
モコ草薙保育園 

R元年度アンケート集計   在園児 13人中  13人 

卒園児  8人 中  8人          合計   21人 

 

 

  項    目 ５ ４ ３ ２ １ 

運

営 

１ 保育園の保育方針について知ることができていましたか 11 8 2   

２ 日頃の保育は基本的な考え方に一致していましたか 11 9 1   

環

境 

３ 園内の衛生管理は適切に保たれていましたか 16 4 1   

４ 施設の安全・防犯管理は適切でしたか 9 7 5   

５ 保育園内外の環境はお子さんが落ち着いて過ごせる環境でしたか 15 6    

６ 発育や意欲を促すような環境が用意されていましたか 14 5 2   

保

育 

７ 登園時、職員はお子さんの健康状態や家での様子を確認していましたか 17 4    

８ 職員はお子さんを理解し丁寧に保育していましたか 18 1 2   

９ 職員は園でのお子さんの様子について話をしていましたか 19 2    

10 発達に合わせ豊かな感性を育む遊びや活動が行われていましたか 17 4    

11 外遊びや散歩は十分行われていましたか 16 5    

12 保育中の発熱や病気への対応はお子さんにとって適切でしたか 15 4 2   

13 保育中に起きた事故ケガに対し責任を持った対応ができていましたか 16 4 1   

給

食 

14 給食やおやつの献立は内容が豊富で変化に富んでいましたか 16 5    

15 食育活動や行事食の内容に満足されていましたか 16 2 2   

保

護

者 

16 保護者の方から相談や意見は伝えることができていましたか 16 4 1   

17 保護者の方が参加しやすいように行事が配慮されていましたか 12 5 4   

18 行事などでの保護者間の関係づくりは適切でしたか 7 5 9   

19 園と地域の方や地域の施設との交流は適切でしたか 12 7 2   

要

望 

20 不満やトラブルへの職員対応は的確でしたか 14 5 2   

21 保護者の意見をもとに改善が行われていましたか 13 4 4   

※人数表記 

 

 

 良い 気がかり 

１、保育方針      7人      1人 

２、施設設備      8人      3人 

３、職員の対応      20人      0人 

４、給食      11人      1人 

５、安全確保のための配慮      1人      7人 

６、保護者と園との関係      11人      0人 

７、保護者からの意見などへの対応      0 人      2人 

 

 



ご意見ご要望 

 

園より 

日誌。個に対しての様子が想像できて楽しみで満足です。 ありがとうございます。 

不満なく安心して預けることができています。 ご心配をおかけしました。交通量のある道路ですので、職員

１人１人が十分気をつけていきます。 

園庭がないということで午前、夕方と散歩に出かけています。 

お迎えの時間が早いので夕方の散歩は行っていませんが冬場

は暗くなるのも早く寒いので見かけると何とも言えない気持

ちになります。また、散歩に行く、行かないの選択（病み上が

りのため今日は行かせたくない。病院で控えるよう言われたな

ど）を柔軟に対応していただけると有難いです。 

ご心配をおかけ致しました。冬場の夕方のお散歩は気温や時

間によって対応していきます。 

体調不良時のお散歩はできるだけ配慮できたらと思いますが

集団生活ですのでご了承下さい。 

担任ではない先生も自分の子どもの事をよく見て理解してく

ださっていて大家族で育ててもらっているような安心感があ

ります。 

ありがとうございます。 

卒園後の進路が少し不安です。感染症や風邪などの子ども間の

流行について。でも仕方ないですね。 

感染症や風邪等は充分気を付けていきたいと思いますが集団

生活ですのでご了承下さい。 

駐車場で付き添いに来ていたお兄ちゃんが飛び出してきてひ

きそうになりました。こちらが気をつけるしかないのですがミ

ニバンが多いので視界が悪くいつか事故につながるのでは・・ 

と思います。 

ご心配をおかけしました。外門については、鍵の旋錠とゴム

の留め具で門が開かないように今後も充分気を付けていきま

す。 

外の門を大きい子は自分で開けてしまい、何度か駐車場へ飛び

出しているのを見て危険を感じました。 

 

