
≪ 富 田 保 育 園  保 護 者 ア ン ケ ー ト 概 要 ≫ 

実 施 期 間  令和 3年 10月 8日  ～ 10月 18日 

配 布 数  66世帯（ 回答世帯 48世帯、回収率 73％ ） 

アンケート調査方法  配布回答調査法 

項 目 数  12項目（ 選択及び任意記述 ）   

1． 入園式について（曜日、時間帯、長さ、内容等)どのように感じましたか？(参加者のみ) 

項  目 人数  ・保育園のカメラだけでなく自分達の携帯電話でも写真

を撮ってくれたのが嬉しかった。時間も長すぎず良かっ

た。・コロナ禍の中、開催していただいたことに最大級の

賛辞を贈りたいと思います。・コロナ中なのに開催してくれ

て、時間もちょうど良かったから。・年長さんのダンスが可

愛かったです。 

1 よかった 9人 

2 まあまあよかった 3人 

3 少し不満  0人 

4 かなり不満  0人 

未選択・不参加 36人 

 

2． ミニ小遠足について、お子さんの様子や反応はどうでしたか？(すみれ・さくら・ひまわり組) 

項  目 1 よかった 2 まあまあよかった 3 少し不満 4 かなり不満 未選択・不参加  

人数  10人 0人 0人 0人 38人 

・前の日から楽しみにしていて、いつも朝起こすのに大変だけど、当日は水筒に自分で入れるとすんなり起き
てワクワクしながら保育園に行った。  ・たくさんのお土産話を聞かせてくれました。 

・カレー弁当にテンションMAX！鬼ごっこが楽しかった。勝ちたい！  ・喜んでいました。 
・屋上で給食を食べたとのことで、より遠足感が増して良かったと思います。 

・とても楽しかったようで、帰宅してからもずっと「楽しかった！楽しかった！」と言っていました。外出もなかなか
できない状況の中で、バスで少し遠出したような気分を味わえたことがとても嬉しかったようです。 
・すごく楽しみにしていました。お弁当も喜んでくれてまた行きたいと言ってました。また弁当作って！と言ってました。  

・普段行かない公園に行けて楽しかったと言っていた。    ・楽しんでいたようです。 

・「お友達と一緒に、いつもと違う場所へ行く」というだけで、とっても楽しいと思います。「とても楽しかった」と
興奮気味に教えてくれました。園に戻ってきて、ラップにご飯を包んでおにぎりにし、お弁当のようにできたのも
おもしろかったようです。 

・佃の公園ははじめてだったので、楽しかったと言っていました。いつも年齢に合う場所に連れて行って頂けて…。 

・久しぶりにみんなでお出かけができてとても楽しかったそうで、子ども達の思い出になったと思います。 

・楽しかったみたいです。お友達と遊ぶのが好きみたいで次回も楽しみにしています。 

・ず～っと、その日の遊んだこと、お友達のこと、見たこと、聞いたこと…を上手に教えてくれていました。楽しか
ったことをしっかり伝えるのが成長を感じました。 
・子どもが喜んでいたので！・プラネタリウムが楽しかったようです(初めてなので)。 

・とても楽しかったようでたくさんのことを話してくれました。・ターザンのアスレチックがおもしろかったそうです。 

 

3. 夏祭りごっこ・ミニ夏祭りごっこについて(お子さんの反応や園の対応等)どのように感じましたか？  

項  目 1 よかった 2 まあまあよかった 3 少し不満 4 かなり不満 未選択・不参加  

人数  36人 6人 1人 0人 5人 

＜3・4・5歳児コメント＞ 

・帰り道でもずっと楽しかったことを話してくれて、携帯電話で撮った動画も笑いながら何回も見ていた。先生
達が本人やママも楽しませてくれていい思い出になった。 

・コロナの中、親子でも参加できたので、満足しています。昨年はできなかったので、いい思い出ができました。 

・帰省で休み、お土産のみ。Zoomなどで少しでも見られれば良かったかも。  ・楽しかったと話していました。 

・コロナ禍だったため、仕方がなかったとは思いますが、少し物足りなさを感じた気がしました。 

・コロナ禍で一般的な夏祭り等が催されない中、園での夏祭りで雰囲気が味わえて良かった。 

・去年は親の参加はありませんでしたが、今年は親子で参加できて嬉しかったです。 

・「楽しかった」「楽しかったけど、白いのが怖かった…」 
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・先生方が様々な準備をしてくださり、コロナ禍でも十分楽しめました。    

