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保護者各位                                                       ２０１６年２月９日 

２０１５年度 恵星幼稚園「保護者アンケート」のご報告 

今年度も保護者アンケートへのご協力ありがとうございました。貴重なご意見・ご感想をいただき感謝しています。

お寄せいただいたご意見・ご感想はすべて以下に記載しています。（個人が特定される箇所のみ削除しています）

また、回答が必要なものに関しては、職員会議・理事会で園の考え方や今後の対応を検討した結果を記載して

おります。この機会に限らず、ご意見やご質問があるときはいつでもお気軽にお申し出ください。ただいた内容は

全職員で共有し、皆さまのお気持ちをきちんと受け止めて今後の保育に反映していきます。 

 

Ａ：よくできている  Ｂ：できている  Ｃ：あまりできていない  Ｄ：全くできていない 

 内       容 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 子どもは、幼稚園での生活を楽しんでいる。 ５６ ８   

２ 
幼稚園は、子どもの中にキリスト教保育を通して「見えないものに目を注ぐ心」

や「人を思いやる心」が育つよう心がけている。 
４８ １６   

３ 幼稚園は、生命を尊重する心や社会性のルールを守る指導をしている。 ４１ ２２   

４ 幼稚園は、子どもの自主性や意欲を大切にする教育活動をしている。 ５８ ５   

５ 幼稚園は、自然とふれあう経験を大切にした教育活動をしている。 ４６ １５ ３  

６ 幼稚園は、子どもたちが喜んで身体を動かして遊ぶよう努めている。 ５５ ９   

７ 
幼稚園は、あいさつや手洗い・うがい、洋服の着脱、食事のマナーなど生活に

必要な習慣が身につくように指導している。 
３２ ３０   

８ 
幼稚園は、食育を通して子どもたちの食に対する興味・関心を深めたり、郷土

の文化を継承することの大切さを伝えている。 
５６ ８   

９ 

幼稚園は、縦割保育の実践を通して、子どもたちが異年齢での関わりを深め、

さまざまな子がいることを認めながら、互いに成長を喜び合える環境をつくっ

ている。 

５５ ９   

10 
幼稚園は、どの子にも安心して過ごせる環境を整えるよう努め、あたたかい雰

囲気に満ちている。 
５６ ８   

11 
幼稚園は、園だより、クラスだより、保護者会、各行事などを通して、教育方

針や具体的な取り組み方を分かりやすく伝えている。 
５１ １３   

12 
幼稚園は、保育参加・各行事・ボランティアなどの保育の公開の場を設け、保

護者に幼稚園を理解してもらう機会をつくっている。 
４７ １５ １  

13 
幼稚園は、未就園児の親子参加の会（ひかりクラブ）を通して、地域の子育て

支援の場となるように努めている。 
５０ １３ １  

14 幼稚園は、子どもの安全を考えた防災・防犯対策や指導を行っている。 ３１ ３０ ３  

15 教職員は、協力し合って園児の保育にあたっている。 ５０ １４   

16 教職員は、保護者の悩みや子どものことについて気軽に相談にのってくれる。 ４４ １８ ２  

17 教職員は、電話や来園者などに対し誠実な対応をしている。 ５０ １４   

18 保護者として、子どもがこの園に入園して満足している。 ５１ １３   
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園の総合的なあり方 

○子ども一人一人の気持ちを一番に考えられた上での一貫した教育をされている点がとても素晴らしいと思い

ます。学校と違い幼稚園時代でしか経験できない様々な外遊び・自然とのふれあい・園外保育・食育をしっかり

させて頂いていることにも大変感謝しています。 

 少人数ならではの一人一人の個性に応じた指導で、委縮することなく自由に伸び伸びと成長していく姿を見な

がら安心して通園させることができました。 

 

○子どもたちは自分がかけがえのない存在であること、お友だち人一人もかけがえのない存在であることを

しっかりと心で感じています。だからこそ、自分もお友だちも大切にすることができます。このことは一生

心の支えとなるでしょう。親や家族だけでなく、園の先生方やお友だちから「あなたはかけがえのない存在

だよ」と言ってもらえることは、自分を肯定されて、そこから自信や自主性が生まれてくるのでしょうね。

本当にどの子を見ていてもかわいいなぁ、愛おしいなぁと思います。 

 

