平成３０年度

幼稚園評価保護者アンケート結果のご報告

聖徳幼稚園

改正された学校教育法に基づき、幼稚園の自己評価を行う一環として、保護者アンケートを実施させて頂きましたが、
ご協力有難うございました。結果について、保護者の皆様にも謹んでご報告させて頂きます。
園として、２０年度の保護者アンケート以来、保護者の皆様から思いがけぬ高い評価を頂き皆様の御期待がいかに大き
いかを深く感じさせて頂いております。
当園の大切にしている理念は、第１に仏教保育を基本とした子ども達への愛情。第２に比較的少人数制で、チーム保育
により、一人一人を見据えたきめ細かな指導を行うこと。第３に個性の尊重・受容と、縦割り保育を含む集団的環境の中
で、思いやりや自律の心を育てること。第４に伸び伸びと楽しく活動し、生き生きした多面的な園生活の中で、積極性や
自立性を自然に身につけさせてゆくこと。等が挙げられると思います。自由記載欄に寄せられましたお言葉は、それらの
ことが保護者の皆様に受け止めて頂いていることが感じられ、私達にとって、本当に嬉しく貴重なものです。
しかし、まだまだ至らなく、反省点も多くあると思います。
（最後ページへ続く）
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１． 当幼稚園は、教育の理念や方針を分かりやすく伝えていると思いますか。
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２． 当幼稚園は、特色ある教育活動の実践に努めていると思いますか。
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３． 小学校との交流を通して,園児が小学校生活に憧れや期待をもてるような機会が設けられていると思いますか。
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４． 感染症が発生した時、ご家庭への連絡や対応について十分なされていると思いますか。
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５．当幼稚園は、保護者と協力して健康な心と体を育てるための食育に取り組んでいると思いますか。
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６．災害・防災・不審者などへの安全対策が十分なされていると思いますか。
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７．当幼稚園では障がいのある幼児への対応が十分なされていると思いますか。
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８．園児や保護者の個人情報の取り扱いについて、方針が分かりやすく示されていると思いますか
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９．当幼稚園の教諭は、よりよい教育をするために研修を深めていると思いますか。
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１０．当幼稚園では、日々の教育を見直し、改善に努めていると思いますか。
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１１．園での子どもやクラスの様子について、園便り・クラス便り・連絡帳・電話などを通じてわかりやく伝えられてい
ると思いますか。
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１２．園の情報をより広く提供するために、ホームページ・ブログ・メールなどを活用する取り組みがなされて
いると思いますか。
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１３．保育参観や懇談会など、保護者が園でのお子さんの様子を理解したり、子育ての悩みを相談したりする機会
があると思いますか。
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１４．保護者の実情を取り入れ、お子さんの負担に配慮した預かり保育がなされていると思いますか。
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１５．園児が意欲的に活動できる施設・設備等、環境が整備されていると思いますか。
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問１６「当幼稚園に入って、お子さんにとって良かった点、成長した点」を自由にお書き下さい。
（次ページへ）