・保護者１名付き添い OKになったこと。とみたの森がやっぱり良かったです。 

・子どもも喜んでいましたし、先生方も手際よくスムーズに進行されていたので、子ども同士もめたりすること
なく楽しんでいたようでした。   ・先生方の配慮のおかげでとても楽しめました。「とみたのもり」刺激が強い
ですが(笑)。写真も撮っていただき、良い思い出になりました。 

・子ども達が楽しめたので良かったです。ありがとうございます。とみたの森はびっくりしましたが子どもにとっ
ては貴重な体験、思い出となりました！ ・全部おもしろかった。妖精さん？は怖くなかったです(おばけやしき)。 

・スイカ割りが楽しかったようです。  ・思いがけず親も参加できて楽しめました！ 

・どこのお祭りも行けない中で、すっごく楽しめたと思います。浴衣も着せられて本人も大満足。とみたの森入
りたかった～。   夏祭りごっこでは、一緒に回れて良かったから。 

・おばけやしきがかなり怖がっていましたが、なかなか見れない反応でした。 

＜1・2歳児コメント＞ 

・とても楽しんでいる様子が伝わってきました。ピカピカ光るおもちゃはお風呂で遊んだりできたので良かったです。 

・近くで見れないのは残念でしたが、子ども自身はしっかり学ぶことができたようで、DVD を見ながらいろん
なことを教えてくれました。とても楽しかったようです。 

・DVD にダビングしてもらえたことにより、園での行事の様子が見ることができて良かった。でも、途中でダビ
ングがされてないのか、そこで終わりなのかが不明のままでした。 

・子どもの様子が見れなくて残念だった。   ・写真を見ると楽しそうにしていました。 

・DVDで夏祭りの様子をたっぷり見られて良かったです。縁日などに行ったことがない子どもにとっても、貴重
な経験になったと思います。    ・DVDを見せてもらいました。とても楽しそうにしていたので。 

・すごく楽しそうで、帰ってからも楽しそうに言ってくれました。 

・小さいので出来る事は少ないですが、お家で遊べるものや、おやつなどの景品をもらうことができて良かった。 

・家に帰ってから楽しかったようで内容を教えてくれた。しばらく水ヨーヨー手放さなかった。 

・ミニ夏祭りごっこでは、DVDで見れて良かったです。でも最後まで写ってなかったので残念でした。 

・映像で楽しんでいる姿を観ることができて良かったです。 

 

4． 新型コロナウイルス感染対策について、園の対応はどのように感じていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 1 よかった 2 まあまあよかった 3 少し不満 4 かなり不満 未選択・不参加  