○先生方が子ども一人一人をよく見てくださっていつも驚かされます。我が子はもちろん、子どもみんなが

とても大切にされているのを感じて感謝しています。 

 

○担任だけでなく先生みんなが一人一人を見守ってくださり、絵本ノートや送迎の際に園での様子を詳しく

教えてくださるので、毎日の些細なことまで目を配り愛情をたっぷり注いで頂いていることがわかり、安心

して預けることができます。 

 本人が担任の先生やペアさん大好きなことからも信頼を寄せていることがよくわかります。 

 恵星の保育の良いところが、礼拝・食育への興味・年長児への憧れに繋がっていることが本人の様子からよく

見てとれます。幼児期のかけがえのない大切なときをキラキラ輝いて過ごせていることに感謝します。 

 

○自主性や自己肯定感の育成など、手を掛けてくださっているところが大変有り難く、子どもが毎日楽しく

通っているので、あと数カ月で小学生となることが嬉しいことですが名残惜しい気がします。一緒に見守り

育ててくださり、第一子で迷う時その子に合わせたアドバイスもいただけてありがとうございました。 

 

○先日の春日市の市報に「幼児期に培うべき大切な力を子ども自身の心と身体で豊かに経験させるようにして

います」と載っていましたが、子どもが話してくれる園での様子やおたよりから本当にそのことが伝わって

きて、いつも有り難いなぁと感謝しています。年長さんの味噌作りの写真も子どもたちの目がキラキラして

いて、恵星幼稚園をそのまま物語っていると思いました。 

 恵星幼稚園に入園できて本当によかったぁ～！！！と今年度も何度も心の底から思いました。 

 

○１人の子に対して職員の方みんなで話し合って対応していただいています。どの先生も子どものことをよく

知っていてくださってとても温かい環境で、恵星幼稚園で本当に良かったと思っています。 

 子どもの成長を根気強く促し、付き合っていただいて、親ではなかなか出来ないことなので本当に有り難い

です。 

 

○幼稚園みんなが一つの家族のような恵星幼稚園。子どもも日々安心感のある中温かく穏やかに見守ってくだ

さる先生方のもとで、楽しくたくましく成長させていただいています。 

 何よりもお友だちと遊ぶのが好き～♡先生が好き～♡神さまって優しいとよ～♡と言って毎日幼稚園を楽しみに

している姿。帰って来ると「今日も楽しかった～」と言ってくれる笑顔が物語っています。 

 

○園だより・絵本ノートを通し先生方がどの子のことも本当にしっかり見ていることがよくわかり、安心して子

どもを預けることができ感謝しています。家では経験させてあげられないようなこともたくさん取り入れられ、

いろいろな体験ができていると思います。 
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具体的な保育に対して 

○いつも子どもたちのことを一番に考え、精一杯保育していただきありがとうございます。年長さんになり、

さらにのびのびと自分を出して、楽しんで園生活を送っているようです。自然とふれあう体験も増えて嬉しく

思います。 

 

○子どもたちがのびのび走り回ったり、砂遊びをしたり、積み木で遊んだりしているのを見ると安心します。 

 毎日幼稚園を楽しみにしていて、帰ってきた時には何をしたとか話してくれるので、良かったと思っています。

走るのが遅くてくねくねしていたんですが、それなりに走れるようになったきたし、お話も自分で作って聴か

せてくれるようになって面白いです。今年自分よりも小さい子どもたちが入園してくるのを「お姉ちゃんに

なる！」と楽しみにしているみたいです。 

 

○入園して１０ヶ月、あっという間でしたが、毎日楽しく通園させていただいています。先生方やお友だちと

たくさん遊んで園での生活の中で心身共に成長していっているなぁと感じます。 

どろんこまみれの外遊び、季節を感じられるいろいろな遊びや行事（夏のプール・そうめん流し・スイカ

割り・芋掘り・お正月らしい羽根つきやコマ回し等々…）園での様々な経験をぐんぐん吸収しているのを

見ると、私もこんな幼稚園に通いたかったな～とちょっとうらやましいです。食育と縦割り保育も良いとこ

ろです。これからも続けてほしいです。 

 