ご心配をおかけしました。外門については、鍵の旋錠２か所

とゴムの留め具で門が開かないように今後も充分気を付けて

いきます。鍵についても検討していきます。 

玄関はインターホンを鳴らして鍵を開けてもらうので防犯は

なっていると思うが門の所は子どもでも開けてしまうことが

出来そうなのでそこが気がかり。あと年間の行事日程を早めに 

出してもらえると仕事の休みの都合がつけやすい。 

ご心配をおかけしました。外門については、鍵の旋錠２か所

とゴムの留め具で門が開かないように今後も充分気を付けて

いきます。鍵についても検討していきます。年間行事も早め

にお知らせ致します。申し訳ありませんでした。 

見立て玩具が少ない気がする。 

０歳児の集団保育の参加について。 

玩具については色々検討していきたいと思います。 

０歳児の集団保育の参加については今後検討していきます。 

玄関の掲示も定期的にとりかえてあり目につく場所に子育て

する親にとってためになるものを掲示してくれてあり良かっ

た。そしていつも清潔が保たれていてありがたい。手作り玩具

が充実している。 

ありがとうございます。掲示物は今後も工夫していきたいと

思います。手作り玩具も引き続き子ども達の成長に合わせた

物を作っていきたいと思います。 

毎朝元気に子どもと向き合ってくれ子どもも保育園モードへ

の切り替えがスムーズにできていた。日中の様子も詳しく教え

てくれて日々どんな事をして過ごしているか分かって良かっ

た。 

ありがとうございます。今後も子ども達の様子をお伝えして

いきます。 

防犯の面で対応はしてくれているが侵入しようと思えば誰で

も入れてしまう。窓が開いていれば建物内へも侵入されてしま

うのでは？卒園が近づいてきたので幼稚園生活にスムーズに

移行できるように昼寝の短縮、昼寝なしの生活をさせてほし

い。同時にトイレトレーニングも積極的にしてほしかった。週

末だけでは一進一退で全然進まない。せっかくツイッターやイ

ンスタグラム、ブログを使っているのに更新頻度が少なくて残

念。 

不審者対応の災害訓練も行っていますので、また、おたより

等でもお伝えしていきます。 

色々なご指摘をいただきましたので、改善できる部分は検討

していきたいと思います。 

ツイートの回数を増やし、普段の日常の子ども達の様子がも

っと伝えられるようにしていきます。 

運営会社さまへ 

保育料を現金手渡しではなく.銀行引き落としに変えていただ

きたいです。 

人数が少なく手数料がかかってしまいますので大変申し訳ご

ざいませんがご了承下さい。 

開所から 2年間お世話になりました。保育室は明るく子ども達

の制作物、先生達の手作りおもちゃ等、とても温かい保育園で

親子共々大好きでした。いつも笑顔で迎えてくれて第 2の家の

様な安心感がありました。毎日のお散歩では地域の方との触れ

合いや公園での遊び。少し難しい遊具にも挑戦させてくれ子ど

もの自信につなげてくれました。絵の具あそび、工作など家で

はためらってしまうような工作もしてくれるので好奇心も育

ったように思います。何より、個々の性格を見極めて子どもに

合った保育をしてくれる。子どもの目線に合わせて一緒に遊ん

でくれるので子どもも先生達が大好きです。この園に通わせて

本当に良かったな。と思います。２年間お世話になりました。 

あたたかいお言葉ありがとうございます。 

今後も色々な体験ができるような保育を目指していきます。 

いつも優しく明るく接していただいて子どもも楽しそうです。

年長クラスまであれば良かったのにな・・・と思うくらい素敵

な園でした。家では残してしまう食材も給食では完食するよう

ありがとうございます。 

今後も安心して預けて頂ける保育園を目指していきます。 



なので助かりました。毎日安心して預けることができました。 

２年間ありがとうございました。 

いつも明るく笑顔で迎えてくれる保育士のみなさんには感謝

の気持ちでいっぱいです。子どももそんな先生方が大好きで楽

しく通うことができています。ありがとうございます。 

ありがとうございます。 

子ども１人１人にしっかり対応していてくれとても助かって