人数  37人 10人 1人 0人 0人 

・メールもすぐに送ってくれるところや体温の機械やアルコール、風除室での密など工夫してくれている。安心
して預けられる。・対応が早いと思いました。その中で、できる限りの行事等を考えてくださり、ありがとうござい
ます。・密にならないように対策がとられていると感じた。・検査対象者が出た時点で教えてくださるので、その
後の対応も検討しやすくなるので、良いと思います。コロナ禍でも感染者が出ていないので対策は良いと思い
ます。・SNS を駆使し迅速かつ明瞭な指示、説明に感服いたしました。・様々な工夫がされていると思います。
いつもありがとうございます。・コロナ感染者が出ていないため。努力していただきありがとうございます。・検
査対象の人が出たとき、子どもとどのくらい近いのか知りたい。プライバシー保護もあると思いますが、検討よ
ろしくお願いします。・マチコミアプリが便利で良かったです。・検温、手指消毒、換気等、昨年同様インフルエ
ンザが流行しないよう願っております。・いつもマスクをつけたがらず大変ご迷惑をおかけしております。・大き
な子たちが園でもマスクをつけるようになったのは、感染を防ぐためにいいと思いました。・感染対策も強化し
ていただき、子ども達もマスク(かわいそうだけど)。濃厚接触者の情報共有などスピーディーでした。・こまめ
に連絡をして頂いたり、市内でクラスターが発生した際も、園を閉めずに登園させるかどうかを保護者に委ね
ていただいたりと、大変なのに配慮いただけて助かりました。・工夫して、様々な対応をしていただいていると感
じます。・対応が早く良かったと思う。・その都度、状況がわかり対処しやすいです。・その時に状況に応じてで
きることをしていただけたと思いました。・迎えに行った際に、風除室内にも感染予防のための対策がほしいで
す。例えば、風除室内に入るときは１人ずつの徹底、中ではなく外で待機、そもそも室内に入らない等。・不安
なことに対して、迅速に対応してくれていたと思います。・しっかりとその都度、情報をシェアして対応してくださ
ったのと、それでも園をやってくださったところが良かった。・マチコミだとなかなか通知に気づくことができな
い(通知は鳴るようにしている)。LINEのほうが見る頻度が高い。・マチコミですぐにお知らせしてくれるので良
かったです。・マチコミメールですぐにお知らせしてくれる。行事等、クラスごとに分けたりしている。・接触を減ら
したり、LINE 等での迅速な連絡など良かったと思う。・プライバシーを保った情報開示に基づき、早くからお
帳面に検温値を記入したり、園のすぐ入口でサーモセンサー設置も保護者の負担感やトータルで必要なもの
の購入など色々考えながら対応されていると思いました。 
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<食事・おやつについてのアンケート> 
１. 今年度初めて登場したメニューなども含め、お子さんが喜んでいたメニューや苦手そうなメニューがありました
らお知らせください。また、出してほしいメニューがありましたらご自由にお書きください。 
・3 人ともおやつは大好きなので全部良いと思う。タイムラインでおやつを撮ってくれると、親も子どもが喜んで食べて
いる姿が想像できて、見てると嬉しい。   ・好き→みかん、もも、お肉。嫌い→お野菜。  ・麺類が大好きです。 
・ブロッコリーとツナの和え物を保育園で食べていたのを知り、家でも作ってみました。ブロッコリーはあまり食べなか
ったのですが、このメニューは「おいしい！」と言ってパクパク食べてくれました。  ・さわらのカレー味のフライ？ 
・○しょうゆラーメン、カレー。△魚(カレイ)、野菜…家でも頑張ります。   ・チョコレートソース入りの食パンが苦手だ
ったけど、ムリしながらも頑張って食べたと教えてくれました。チョコは苦くてあまり食べたくないそうです。 
・給食は楽しみの一つで、本当にメニューも豊富でありがたく思っております。 
・申し訳ございません。そこまで把握できておりませんでした。子の親として恥じたいと思います。 
・給食については本人がノーコメントなのでわかりませんが、たまに先生から「食べてますよー」と教えていただけるの
で助かっています。  ・オムライス出してほしいです。  ・おやつにプリンが食べたいそうです！ 
・手作りのおやつ、メニューなど、タイムラインで見れるので、とても良いと思います。 
・あんかけをあまり食べたがりませんでしたが、基本的に何でもおいしいと食べてます。あとは好き嫌いの問題です。 
・出していただいていると思いますが、季節のものや旬のものを食べられる機会があればいいと思います。 
・「ラーメン＆おにぎり」のメニューが好きです。   ・カレーライスと麺類はおいしいと言っていました！ 
・どれも、とっても美味しかったそうです。LINE の中で写真を載せてくれていたので、「今日これ食べたでしょ～？」と
言うと、「そうそう！おいしかった～」といつもニコニコでした！   ・魚のフライ、からあげ、ポテトだそうです。 
・ラーメンが苦手なようです(まだ普通食になったばかりで、慣れていないだけだとは思います)。 
・土曜日のカレーを食べる機会が少ないので食べられる日がとても特別らしいです。 

 

２．お子さんが帰宅後、夕ご飯前におやつや甘い飲み物を摂取していますか？ 

項  目 人数  割合  ・欲しがりますが、夜ご飯を食べなくなるので…。 

・少しですが、どうしても食べてしまいます。 はい 32人  67% 

いいえ 13人  27% 

未選択  3人 6％ 

 