○先生方の温かい保育には日頃よりとても感謝しています。遊びを通してのびのび成長し、祈りを通して穏やか

に成長している姿に有り難く思います。ただ一つ願いを挙げるならば外出についてです。日常を大事にされ

丁寧に保育してくださっているのは承知していますが、マンションに囲まれた小さな園庭、空が小さく土が

少なく緑を眺められない日常はやはり寂しさを感じます。もっと自然が身近に手軽に感じられるよう親たち

や子どもたちに提案・提供ができる幼稚園もまた一層魅力だと思います。 

 

○先生方、保護者との共同で子どもたちを温かな愛で包んでいる感じを持ちます。子どもたちが安心した気持ちで

「ここが自分の居場所」と肌で感じられることが大切だと思うので、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 ⑤は園の立地上なかなか難しいことかと思います。週１の園外保育も日常の生活を大切にするとなかなか出来

にくいですよね。出来るだけ園のお休みの日に、自然の中に連れ出し、体を使うことを心がけたいと思ってい

ます。園での毎日、本当にありがとうございます。 

 

○場所柄、自然が少ないので、もっと園外保育があるとうれしいです。 

➟園外保育は毎週行っている時期もありますが、１学期はクラスごとの実施でした。今年度はつきぐみは錦町

公園へ、ほしぐみは春日公園・芋畑、太宰府キャンプ場に学年だけでの園外保育を増やしました。 

便利な立地のためマンションが立ち並ぶ中、広くはない園庭で、少しでも緑を増やし季節を感じられるように

旬の野菜や花を栽培してくださっている園芸ボランティアのお母さん方には感謝の気持ちでいっぱいです。 

職員会議でも、季節ごとの自然を感じられるように、寒い時期はお弁当を外で食べなくても行き帰りできるような

近場の公園を見つけたいと話し合っています。安全に歩いて行ける場所をご存じの方は是非教えていただ

きたいですし、こちらからも情報をお伝えしたいと思います。 

 

○子どもが良いことをした時、とても褒めてくれるので子どもの自信になり有り難いことだと思います。ただ

悪いことをした時に少し甘過ぎるのではないかなと思います。もう少し厳しく悪いことだと教えて欲しい

と思います。あとになって家で言い聞かせようとしても余り効果がないように思うので、その場できちん

と指導してほしいです。 

➟友だちを傷つけたり、してはいけないことをした時は、きちんと叱っています。子どもは教師から叱られたこと

をご家庭で言わない（言いたくないため）こともありますので、気になる時はすぐにご連絡ください。 
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○食育や園外保育、リズムなど体を使っていろいろな経験をさせてもらい、とても満足しています。何より子ど

もが幼稚園での生活をとても楽しんでいます。 

 

○先生方が優しく穏やか。子どもの話をよく聞いて、子どもの気持ちを大切に保育してくださっている。 

リズム体操（さくらんぼリズム）はここ１０年～２０年で改善進歩しているようですので、新しい歌や体操

を取り入れる工夫をされてもよいのでは…と思います。 

➟貴重なご指摘ありがとうございます。恵星は改訂版のさくらさくらんぼの楽譜集を基本に、福岡保問研の身体

づくり部会等が主催している学習会に参加したり、こばと保育園の福井先生に園内研修で実際の園児たちを

見ながらご指導いただいたりしています。『乳児期からリズムをしている保育園に比べると、足腰や体幹が

弱いので、とにかくどんどん動かして身体を使うように』と教わっているところです。楽譜集の中にある歌で、

まだ歌ったことのない素敵な歌もたくさんあるので、今後勉強を重ねていきます。 

 

○良い点は少人数なので子ども一人一人に先生たちの目が行き届いた保育をしてくれているように感じ、園で

の様子もノートやおたよりを通して伝えてくれるので安心できる。また保護者同士も自分の子だけでなく

他の子の成長も喜んでくれたり、温かみのある園だと感じます。異年齢の関わりも多く、食育等の取り組みも

子どもはとても楽しみにしていて家ではできない経験をたくさんさせてもらい有り難いです。小学校に向けて

文字や数などを学ぶ時間が少しでもあればいいかなと思います。 

➟幼稚園教育要領に則って、生活の中で様々な直接的体験を通して人に伝えたいと思うような感情の発露を

促したり、実際に何かを分け合うような経験から数の概念を獲得していくようにと保育しています。まずは語彙を

増やすことを大切にし、毎日の読み聞かせを続けていますので、貸し出した絵本や月刊絵本などをご家庭

でも繰り返し読んであげてください。 

年長さんはオリジナルのお話を絵や知っている文字を駆使して作ったりするようになっています。誰かに伝え

たいことがあって初めて、その方法として文字を必要だと感じるのだと思います。 

 

