NO と締切日をメールしていただけると助かるなあと
思いました。
○ブログ、時々見ていますが、各クラスごとに画像があれば良いですね。そしたらもう少し見る気が湧
いてきます。
園からの回答
写真は、東写真工芸様に撮影・販売を委託しております。ご希望に添えるような写真が少ないと
いうことですが、毎月の誕生会や各行事など、会の雰囲気を邪魔しないように同じような場所、角
度でしか撮れなかったりするなど、撮影条件が限られているため、
「同じような」写真になってしま
ったのかもしれません。東写真様ともお話をさせていただき、学校、保育園、幼稚園での販売用撮
影となると、どうしてもこういった撮り方になってしまう部分もご了解いただきたいとのことです
が、来年度は行事だけでなく、普段の様子を撮影していただくことで、より買っていただけるよう
な写真になるよう工夫させていただくことにいたします。
写真販売開始、締切日のお知らせは、園内掲示でお知らせすることを基本にしていますが、園ぴゅ
う太でもお知らせしていくようにしていきたいと思います。
ブログは、現在のところ園長の私が園日記として書いておりますが、なかなか全クラスをお伝えす
ることができずに申し訳なく思います。しかし、各クラス担任が記事を書くというのもなかなか難し
いところがあります。活動の様子の写真はクラス前掲示などでお伝えしていきます。職員が撮影した
写真の販売は基本的に行いませんが、掲示した写真などでご希望があればお尋ねください。

～その他～
○園指定のかかりつけ医について

園で内科健診が受けれない場合、平日、曜日指定、時間限定といっ

た条件の悪い病院だけでなく、一般の小児科でも受診ができるようにしてください。想定外の病気な
ど限られた有休の中で調整を行い、対応しているので仕事が終了したあとで対応できるようにしてい

ただけますようよろしくお願いします。
○駐車場の入口から入るのに出口から入られる方もいますのできちんと決めた方がいいと思います。事
故の原因にもなるので。
未だにエンジンを切らずに止めて待っていたりする方もみえたりしました。同乗される方もわかって
もらいたいです。特に夏はよく見かけました。小さな子どもたちがいるので気をつけてほしい。暑か
ったり寒かったりしますが、ほんの少し我慢してもらうか？一緒に迎えに行ってみたりしてはどうか
な？
園からの回答
嘱託医による健診につきましては、ご不便をおかけしている点もおありのようですが、お知らせ
をしておりますように、本園嘱託医以外のかかりつけ医で受診することも可能です。ただし、健診
料が発生しますことをご了承いただきたいと思います。なお、現在のところ嘱託医を変更の予定は
ありません。
駐車場に関しては、
①停車したらすぐにエンジンを切ってください。排気ガスが入ってきます。
園舎にいる子どもたち（特に０，１歳児クラス）のためにお願いします！
②進入・退出方向は下図のとおりにしてください。
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○意見・要望等申出書によるご意見

申出日２７年３月１０日

匿名

＜意見・要望等の内容＞
・次年度ぱんだ組の先生選びへのお願い
ぱんだ組の先生に、A 保育士、B 保育士、C 保育士、D 保育士のどなたかの就任を希望します。
（理由）りす組からお世話になっており、子どもの成長を見ていっていただくのに安心してお任せでき
るから。まだ年少ですので先生二人とも新しい方になるのは、子どもはもちろん親も慣れてい
くのに時間が必要となります。ご検討の程何卒よろしくお願い申し上げます。

園からの回答
ご意見をいただきありがとうございました。担任の決定につきましては、保護者の皆様のご希望を
必ずお受けできるとは限りませんことを、先にお断りしておきます。
しかし、担任を決めるにあたっては、どのクラスもですが、特に年齢が低いクラスについては、進
級にあたり、できる限り負担がかからないように、安心して過ごせるようにと考えながら職員を配
置しています。ご理解くださいますようお願いいたします。

たくさんの貴重なご意見ありがとうございました。
皆様に支えられて２６年度を終えることができました。
いただいたご意見をもとに、２７年度も職員一同、保育に努めて
まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