３．「はい」と回答した方、食べたり飲んだりしているものの種類や量を教えてください。 
・家にそのまま帰ってくるときは完食はしないけど、実家に行ってからお家に帰る日は「あめ」「じゃがりこ」「アルフォート」「き
のこの里」をよく食べてる。量は止めない限り食べ続ける。・チョコレートやジュース等、少量。・カルピス、ヤクルト。 
・ジュース、あめ、おせんべい、チョコレート。２種類を少しずつ食べています。  ・せんべい、ソーセージ。 
・カルピス、チョコレート。・氷菓アイス半分程。・お菓子(スナック菓子など)時々ミニ袋 1つ。夕食まで待てない。 
・パン、お菓子など。どうにも欲しがるときになるべく少なめに小さな物を１つや２つと決めて食べさせています。 
・おまんじゅう、たいやき、団子、ポテトチップス(小さい袋)→１ヶ。りんごジュース、オレンジジュース、牛乳、お茶→コップ１杯。 
・オレンジジュース大好きで飲んでます。飲みすぎるときがあるので、最近は水かお茶にしてと言ってます。 
・チーズ、ソーセージ１本(アンパンマンソーセージ)。 ・ペコちゃんの棒付きキャンディ。・クッキー類を小袋１つ。 
・牛乳、袋菓子(サッポロポテト、ポテコ等)１袋を兄たちと３等分、たまにチョコやグミ。 ・おせんべい、バナナ等。 
・牛乳、ヤクルト、お茶、ラムネ、アンパンマンのペロペロキャンディ等。 ・クッキー、りんごジュース等。 
・果物 orスナック菓子少量(母親の帰宅が遅くなり、夕食時間が遅くなる場合に限り)。  
・カルピス、ヨーグルト、ゼリー、スナック菓子、ドライフルーツ。・チップスター１０枚程、キャンディ１個、チョコ等…。 
・チョコやグミ(夕食にひびかない程度の少量)。   ・するめ系、フルーツ系、麦茶、紅茶系、炭酸系。 
・帰りが遅く夕食までの間が持たないので、パン少量や小さいおにぎりを食べます。 
・カルピス、お茶、アクエリアスゼロ(コップ一杯程度)、スナック菓子(小袋１つ)、何も摂取しない日も週に３回くらいあります。 
・ヤクルト１本、カルピス１００ml、チョコチップ入りスナックパン１本等。  ・果物(バナナ半分)、ヤクルト１本等。 
・おやつ、カルピス(出すまで騒ぐ、泣く)。元からご飯が好きじゃないので困っている。 
・お菓子(４連パックのおっとっとやさやえんどう等)、ジョア、カルピス。・チョコレートのお菓子、スナック菓子、アクエリア
ス、ジュース。・グミやラムネ。   ・時々りんごジュース(コップ１杯弱)やヤクルト(１本)を飲みます。 

 

4． 休日など、間食の時間を決めていますか？   5． 朝食を食べずに登園することはありますか？ 

項  目 人数  割合  

はい 24人  50% 

いいえ 21人  44% 

未選択  3人 6％ 

 

項  目 人数  割合  

はい 6人  13% 

いいえ 39人  81% 

未選択  3人 6％ 

・朝食はとても簡素なものです…。 
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6． お子さんの体重の増減や偏食(好きなものしか食べない)などで悩みはありますか？ 

項  目 人数  割合  初見のものはほぼ食べない。・身長が平均よりものすごく小

さいのに体重が平均より少し上なこと。・体重が多すぎる。・

あまり量を食べない。おやつもあまり食べない。・偏食が最

近特にひどい。 

はい 19人  40% 

いいえ 25人 52% 

未選択  4人 8％ 

 

7． お子さんが好きなメニューの作り方・体重管理・離乳食の進め方等について栄養士や保育士に相談

したいと思いますか？ 

項  目 人数  割合  項  目 人数  割合  

はい 15人 31% 未選択  3人 6％ 

いいえ 30人 63% ・料理が苦手なので、私の手作りほとんど食べません。 

 

★全体的に、アンケートを通して感じたことやブログ・写真購入に関して思うこと、その他、気になる点や良

い点、要望などありましたらご自由にお書きください。 

・毎日保育園に楽しそうに行く姿を見て、園には感謝しかありません。たくさんの行事や活動、製作等を通し、日々成長を感じられます。職

員の皆様方には本当にありがとうございます。  ・毎日楽しそうに登園できているので、それだけで十分です。 

・まめに更新される内容の濃いブログの数々、見習うことばかりです。その上、このようにアンケートを行い、さらなる向上を目指す姿に大

変感心いたしております。 ・いつも温かいご指導ありがとうございます。・来年最後なので普通に行事行えたら良いかな！ 

・いつも子どもの様子を細かく伝えてくださり、園での様子がわかり安心しています。特に子ども達に寄り添って保育をしてくれているの

がとても嬉しく思います。いつもありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。 ・キッズビュー、ブログ、マチコミ、全てチェックして