います。娘も園が好きなようで嫌がらずに登園できています。

公園に散歩へ行く事が多いようで近くを通ると「あっち・・」

などしゃべって教えてくれます。 

あたたかいお言葉ありがとうございます。 

 

連絡ノートに園での生活の様子細かく書いて下さり感謝して

います。行事に関してですと平日だと参加が難しいことが多か

ったのでもう少しだけ配慮して頂けると幸いだと思いました。                    

ありがとうございます。 

今後も日々の様子を細かく伝えられるように職員全員で共有

していきたいと思います。 

同業者として、先生方の大変さは充分に分かるので日々子ども

達を温かく見守って下さっていることに感謝しています。 

手作りの玩具がたくさんあって、園の周辺には公園もたくさん

あるので子どもにとっても最適な環境だと思います。 

全クラスでの朝の会の時間もとても貴重だと思うので、ほんと

にモコを初めての保育園に選んでよかったです。 

ありがとうございます。 

今後も子ども達の発達にあわせた手作り玩具を作り、遊びの

発展ができるようにしていきたいと思います。 

毎日楽しく通っています。いろんな公園に連れて行ってもらえ

て季節の草花をおしえてもらったり、いろんな遊具に挑戦させ

てもらえてよく学んでいます。室内遊びも家ではやらない絵の

具を使ったり、はさみやのりで工作したりと毎日嬉しそうに話

してくれます。そんなこと出来るようになったんだあと成長と

発見が私も嬉しいです。園での様子もよく教えてくれて小さい

子と仲良くできる野菜を残さず食べる。など家では見せない姿

も知ることができ嬉しいです。保育園大好きになれたのは先生

方がやさしく楽しく接してくれたことと、美味しい給食のおか

げです。私達も安心して預けられ本当に助かっています。あり

がとうございます。 

ありがとうございます。今後も、職員全員で手寧な保育を心

がけていきたいと思います。 

約１年本当にお世話にありがとうございました。初めての子ど

もで子育てにも自信がないまま仕事復帰しこちらにお世話に

なりましたが親身に様々な相談にものって下さり楽しく生活

する事ができました。何よりも子どもが園を嫌がることなく毎

日楽しそうに通ってくれどんな保育をしてくださっているの

か想像ができるくらい安心して預ける事ができました。大きな

園、小規模園それぞれの良さがあると思いますが私は目が行き

届く小規模園にして本当に良かったと思っています。ありがと

うございます。来年もよろしくお願いします。 

あたたかいお言葉ありがとうございます。 

今後も小規模園だからこそできる経験や体験をしていきたい

と思います。 

 

毎日園に行く事を楽しみにしていて園であったこと、友達や先

生と話した事など嬉しそうに報告してくれます。毎日仕事に行

く身としてはぐずぐずすることなく、先生の元に行く事があり

がたい。それも先生方や友達がいつもあたたかく迎え入れてく

れるからだなと思います。毎日の子どもの様子を会うたびに細

かく話してくれる先生方に感謝です。よく目が行き届き見てい

てくれる事を実感します。他のクラスの先生も時折話してくれ

たり子どもがなついている様子を見て小規模園の良さだな。と

感じます。生活習慣も丁寧に教えてくれていることを子どもを

見て感じるので園で沢山の事を吸収させてもらいました。あり

がとうございました。 

ありがとうございます。今後も小規模園の特色を生かした保

育ができるようにしていきたいと思います。 

もっと早く通わせてあげたかった。と思うくらい本当に良い環

境で接していただいていたと思います。毎日娘が園に行くのを

楽しみにしている姿が本当に嬉しかったです。充実した活動や

美味しそうな給食、毎日ありがとうございました。娘がお友達

の話や先生の話を家でもよくしており娘の世界の広がりや社

会性が育っていく様子を日々感じる事ができました。毎日熱心

に保育してくださっていた先生方には感謝の気持ちでいっぱ

いです。迎えの時に先生から教えていただく園での様子や連絡

帳の記載内容は私達にとっても日々の楽しみでした。本当にあ

りがとうございました。 

 