ばら組
１．絵を描くのが上手になった。 問 11 カラー写真で活動の様子がよく分かり子供と一緒に見て楽しんでいます。
２．一人ひとりに目が行き届いていて、その子にあった手・目かけをして頂いているように思います。
自発的に活動できる子になったと思います。
３．毎日楽しんで登園し、幼稚園生活を送れたのでよかった。 ・何にでも興味を持って疑問を持つ子なので、その一つ一つに
丁寧に対応して頂けたのだなと、子どもを見て感じています。色んなことが成長できました。
４．お兄ちゃんの後ろに隠れていたひよこ当時に比べ、心身共に大きく成長したと感じます。自分の事を伝える事が苦手な子で
すが、先生とお友達との関わりの中で、少しずつですが、自分の口で思いを伝える事ができるようになってきました。今年は
卒園ですが、上の子も含めて、聖徳幼稚園に入園できて本当に幸せでした。有難うございました。
満２歳入園について 働くお母さん達には何よりも嬉しい事だと思います。また、子供達も先生やお友達の関わりを通して、
成長していけると思います。
５． （良かった点）聖徳幼稚園は、園外活動や楽しい行事などがとても多く、他の幼稚園では経験できないことを沢山させても
らい、遊び上手になりました。
（成長した点）先生方一人一人がしっかりと子供たちと向き合って下さっているので、困難なことにぶつかっても逃げずに
向き合えるようになったり努力できるようになりました。
満２歳入園 福井県は特に共働き率が高かったり、いなかなので家と家が遠く、遊ぶお友達が近くにいなかったりするので、
２歳から入れるのは、本当に有難いです。
６．先生方が皆熱心で、子供達一人一人に愛情を持って大切に見て下さっている。
それを受けて、子供もとても心が落ち着いていて、生き生きと園生活を楽しんでいたと思う。
７．
・園外保育が増えたおかげで、散歩していても、道に咲いている草花に興味がいくようになりました。 ・野菜を育てて食
べることで、苦手なピーマンも好きになりました。 ・自分の気持や意見を人にちゃんと口で伝えられるようになりました。
満２歳入園 時代に合って良いと思います。もっと早く受け入れがあったらなと思いました。
８．子供の目先に立って考え、教えて下さる沢山の素敵な先生方と過ごせた４年間は、子供にとっても親にとっても実りのある
かけがえのない時間だったと思います。きっと、大人になった時、
「幼稚園たのしかったなぁ」と思い出してくれると思い
ます。大変お世話になり、ありがとうございました。
満２歳入園 仕事をしているお母さん達にとっては、とても嬉しい取り組みだと思います。
９．
・み仏様に手を合わせることで、心が穏やかになったように思います。 ・心も体も元気でいられるようで、毎日ぐっすり
眠ってくれます。 ・毎週、英語、体操教室があるのか聞いてくる程、楽しみにしています。
満２歳入園 幅広いニーズに応えて下さる事に、感謝です。
今年も大変お世話になり本当に有難うございました。
10．いろいろな経験や体験をさせて下さり、子供は毎日当園楽しみにしていました。特に、野菜を育てる経験により、好き嫌い
が少なくなり嬉しく思います。
・あたたかい雰囲気の中、先生方が明るくやさしく見守って下さるので、伸び伸びと成長
できたように思います。本当にありがとうございました。
満２歳児入園 思いやりの心がより一層育め、とてもいいなあと思います。ごっこ遊びなど子供もとても楽しそうで嬉しいです。
11．タテ割り保育なことも多く、下の小さいお友達のお世話も上手になったり、年間の行事で、外に出る事も多く、いろんな刺
激を受ける事も多く、四季に合わせた学びも多く、いろんなお勉強をさせて頂いたと思います。
満２歳入園 とても良いと思います。
12．
・人を思いやる心が育ちました。 ・自分なりのめあてをもって、挑戦できる子になりました。 ・工夫したり、考えたり、
試したり、あきらめずに取り組める子になりました。
先生方の保育のおかげです。有難うございました。
こすもす組
１． 人前に出るのが恥ずかしく、なかなか自分の力を出せていなかったのですが、先日の発表会では堂々としている姿を見て、
とても成長を感じました。これも日々の先生方の御指導と、いつもあたたかく見守っていて下さっているおかげと感謝して
います。
２．担任の先生はもちろん、他の先生方も、声をかけて子どもの成長を教えて下さって、園全体で子どもたちのことをみてくれ
ているのだな、と感じます。
３．神仏を身近に感じており、感謝の気持ちを育てられた。
満２歳児入園 兄弟で通える上の子は、兄らしく姉らしく…と、とても成長できると思う。早く復職できる人も助かる。
４．自由にのびのびとした温かい保育でありながら、成長を促す様な先生方の接し方が良かったと思います。
５．自由にのびのびとあたたかい環境で子供の成長が見守れた事が良かったです。