○いつも温かく保育・指導してくださりありがとうございます。「幼稚園が楽しい」という子どもの答えが

すべてだと思います。 

最近は犯罪も多発していますので実用的な防犯対策を指導してくださればと思います。大人を信頼する心が

育っていてとても素晴らしいことなのですが、それを悪用されないようきちんとした心構えを持ってほしいと

思いました。 

園ではいわゆる学習（勉強）をされていませんが、自発的に学びたいという気持ちが芽生えているよう

に思います。おけいこなど何もさせていませんが、字を書けるようになりたい、いろいろやってみたいと

言い出したのは嬉しい驚きです。 

➟園内のセキュリティに関しては、ボランティアやコーラス等で不定期に出入りしにくくなる可能性もありますが、

常時、門扉の施錠が望ましいか検討しています。 

子どもたちには、まず人を好きになること・信頼することを覚えてほしいと思っています。小学校に上がるまでは

子どもだけで行動することはありませんから、人への恐怖心を植え付けないよう、園外保育などで出会った方

にも進んで挨拶するようにしています。学齢に達し、子どもだけでで行動する時間ができたら、具体的に対策を

伝える必要があるでしょう。 

 

○⑦は家庭でも生活に必要な習慣が身につくよう子どもに教えていくべきだと思います。 

⑭をＣにしたのは、幼稚園で火事では裸足で逃げる、地震は椅子で頭を隠すなど、どうすべきかうちの子が

いまいちよくわかっていなかったからです。一年間ありがとうございました。 

➟今年度は３回避難訓練を行いましたが、今後はいろいろな場面でも怖がらずに落ち着いて対応できるように、

１月１７日・３月１１日・９月１日の近くに地震訓練、火災訓練は年２回以上行うよう頻度を増やす予定です。 
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子どもの成長 

○この一年でぐん！と成長を感じることが増えました。服をたたむ、お手伝い、靴を揃える…など親だけでなく

先生方に褒められて子どもも「うれしい」と言っております。ありがとうございます。一度も「行きたく

ない」と言わずに喜んで登園しています。 

 

○子どもが幼稚園で伸び伸びと過ごせているので楽しんで幼稚園に通えています。入園前と比べると成長して

いるのがよくわかります。 

 

○入園して今まで一度も「行きたくない」と言うことなく元気に登園できている。 

 

○自我の強い我が子に根気良く接して頂き、少しの変化・成長も見逃さず教えてくれた 3 年間でした。延長

利用でも安心して通えたこと、本当に感謝しています。ありがとうございました。保護者会への参加も背中を

押して頂き、最後の年はとても充実しています！！ 

 

○入園当初は行きたくないと言っていましたが、今では幼稚園楽しいと笑顔で言ってくれるようになりました。

先生・お友だちがみんな温かい雰囲気でいてくれるからだと思います。 

 また、担任の先生でなくとも「今日はこんな様子でした」「今日こんなことがありました」と教えてくださり、

園での様子がよく分かりますし、よく見て頂いていることが伝わり大変有り難いです。 

 

○いつも温かい保育をして頂き感謝しております。子どもも毎日楽しんで園生活を送ることができています。 

 

○我が子が幼稚園に入ったことでどう変わるのか見て来ました。少しずついろいろな事ができていたり、でも

年齢相応の甘えん坊なところもあったりして、とても素敵な成長をしていると思っています。周りで幼稚園に

通い出したら言葉遣いが悪くなってしまったという話も聞いたので、我が子はどうなるのか…と思っていまし

たが、そのことを忘れてしまっていた程です！ 

素晴らしい先生方としっかりした園の方針と素敵な保護者の方々に恵まれて本当に恵星幼稚園に入れて

良かったと思っています！今後も勉強させていただきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

○年中になると一つ一つの行動が慎重になり、物事をよく考えながら行動するようになりました。 

これもやってみたい！あれもやってみたい！という意欲も周りの子たちの影響もあり向上心が増してきて、

これからも楽しみです。 

 