ありがとうございます。今後も丁寧な保育を心がけていきた

いと思います。 

娘は薬の服用が多く毎日忘れずに飲ませたり塗ってくれるこ

とやじんましんがでてしまうことが多いときも少し変化があ

ると連絡をくれ状況を教えてくれる。どの先生も明るく預ける

今後も安心して預けられる保育園にしていきたいと思いま

す。 



側として安心する。子どもの年齢が低いので厳しいとは思うが

運動会のようなものや親子遠足にも行ってみたい。おじいちゃ

ん、おばあちゃんと何か行事があってもいいと思う。 

毎日子どもが楽しく園に通わせて頂いています。帰園後園での

ことを本当に楽しそうに話しをしてくれます。それも毎日先生

方があたたかい雰囲気の中で保育をしてくれているからこそ

だと思います。ここ数ヵ月とバタバタとしていた中でも親子

共々支えて頂きました。ありがとうございます。３月で転園と

なるのがとても寂しいですが残り数週間よろしくお願い致し

ます。 

あたたかいお言葉ありがとうございます。 

日々、先生方との関わりの中で息子の事をよく見て頂いてい

る。と感じています。不快に思う事もありませんし本当にいつ

もありがとうございます。今後もよろしくお願い致します。 

ありがとうございます。 

家の者だけでは体験できないこと季節の行事、工作、お友達と

のやりとり、トレーニングなど子どもにとって貴重で重要な役

割があるのだな。と日々感じています。初めは一緒にいてあげ

られないことを惜しく感じながらでしたが日誌などで日々の

様子が伺えるのは新鮮で感謝しています。 

あたたかいお言葉ありがとうございます。今後も小規模園だ

からこそできる経験や体験をしていきたいと思います。 

行事や製作物も大切にしていきたいと思います。 

子どもも毎日ニコニコ楽しそうに過ごせているようで帰宅し

てから「先生と○○した」「楽しかった」等毎日何かしら話して

います。子どもの性格上なじむまで時間がかかりましたが入園

してから表情が良くなってきたのは支えて下さっている先生

方のおかげです。いつも本当にありがとうございます。 

ご家庭と保育園で一緒にお子様の成長を共有できる事ができ

て大変嬉しく思っています。ありがとうございました。 

毎日公園や電車を見に行ったり遠くまでお散歩する事により

すごく体力がついていてこちらもビックリするほどです。すぐ

だっこと言わず自分で歩く事が増えました。子どももお散歩が

大好きで毎日どんなことをして遊んだか楽しそうに話してく

れます。いろんなことが自分で出来るようになりとても成長を

感じます。これからもお友達と沢山遊んでいろんなことを吸収

してほしいです。 

あたたかいお言葉ありがとうございます。今後も小規模園の

特色を生かしてモコの理念に沿った保育をしていきたいと思

います。 

平日の長時間子どもにとって成長にとても大事な時期を見て

いただき色んな経験をさせてもらえている様に感じ感謝して

います。またどの先生方もとても親切に対応して下さいます。

入園時にはしゃべれなかった子が少しずつ話せるようになり

出来る事が少しずつ増え感謝しています。また、行事も土曜日

に行って下さるので参加しやすくありがたいです。 

やることがなかなか他の子に比べ遅れている子なので根気よ

く着替えやトイレトレーニング等にも望んでいただけたらと

個人的には希望しています。 

ありがとうございます。今後も個々の成長に合わせた保育を

心がけていきたいと思います。 

先生方へはとても感謝しています。朝、笑顔で迎えて下さり子

どもも親も気持ちの良い１日がスタートできます。また、担当

の先生方だけでなく、すべての先生方が子どもの状況を共有し

