
保護者の皆様  
 

  鴨島ひかり乳幼児保育園 
アンケート集計結果 

 

  実施日 2021 年 9 月 24 日   配布 50 部 回収 28 部 回収率 56％ 

 

※ 青文字は保護者の方からのアンケートに対する意見で、（ ）の数字は回答数です。赤文字は園か

らの回答です。 

 

1 食事について 
 

(1)  保育園の献立や給食だよりは、参考になっていますか？ 
    

㋐とてもなっている（17)   ㋑なっている（10） 
㋒あまりなっていない（1）㋓なっていない（0） ㋔無回答（0） 

        
(2)  保育園のサンプルケースをご覧頂いていますか？ 
    

㋐よく見ている（19）  ㋑見ている（7）  ㋒時々見ている（2） 
㋓見ていない（0）    ㋔無回答（0） 
 

 
(3)  保育園の給食やおやつの内容について、満足されていますか？ 
    

㋐満足（26）   ㋑やや満足（2）   ㋒やや不満（0）  
㋓不満（0）    ㋔無回答（0） 
 

 
(4)  お子さんの保育園での食事について気になることがありますか？ 

     
㋐たくさんある（0）   ㋑ある（3）   ㋒少しある（6） 
㋓ない（19）   ㋔無回答（0） 
 

 
(5) 園での食事について気になることや、ご意見ご感想等あればお聞かせください。 

   ・園での食事はよくかんで食べていますか？家で食べる時はなめて口から出すことが良
くあります。 

   ・どのような様子で食べているか、余分にお友だちの分まで欲求したりしていないか気
になります。 

   ・１回の離乳食の量は、どのくらいなのかを知りたい【後期の場合】 
・食べる様子(姿勢)、量。 

   ・完食できなかった時に食べられなかったメニューを知りたい。 
   ・食べさせる量の目安が知れて助かります。 

・家では落ち着いて食べない時があるので、どんな風に食べているのか。 
    どんなおかずを好んでいるのか、家庭でのメニューの参考にしたい。 

いつもおいしそうな給食を食べさせていただき、栄養たっぷりでありがたいです。 
 
 （園より） 

・食事量については、正面玄関と南玄関のサンプルケースに毎日実際の給食とおやつの
展示をしておりますのでご覧ください。離乳食については目安となるグラム数を表示
してありますので参考にしてください。また、正面玄関には過去のメニューも写真に撮
ってファイルにしてありますので、ご自由にご覧下さい。 
また、展示コーナーや、献立表、給食だよりなどを通して、保護者の皆様にとって役立
つ情報を提供できるように工夫していきます。 

・食事の様子については担任から連絡ノートへの記入や送迎の際などに個別で返答をさ
せていただきます。連絡ノートへの記入に関しては、ある程度の食事量は毎日記載して
いますがお子様が極端に食べなかった物、残したものは記入するようにしていきます。



また、今年度はコロナ禍の影響で給食参観を実施できず、園での食事の様子が十分伝え
られなかったこともあるかと思います。不定期に各クラスで食事やおやつの様子も写
真で掲示してお知らせするようにします。 