○この１年間見違えるように成長しました！まだまだ思い悩むこともあると思いますが、親身になってくださる

先生方がいるので大丈夫！と思っています。今後も親子共によろしくお願いします。 

 

教職員や保護者との関係性 

○保護者同士、顔・名前が覚えられるよう交流できる茶話会みたいな機会が増えるといいなと思います。 

➟先日も茶話会が行われましたし、幹事会では年間通して充分計画してくださっているように思いますが、こじ

んまりとした集いをお考えでしたら、個人的にでも提案なさって良いのではないでしょうか。園で出来ることが

あれば協力いたします。 

 

○子どもが楽しく登園できていることはもちろんですが、先生方一人一人が子どもの両親の顔をきちんと覚えて

いてくださり、それが担任の先生以外の先生方にも行き届いて、園全体で子どもたちのことを見守ってくれて

いるのがすごく伝わり、安心して子どもを預けることができて感謝しています。 
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○今年度はお手伝いができず申し訳ありません。お便りや先生方のお話で、娘がどんな園生活を送っているのか

知ることが出来ました。娘が幼稚園が大好きで毎日楽しく過ごしていることが嬉しいです。 

 

○３月で卒園ですが、子どもの園生活を通して親である私も学ぶことが多くありました。 

 人生の先輩であるベテランの先生からはもちろん、親の私より若い先生方からも、子どもに対する接し方や

子どもを信じて待つことなどたくさんのことを教わり、感謝の気持ちでいっぱいです。今すでに「卒園した

くない！幼稚園にいっぱい行きたい！」と言っている我が子。そんな素敵な幼稚園で過ごせた子どもは幸せ

だったと思います。３０年前、私も恵星幼稚園に出会いたかったです！！ 

 

○先生方からの子どもや家族一同への温かな声かけに励まされ、体調不良の時期も乗り越えることができました。 

 温かい家族のように接してくださる先生方のもとに子どもを預けることができ、感謝の言葉以外見つかりません。

下の子もお世話になりたいです。またよろしくお願い致します。 

 

○してくれているだろうと、おおむね理解しているが、子どもから余り話を聞かないのが現状。クラスだよりを

かなり頼りにしているが、頻繁な時と間が空く時と差があり残念。親からすると、まだまだ閉ざされた保育

にも思えるが、自分から参加できていないことも理由にあるので、もう少し先生方の積極的な接点強化を

子どもとも親とも持ってほしい。 

➟クラスだよりは基本的には学期中月 2～3 回、行事の際は横わり版や速報版を臨時発行しました。おたよりや

コミュニケーションについて、寂しい思いをされている方がおられることを全職員で受け止め、保護者の方

お一人お一人に心を向けたいと思います。お子さまの園での日常生活を知るためにも、ぜひ「保育参加」を

ご利用ください。 

 

○先生方の手を取らせることの多い我が子ですが、先生方やお友だちに支えられて毎日楽しい園生活が送れて

いるようで感謝いたします。先生方はどなたも優しく声をかけてくださり、先生と保護者の距離が近く、

安心して子どもを預けられることが恵星幼稚園の魅力だと思います。 

 

○ドライブ送迎だと先生や保護者の方とのコミュニケーションを図る機会が少なくなってしまう。子どもが

園のことで親に訴えることがあった時に相談できる良い方法があればいいと思う。先生と話してみれば

「なーんだ！」と思うようなことですが、連絡ノートのやりとりでは一方通行になりがち、電話や子どもの

前で話しづらい内容の時は、５分でいいので会って話せるような時間を設けてもらえると嬉しいです。 

とは言え保育中難しいですよね… 

➟基本は徒歩通園をお勧めしておりますので、可能であればたまに歩いてお迎えにいらしていただけると、

様子もお伝えしやすいかと思います。 

正規の保育終了後（14:30 以降）でしたら、時間を取れますので、いつでもご遠慮なくお声かけください。 

 