てくださっているように思え安心して仕事に行く事ができて

います。まだ小さいのに色んな行事に参加させてくださり工作

物などはとてもいい思い出になりそうです。ありがとうござい

ます。今後ともよろしくお願い致します。 

あたたかいお言葉ありがとうございます。 

お子様の日々の成長を一緒に共有できて嬉しく思います。 

 

１歳半の頃入園して３歳半までの２年間、１番成長が著しいこ

の時期にいろいろと成長に合わせて子どもの事を見て頂いた

と感じています。保育園ではのびのびと子どもの個性に合わせ

て認めて、寄り添って頂いて子どもも保育園での生活をとても

楽しく過ごせていました。沢山公園に行って遊んでくれて季節

に合わせてイベントや製作や歌をうたうことを教えて頂きま

した。小規模ということでこの時期に転園しなければならない

ことが人見知りのちょっとひねくれ者の子どもをもつ親とし

ては気がかりでなりません。大好きなお友達とも離れてしまう

ことが子ども以上に寂しいですがそれは仕方ないことなので

すが、大きい保育園になってくれればなあと思ってしまいまし

た。先生たちにも本当に良くして頂きました。２年間ありがと

うございました。 

あたたかいお言葉ありがとうございます。 

毎日楽しく保育園に通って来てくれた事、職員一同嬉しく思

います。新しい園でも頑張ってください。 

 



職員評価

園の理念「子ども一人一人に寄り添い大切にする」を保育の方向として職員同士が同じ方向を向いて保育がで

きるように園内研修や外部研修を取り入れた。

あいさつや健康、ルールの厳守、コミュニケーション、報連相等は職員１人１人の意識は高く表れているが、アレ

ルギーや子どもの健康、安全は低い数値な為、課題はマニュアルを理解する事だと思う。それぞれが理解し勉

強する事が大切だと感じる。

保育内容では各歳児に合ったクラスの環境を見直し、小規模保育園の特色を生かして遊びの発展ができるよう

にしていきたいと思う。個々の様子に合わせた対応をし安心して園生活が送られるように日々考え職員同士の

話しあいを今後も続けて丁寧な保育をより一層実践していきたい。

保護者アンケート・職員評価をもとに総評

保護者アンケートでは、丁寧な保育を認めてもらい小規模保育園で良かった。という意見が多かった。その反面

「安全確保の配慮」については気がかりだという意見もあり、施設面の事、特に防犯については今後の課題だと

強く感じた。

アンケートを通じて保護者の意向や満足度を把握すると同時に、職員は問題意識を持ち改善に取り組んでいき

たいと思う。

養護と教育が一体となった保育を通して、子ども達が情緒の安定した生活が送れるように職員一人一人が保育

の質を上げていかなければいけないと感じた。

各歳児の発達過程を理解することで、子どもの視点に立ち適切な対応ができるので職員同士の共有を大切にし

ながら今後も園内研修には力を入れていきたいと思う。また、保育園周辺の恵まれた環境で季節の自然を感じ

感性を育んでいく保育も大切にしていきたい。

保護者アンケート、職員評価の結果を受け止め、今後の保育に生かしていけるように職員同士の方向性を統一

できるようにしていく。その為には保育の記録を通して結果とそれに基づく実践を振り返り職員同士の話し合いを

していく事が大事だと感じる。環境の構成や子どもに対する援助について改善すべき点を見いだし具体的な手立

てや考察から、つながりのある保育へ導いていきたい。保護者へは保育の情報を公開、発信をし理解を得ていく。

保護者とより良い協力関係を築きながら子ども達の成長を共感し全職員が共通理解をもって保育することが重要

であると感じる。