６．違う年齢の子とも仲良く遊ぶ事ができているのは嬉しいです。ここの幼稚園に来てからは、家でよく歌を歌ったり、劇のせ
りふを全部言えたりと、子供にとってよい刺激になっていると思います。
満２歳児 姉は弟と一緒に通える事を喜んでいます。
私自身も仕事を早めに復帰でき、
預けられるようになり、
安心しています。
７．在園児数が少ないので、アットホームできめ細やかな保育が受けられていると思います。また、園や先生方がより良い園生
活になるようにと、常に改善や見直しをされているのが嬉しいです。
満２歳児入園 先生方は大変かと思いますが、子ども達にとっては、小さいお友達への思いやりなど学べていいと思います。
８．最初の頃は不安も多く自信がなさそうでしたが、園のお便りを読ませていただいていると、自分からお友達に声をかけたり、
忍耐力もついてきたようで、園での生活の中で着実に成長しているとじっかんしました。また、仏さまがいらっしゃる環境で
の礼儀や作法などが身について良かったと思います。
９．園内給食が早く食べれたらいいなと思います（あたたかい味噌汁など）
。
満２歳児入園 小さな子供さんが入ることにより、力加減を知ったり、上の子供たちがお世話をしたり、いい経験になっている
と思います。
10．のびのびと過ごせている様子で心身共に健やかに成長してくれていると日々感謝しております。
11．
・同じ遊びを通して仲間意識が芽生えた事。 ・預かり保育で出来る様になった事が増えた。
12．先生方の丁寧なサポートのおかげで出来る事が徐々に増えていった気がします。現在も、療育センターで言語訓練に通って
いますが、言葉もたくさん出てきました。一人っ子なので、家庭では出来ない事が幼稚園で出来ているので助かっています。
13．得意分野ではしっかりとそのことを認めて下さり、自信へとつなげて下さっています。また、悩みも聞いて下さり、家と園
と両方で声掛けできることを嬉しく思っています。
満２歳児入園 より触れ合う年齢の幅が広がり、接し方や小さい子への配慮などを考える機会が増え、いいと思います。
たんぽぽ組
１．
学年を越えて、仲良い子のお世話をしてくれます。 ・上の学年の子のすることを見て、自然と学習したり、下の学
年の子の面倒を見たりしているようです。少人数の縦割り保育の良いところだと思います。
満２歳児入園 今年度（次年度）の入園者が増えたように思います。
２．
・大きな声で返事が出来るようなったこと。 ・お参りをすると自然に手をあわせること。
３． 毎朝早く行きたいと言う程たのしみにしています。特に、外に行けるシーズンでは、思いきり外遊びをして下さったり、遠
出も多く、普段仕事で中々行けない私にとってもありがたく思います。 スプーン等の持ち方も、こうやって習ったよ！等、
細かい所も改善できています。 小さい子には優しくしよう！といった意識も出てきています。
満２歳児入園 園の雰囲気が、よりやわらかく、ほほえましい場面を見る機会が増え良いと思います。たまご組さんの話を、子
供がよくしてくれて、可愛いの！とか、大好きと言っていて、すごくいいと思います。
４． 遊びのはばがひろがりました。 Ｂブロックが上手になった。
満２歳児入園 たすかります。
５． 家庭の事情による突然の転園で、環境にうまく馴染めるのかどうか心配しましたが、初日からとても楽し気に通園し、一日
も休むことがありませんでした。あたたかく迎え入れて下さった先生方、お友達のお陰と感謝しております。
家の仏壇に向う時の所作が大変丁寧になり、とても微笑ましく、うれしく、ありがたく思っております。
６．子どもがいつも楽しそうに園に通っており、休みの日は、
「なんかつまんないなー」と言う時もあります。友だちもできて
よかったです。
満２歳児入園 ひよこさんクラスがにぎやかになって良かったです。 見る先生方はいつもおつかれさまです。
７．満２歳児入園 すごくいいと思いますが、ひよこ組と同じ教室ということで、人数が多くなり、先生にも負担になるのでは？
と心配な面もあります。
（部屋の広さに対して人数が多い？）
８．制作が上手になった。
９．毎日が楽しく、いきいきと活動し、日々たくさんの事を学んできています。わりと少人数で、縦割りでの活動も多いおかげ
だと思います。日々感謝しています。ありがとうございます。
ひよこ組
１．周りのお友達を見て、自分もやらなくちゃという気持ちを持つようになりました。
満２歳児入園 満２歳の受入れはありがたいです。 ２歳でもお友達の中で色々なことを吸収できる環境を作ってくれるのは、
嬉しいです。