 
2 おたよりについて 
 

(6)  園だよりを毎月配布していますが、読んでいますか？ 
    

㋐全てを読んでいる（12）   ㋑だいたい読んでいる（16） 
㋒あまり読んでいない（0）  ㋓読んでいない（0）    ㋔無回答（0） 
 

(7)  どのような内容に最も関心がありますか？ 
    

㋐月主題とねがい（0） ㋑行事予定（10） 
㋒誕生児の紹介（1）   ㋓お知らせとお願い（6）  ㋔無回答（11） 
 

 
(8)  園だよりの行事のお知らせは分かりやすいですか？ 

 
    ㋐とても分かりやすい（14）㋑分かりやすい（13） 

 ㋒分かりにくい（0） ㋓とても分かりにくい（0）㋔無回答（1） 
 

(9) クラスだよりを毎月配布していますが、読んでいますか？ 
    

㋐全てを読んでいる（16）   ㋑だいたい読んでいる（11） 
   ㋒あまり読んでいない（0）  ㋓読んでいない（0） ㋔無回答（0） 
 

(10) お子さんの園での様子や知りたい情報が得られていますか？ 
    

㋐満足（15） ㋑やや満足（10） ㋒やや不満（0）  
㋓不満（0） ㋔無回答（2） 

 
(11) クラスだよりに対するご意見・ご感想・載せてほしい内容等 あればお聞かせください。 

   ・誕生児の紹介のページに写真もあったらわかりやすいです。 
   ・いつも本当に面白く、工夫していただいていると思います。 

・クラスだよりではないのですが、教室の外に貼り出してくれている写真を HP にも載 
せていただけたらうれしいです。 

   ・写真をもっと見たいです。 
・もう少し写真の画質がよければと思う。顔が見えにくい時がある。 
・すくすくコーナーは、クラスの子の紹介がされていて興味深いです。 
写真がたくさん 載っていると嬉しいです。 

 
（園より） 

   ・誕生児の紹介コーナーについては、現在園だよりに名前を掲載していますが個人情報
保護の観点から園だよりに個人写真を掲載することは控えています。 

   ・写真の画質に関しては、使用しているカメラやプリンター機能の問題ですぐに改善す
る事が難しい点もありますが見やすいものとなるよう努力していきたいと思います。 

・写真の掲載量に関しては、クラスだよりではスペースに限りがあるので各クラスでの
ドキュメンテーションや HP での行事の様子などを掲載しています。そちらもあわせて
ご覧ください。また、年度末には一人一人に 1 年間の写真をアルバムにして毎年お渡
ししていますので、楽しみにしておいてください。 

 
3 お子さまの園での様子について 
 

(12) 連絡帳や送迎時での保育者からの伝達や対応については適切に行われていますか？ 
 
㋐満足（22） ㋑やや満足（5） ㋒やや不満（0）  
㋓不満（0） ㋔無回答（1） 
 

 



(13) 問(12)で、㋒または㋓とお答えになった方は、その理由をお聞かせ下さい。 
 
 
 

(14) 連絡帳から特にどのようなことが知りたいですか？３つお答えください 
 

㋐食事（9）  ㋑睡眠（4） ㋒トイレトレーニング（6） ㋓体調（6） ㋔言葉（2）  

㋕保育者や友だちとのかかわり（22）   ㋖発達（お子さまの成長について）（15）  

㋗遊びの様子（14）㋘その他（            ） ㋙無回答（2） 

 
  

(15) 各クラスの入り口や掲示板に、生活や遊びの様子の写真（ドキュメンテーション）を不
定期で掲示していますが、見ていますか？ 

 
㋐全て見ている（10）  ㋑見ている（11)  ㋒時々見ている（6） 
㋓見ていない（0）    ㋔無回答（1） 

 
(16) ドキュメンテーションに対するご意見・ご感想等 あればお聞かせください 
  ・ドキュメンテーションは、楽しみに見ています。今日のベストショットみたいな感じ 

で、毎日１枚とか掲示してもらえたらおもしろいと思うので毎日見ると思います。 
  ・２．(11)に書かせてもらいました。(HP に載っていたら祖父母にも見せてあげられる 

ので) 
   ・保育園での遊びの様子がよく分かって、いい取り組みだと思います。更新頻度が増 

えるともっと嬉しいです。 
 

（園より） 
・ドキュメンテーションについては、少しでも保育園での様子を保護者の皆様に分かり
やすくお伝えする事ができればという思いから作成しています。できる限り全員のお
子様の姿を載せられるように配慮していますが、出欠状況やタイミング、その他の事情
等により各クラスで枚数に偏りが出る事があります。ご了承ください。HP にも掲載で
きるものはアップしていますのでご覧ください。 

 
４ 絵本の貸し出しについて 

 
(17)  ご家庭で貸し出し絵本の読み聞かせをしていますか？ 

     
㋐よくしている（6）   ㋑している（13）   ㋒時々している（5） 
㋓していない（3）     ㋔無回答（１） 
 
 