○子どもの個性を尊重して、温かく見守って頂いているお陰で、入園して以来一度も「休む」と言ったことがな

く、とにかく楽しんでいるようです。保護者にも気さくに接して頂き、先生と保護者の間の垣根が低く、一緒

に子育てをして頂いているような、とても頼りがいのある存在でいてくださっていることに感謝します。 

一点だけ、長時間延長の制度の変更は預ける側としては大きな変更でショックでした。 

➟新制度に移行したため、従来の在り方を変更せざるを得ませんでした。ご理解いただきますようお願いいた

します。 

 

その他 

○晴れた日は園庭開放を利用して遊ばせたいのですが、子どもが３時を過ぎても帰らないので余り利用したく

ありません。もしよければ、教職員の方から 3 時帰宅の号令をかけて頂きたいです。先生の言うことは聞

くようなので…。 



( 7 ) 

➟その日の園庭開放担当の教師が３時になったことを告げて室内に戻っておりますので、そのタイミングで帰る

ように子どもたちに一緒に促しましょう。 

 

○今年度も楽しく通園させて頂きました。子どもたちを温かく見守ってくださり、全員の先生方へ感謝申し上

げます。 

 

○毎日楽しく通園していて、思いっきり外遊びしている姿を見て、入園して本当に良かったと感じております。

搬入弁当をもっと気軽に利用できるよう、仕組みを考えて頂けると、働いている身としては非常に有り難い

です。（週単位での注文や１ヶ月単位で変更など） 

➟家庭の事情などによっては、年度途中での利用や中止も受け入れていますのでご相談ください。 

 

○いつも子どもたち一人一人を温かい目で見守ってくださっていることに嬉しさを感じます。それは「けいせ

いばたけ」を見ていても分かりますが、一人一人が発した言葉、その場面の出来事などリアルに伝わってく

るからです。良く見てくださっているなぁ…と思います。手描きで大変でしょうが、これからも楽しみに読

ませて頂きたいと思います。 

のびっこデーの竹馬の際、以前は一人一人が乗れるようになった過程の話を一人一人が乗っている時に話し

てくださって、とても感動したのを覚えています。時間が許すのであれば再びそうして頂けたらと思います。 

➟ご意見を踏まえて来年度の検討課題にさせていただきます。 

今年度は事前の職員会議で、それまでの過程は横わりのおたよりでお伝えし、アナウンスは控えめにする

ようにしていました。 

 

○とにかく子どもが幼稚園が大好きでいてくれるのが何よりです。 

⑯についてＣにしたのは何となく話しかけづらいと感じることがあったので…。 

改善をお願いしたいのは１７時過ぎの混み合う時間にお迎えに行くので仕方ない面もあるのですが、駐車場

で動きがなく停められずに園の周りを何周も回ることが多いので、お互い様ですが、先生が気付いた時は声

を掛けてくださると助かります。 

保育面は一人一人にすごく目が届いていて、毎日安心して過ごさせてもらっています。ありがとうございます。  

➟延長保育時に車でお迎えに来られる皆さまには、出来るだけ短時間での移動をお願いしてまいります。また、

車両は縦（道路に対して垂直）に、つめて停めてください。横（道路に平行）に停めて駐車スペースを塞ぐことに

なりますので、譲り合いにご協力ください。 

 

○子どもがいつもお世話になりありがとうございます。一つだけできれば考慮していただけたらと思う点があ

ります。昨年のクリスマス祝会では、参観に来られた方が多過ぎて、ご両親がちゃんと見ることができない

人がいたような印象を受けました。子どもたちは誰よりもご両親に見てもらいたいと思っていると思います。

もちろん孫の姿を見たいお気持ちは分かりますが小さくて狭い場所なので、無理強いはできませんが、祖父

母さまには出来れば遠慮して頂けたら…と思いました。DVD で見ることもできますので…。 

➟園としては一律に一家何名までとは決めかねますので、各学年で座る位置を工夫したり、席を交代したりする

など検討を重ねたいと思います。 

 

○のびのびと素直に成長していっています。これも先生方のサポートのお陰と思います。本当にこの園に通わ

せて良かったと思っています。 

 また、働く母への理解もあり、本当に助かっています。 

改善する点は特に思いつかないのですが、手厚いことが盛りだくさんで、先生方の負担は大きくないのか心

配です。おたよりの頻度などもう少し手を抜いて頂いてもいいですよ。 

 