２．兄弟間で交流はあっても、友だちとの交流がなかなかもてなかったのですが、園に入り、友だちと仲良く活動できているよ
うで嬉しいです。下の学年の子の面倒も見ているようで、いい経験をさせていただいています。
満２歳児入園 近年、小さいうちから幼稚園や保育園に入れる流れがある中、幼稚園に通わせていると兄弟が別の園に通うとい
うことになりがちです。そういう点では非常に助かります。ただ、２年間同じ教室でほぼ同じような教育内容と
なると、少し考慮して下さると嬉しいです。でも、同じ教室というメリットもあると思います。
３．小さいクラスでも、絵の具を使ってのびのびと、感性を表現できたりしているのがとても良いと思います。
あと、いろんな歌を口ずさんだりしているのも良いなと思いますし、先生方の目もしっかりいきとどいてると思うので、と
ても安心して預けられます。
満２歳児入園 とても良いと思います。
４．ひよこ組さん（たまご組さん）からバラ組さんまで、様々な年の子たちが一緒に楽しく遊んでいる姿がほほえましく、年上
の子たちは、年下の子を可愛がり、手加減し、年下の子たちは年上の子の良い所をまねして頑張ってみたり、お互いに良い
刺激があるなと思いました。どのクラスの先生方も子ども達みんなを把握して下さっており、手厚いサポートとにこやかな
園の雰囲気が素敵だなといつも思います。
満２歳児入園 早期幼児教育は、当人だけでなく、年上の子どもたちにとっても良いものだと思います。まだうまくお話ができ
ない小さい子を年中さん年長さんが思いやりをもってサポートしてあげている姿を、よく目にしました。
５．ひとりひとりに合った関わりをして下さったり、自宅・園での困ったことをお便り帳や直接相談でき、安心して子どもを預
けられました。どの先生もよく見て下さっているという印象です。園庭はあまり広くないので外遊びはどうかなと思ってい
ましたが、天気のいい日は外に出て色々な場所に行ったりと本当に楽しめているようでした。園内でも色々な年齢の子と関
わり、遊べて沢山の言葉や遊びを覚え、成長していました。集団行動も少しずつ覚えたり、色々な決まりや約束を守ったり、
「ありがとう」
「おねがいします」と言えるようになりました。
満２歳児入園 下の子がいるのですごく興味がありました。どんなかんじかな、と思っていたけれど、ひよこ組の子とのびのび
と元気に遊んでいる姿を見て、是非下の子もたまご組に預けたいと思いました。
６．・仏様に自然とお参り出来るようになりました。 ・たくさん話すようになり歌をうたったりダンス・絵が上手になった。
・
「ありがとう・ごめんなさい」がきちんと言えるようになった。 ・トイレができるようになった。
７．幼稚園に行き始めて、自分のことを自分でしようとする姿が家でも見られるようになりました。また、幼稚園で習った歌を
歌ったり、幼稚園でしたことも楽しそうに話してくれるので、よかったです。
満２歳児入園 妹も同じく聖徳幼稚園にいられるので、とても助かります。
８．園に入ってからことばがとても成長しました。子ども同士のかかわりの中でいろいろと成長できたんだなと思います。
９．入園当初はうまくなじめるかとても心配でしたが、毎日優しい先生方に迎えて頂いて、園に行くことがとても楽しみになっ
ていったようです。
「幼稚園楽しい！明日は何をしようかなー！」という言葉が聞けて、親としてもとても嬉しいです。
お着替えやトイレ、手洗いうがいなど、入園してからめきめき上達しました。先生方のサポートに感謝しきれません。あと、
色んな学年のお友達と触れ合う機会が多いおかげか、言葉の表現力が高まったと思います。ありがとうございます。
満２歳児入園 たまご組さんの面倒を見ることが楽しいようです。家でも下の子の面倒をよく見てくれるようになりました。
自分はお兄ちゃんなんだという意識が芽生えたようで、しっかりしてきました。
10．家庭ではなかなかやりたがらなかったことを、幼稚園で学び習得してきてくれたことが多い。
友達との時間の中で、付き合い方が上手になったように見える。
11．
・分から進んで行動することが苦手でした。今年の発表会では、大きな声で楽しそうに踊っている姿を観られて本当に良か
った！と思いました。
・好きな事を充分させて、伸ばしてくれる。苦手なことを気分を乗せて導いてくれる。先生に感謝です。
満２歳児入園 うちの子は、ひよこ組なので、一緒の活動が多いです。自分よりも小さい子と接する機会が増える事で、
「お兄ちゃん」と言う事が増えました。元々、他のクラスのお友達と交流することが多い幼稚園ですが、
より良いと取り組みだと思います。