(18) 貸し出し用絵本を正面玄関・１F デッキ・りす組保育室入口に用意していますが、利用
されていますか？ 
     
㋐よくしている（0）   ㋑している（0）㋒時々している（5） 
㋓していない（22）    ㋔無回答（1） 
 

 
(19)  保育者が選んだ貸し出しの本は適切ですか？ 

(当園では 1 歳になると毎週一人一人に保育者が選んだ絵本の貸し出しを行っていま
す。1 歳未満のお子さまは㋔を選択してください。) 
    

㋐満足（19）   ㋑やや満足（4）   ㋒やや不満（0） 
㋓不満（0）    ㋔1 歳未満（4）    ㋕無回答（１） 
 

 
(20)  問(17)で、㋒または㋓とお答えになった方は、その理由をお聞かせ下さい。 
 ・前にお借りしたことがある本が入っていることがあるので、読んだことない新しい本 

が入っていると良いなあと思います。 
 



 
（園より） 

   ・絵本の貸し出しについては、個人で絵本カードを作成し同じ絵本が重ならないように管
理はしています。ただ、各クラス同じシリーズの絵本があるので昨年度のクラスと重な
ったのかもしれません。借りたことがある絵本だった場合はお知らせくだされば、他の
絵本と交換いたします。 

 
5 ホームページについて 
 

(21) ホームページはご覧になったことがありますか？ 
    

㋐よく見ている（4）   ㋑見ている（5） 
㋒時々見ている（11）  ㋓見ていない（6）㋔無回答（2） 

 
(22) 全体的な行事の様子や流れを不定期にアップしていますが、様子が伝わっています

か？ 
 

㋐よく伝わっている（5）   ㋑伝わっている（16） 
㋒あまり伝わっていない（2） ㋓伝わっていない（2）㋔無回答（3） 

 
 (23) ホームページに対して、ご意見ご感想等あればお聞かせください。 
   ・知りたいことが分かりやすく書いてくれています。 

・昨年は人権大会の関係でよく HPのアップがされていたが、今年は少ないように思います。 
    月 1ぐらいで更新していただけると様子がよく分かり嬉しいです。 

・また見てみます。 
・園の様子の更新が楽しみです 
・「園の様子」を楽しみに見ています。たくさん更新して下さるとうれしいです。 
 

（園より） 
   ・園のホームページに関しては、不特定多数の人が閲覧できることを考慮したうえで写真等の掲載

を行っています。すべての写真を掲載できないことをご理解ご了承ください。 
 
6 新型コロナウィルス感染症対策について 
 

(24) 送迎時や保育の対応について、感染症対策は十分に行われていると思いますか？ 
 
㋐非常にそう思う（6） ㋑そう思う（19） ㋒どちらでもない（2） 
㋓そう思わない（0）    ㋔無回答（1） 

 
(25) 問(23)で㋓と答えた方にお聞きします。その理由をお聞かせ下さい。 

   ・園庭など入る時のドアノブの消毒などしているか気になる。ドアの手前にそれぞれ消毒液などあ
ったらよいと思います。 

 
（園より） 

   ・貴重なご意見ありがとうございました。早速、南玄関の入り口前に消毒液を設置しました。正面
玄関に関しては自動ドアになっていますので従来通り玄関内に設置しております。不都合等あ
れば、お気軽にお声かけください。 

 
7 ９月 24日（金）に行われた、引き渡し訓練についてお聞きします。 
 
（26）引き渡し訓練に参加されましたか？ 

    ㋐参加した（16時 30分までのお迎え）（11） 

  ㋑参加した（16時 30分以降のお迎え）（14） 

    ㋒参加していない（欠席だった）（2）      

㋓参加していない（15時 40分までのお迎え）(0) 
     

㋔無回答（1） 



（27）引き渡し訓練についてのご意見ご感想をお聞かせください。 
    ・ぶじにすんで良かったです。 
    ・自分の準備が不足していましたが、先生方がきっちりとしっかりとやってくれていたので、本