います。ありがとうございます。新しいベッドになってからどのようにお昼寝しているか気になっているので一回で良いのでお昼寝の様子

をアップしてほしいです。イベントなど DVD にしていただいて楽しく見ています。他の園ではあまり無いようなので嬉しいです。普段の保

育の様子もチラッと見せてくれるともっと嬉しいです。去年のミニミニ運動会の DVD みたいなかんじで。  ・昔はお帳面を通じて園での

様子を思い浮かべながら楽しく読んでいましたが、今はケガなど特別なことがないと未記入なので、あまり知る機会がない点が少し残

念に思います。 ・運動会の中止は残念でしたが、９月の状況では仕方なく、適切な対応だったと思っています。ビデオ撮影期間に体調を

崩して休んでいましたが、撮影日を変更してくださり、ありがとうございました。日常においても行事においてもコロナ禍で大変な状況の

中で、考え、様々な工夫をしてくださっていて、感謝の気持ちでいっぱいです。・キッズビューでは動画はアップできないのでしょうか？コロ

ナ禍で参観日もなかなかできないようなので、園でどのように過ごしているのか、見たいと思います。 ・先生方のお顔と名前がなかなか

一致しないので、入園式のときだけでも一覧の用紙等あれば助かりました(風除室のを見る機会が少ないので)。  ・保育の様子の写

真を、家族みんなで見て楽しんでいます。上の子達の保育園では LINEやブログ、キッズビュー等がなかったので、とても良いと思ってい

ます。 ・LINE のタイムラインで大きい子達のごはんの写真は流れてくるのですが、離乳食の子の写真もたまにあれば家でも参考になる

かなと思います(もし流れていたならすみません)。何よりコロナ禍の中であっても安心して預けられる環境を作ってくださる保育園と先生

方に感謝です！いつもありがとうございます！  ・人見知りの子ども達をここまで成長させていただけるとは思っていませんでした。父母

共に休業中の際、優しく話しやすい(相談しやすい)雰囲気を作っていただけて感謝しています。 ・物品用意の連絡をもう少し早めにして

ほしいです。ひどいときは２日前の連絡でした。何とか間に合わせますが、いざ準備したものも実際いらないものだったりと連絡事項と違

うときがあるので、そこも徹底してほしいです。・最近野菜をあまり食べたがらなくなったので、家でスープにしたりあんかけにしたりしてな

んとか食べさせています。保育園でコレはパクパク食べた！というメニューがあったりしたら、お帳面で教えていただけたら嬉しいです。・

マチコミアプリで管理が楽になりました。情報共有もスピーディーで良いと思います。写真もこのままネット購入で続けていただきたいで

す。今年もたくさんプール遊びをさせていただきました。プール遊びの時間、行事や天気等ありますが、たくさんとっていただき感謝です。

防災訓練が色々種類別に実施してて良いと思いました。 ・延長を利用した際は何を食べたか知りたい。・写真購入の写真が web だと

見えづらい。自分の子どもを探すのが大変(時間がとれず見ることが出来ない)。 ・車の駐車方法を統一したほうが良いと感じました(前

向き駐車、バック駐車)。以前、バックで駐車しようとしているところに後ろから来た車が前向きで駐車しぶつかりそうになっているところを

見ました。これから、雪も降りますし、ぜひ統一していただきたいです。・帰りのみバス利用をしていますが、朝は先生方に預かるだけにな

ってしまうので、なかなか先生方の写真をゆっくり見れる時間がなく、先生方の顔と名前が一致しないのですが、名札等付けていないの

は理由があってのことなのかなぁと気になっています。 ・いつも安心して園を利用しています。親にとっても励みになります。・今年もコロ

ナで今までできていたことができなくなってしまったりと残念ですが、その中で子ども達のためと今までに行っていなかったことを考えて

いただけて、感謝です。各先生方、ありがとうございます。 
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