たまご組
１．
すぐに園の生活に慣れ、自分から園に行きたがるので、集団生活を楽しんでいるようです。上の学年の子たちがとて
も可愛がってくれているので、安心してお友達と遊べていると思います。
満２歳児入園 大変有難いです。入園させて頂きました。同じ部屋に少しだけ先輩の子と一緒に生活するので、真似をしながら
スムーズに園生活に入れたのでは…と、思っています。

２．
少人数で、ゆったりと関わってもらっているので、子どもも楽しく安心して過ごせていると思います。
満２歳児入園 とても良いと思います。
３．
とても自由にのびのびと活動させていただいているのだろうと思います。園に嫌がらずに楽しそうに行く姿が見られ
るのはありがたいことです。
満２歳児入園 受け入れて頂いた側ですが、とてもありがたいことです。ただ、ひよこ組さんの保護者の方が、どう思われて
いるのか心配でした。少人数で手厚い保育がよいと思ってらっしゃる方には、どんどん増えていくので…
４ 兄弟そろって同じ園に通う事ができて嬉しいです。家から幼稚園までが遠くてもバスが出ているので朝はとても助かってい
ます。最近言葉もよくでてきて成長が楽しみです。好き嫌いは多いですが少しずつ摂取できるようになり、嬉しく思っています。
満２歳児入園 弟は姉がいる事で安心していると思います。たまご組とひよこ組は同じ部屋で、いろんな事を覚えてきて、よい
刺激となっています。
５．母子分離ができたこと、集団生活になじめてきたことが子供にとって良かったなと思います。
満２歳児入園 下の子が産まれたばかりなので、上の子を満２歳から預かって頂けるのはとても助かります。
６． 先生や友達の名前を言えるようになった。
温かいお言葉、有難うございます。これらのお言葉は、お一人お一人の問１～１５までの評価と併せて考えさせて頂
いておりますが、
ここに転載させて頂いても余りに複雑になりますので、
全園児保護者総合の集計グラフだけに留め、
個人別の評価の掲載は控えさせて頂きました。また、お言葉を直接転載することについても、プライバシーの観点か
ら迷いましたが、どのご意見も貴重で、直接読んで頂くことが一番間違いなく伝わることと思い、また、特に差支え
のある記載もないと勝手ながら判断し、全文を掲載させて頂きました。悪しからずお許し下さい。
今回は、初めて満２歳児入園の事について感想・ご意見を頂き、園としても初めての事業なので、大変参考になります。
どの学年の皆様からも大変好意的に受け止めて頂いているようで、本当に嬉しく思います。これまで様子を見ながら慎重
に進めて来ましたが、お子様の人数と教員の数については、１２月からは、たまご組さんにも佐藤先生を専属で担任に付
いてもらい、基準はクリアーしています。部屋の広さについても、基準はクリアーしています。でも、３月では、少し賑
やか過ぎるようになってきたかも知れません。４月になると、一旦、たまご組さんは０人となります。月を追ってぽつん
ぽつんと入園される形になるのですが、状況を見ながら、教員配置、クラス分け、施設整備等についても十分に対策を取
っていかねばならないと思っています。せっかく成功裏にスタートできた事業を、大切に育てていきたいと思っています。
これら保護者の皆様の評価とご意見を受け止め、大切な反省材料として今後の保育・教育に生かしてまいりたいと存じ
ます。教職員全体で、一連の作業をしてゆくのは中々時間がかかると思いますが、今後とも、温かく、又、厳しくご指導
の程、お願い申し上げます。有難うございます。
平成３１年３月１９日

聖 徳 幼 稚 園 園 長 北條 琢生
理事長 北條 紘文