当に災害等起きた時も安心してお任せできると思いました。 
    ・いつ地震がくるか分からないので、いざという時のために訓練は本当に必要だと感じた。 
    ・スムーズに先生がたがしてくれたので、私もわかりやすかったです。 

・大災害当日にマチコミメールが(サーバのパンクなどで)届かない可能性や保護者がなかな 
か園まで辿り着けなかった時の想定もまたアナウンスして頂けたら有難いです。＊1 

   ・カードの記入時間がもったいないと思いました。事前にカードに記入しておき保護者証に入
れておくのはどうでしょうか。カードを忘れた人だけ記入すれば、混雑回避になると思い
ます。＊2 

    ・災害時の引渡しの様子が分かりました。実際はもっと慌ただしくなると思うので日頃の訓練 
が大切で今回のような取り組みが大事だと感じました。訓練では仕事が終わってからでした
が、実際は気をつけながらできるだけ早く子供の迎えができるようにしたいと思います。 

       ・降所時間にしてくれたのでとても参加しやすかったです。＊4 
    ・かなりリアルな場面を想定した訓練で、実際に初めてカードも記入できた。 

・緊急時の対策がとれていると感じました。 
   ・名簿で確認してくれてたので他の子を連れて帰るとかが起きなさそうだと思った。 

 

  （園より） 

・引き渡し訓練は、園でも初めての訓練でしたが、保護者の方にも参加していただき、訓練を 
することができました。ご協力ありがとうございました。 

・＊１の意見に対しては、災害時の園からの連絡については電話かマチコミメールを想定し
ていますが、両方利用できない可能性もあります。その場合はどういう手段を使うかは今後
の検討課題ですが、どちらにしても、連絡がつかないような大きな災害の場合はできるだけ
早くお迎えをお願いします。保護者がなかなか園まで辿り着けなかった時でも、園ではお子
さんを安全に引き渡せるまでお預かりしています。しかし、小さい子どもは,状況を理解し
たり辛抱したりすることはできませんし普段以上にストレスを感じることと思います。ご
家庭でも有事の対応を話し合っておきお子さんに負担がかからないよう御協力をお願いし
ます。 

・＊２の意見に対しては、引き渡しカードは、その時の状況により、様式や内容を変更すること
を想定しています。事前に準備しておくことはできませんので御協力をお願いします。 

 
8 その他  
 

(26) 保育園に対するご意見ご感想があればお聞かせ下さい。 
   ・いつも本当にお世話になっています。ありがとうございます。 
   ・小さな出来事でも教えてほしい。子供が自立できるように手助けして下さい。 
   ・いつも本当に家庭のような温かい対応をして下さり、感謝しております。叶わないことです  
    が、ひかりさんで 6歳まで通えたらよかったなあと卒業年になると特に思います。 
   ・いつも子どもたちを温かく見守り、保育してくださって感謝しています。 

・日頃からよくして頂いているので、本当に助かっています。子供のことで気になることは、 
先生方がよく聞いて下さって助かります。気になることはその都度聞いているので、今後も 
よろしくお願いします。 

      ・いつも丁寧に子どもの事見ていただきありがとうございます！ 
・いつもありがとうございます。 
・連絡帳いつも丁寧にお書きいただいてありがとうございます。 
どの先生が書いてくださったのかが知りたいので先生のお名前を記入してくださると助か
ります。 

・いつも温かい保育をして下さって、本当にありがとうございます。家庭ではできないいろい
ろな遊びやお友達、先生との関わり、栄養たっぷりの給食などで、すくすくと成長しており、
本当に安心してあずけられます。これからもよろしくお願いいたします。 

 
  （園より） 
    ・連絡ノートの記入に関しては、クラスによって担当保育士が毎日同じお子様のノートを記入

したり担当以外の保育者が記入したりすることもあります。また担任が休みの日にはフリ
ーの保育士が記入することもありますので、いつもと違う保育士が記入した際には名前を
記入するようにします。 

    ・アンケートにご協力頂き、たくさんの貴重なご意見ありがとうございました。今回のアンケ
ート結果を生かし、子どもたちにとってより良い保育園となるよう努力していきます。 


