
平成 29 年 12 月 21 日

保護者 様

                                        福岡市立入部幼稚園

園長 須藤 貴大

アンケートの集計結果について

  本日で２学期が終わります。２学期も大きな事故や病気もなく無事に終わりをむかえられることを，職員一同，

嬉しく，ありがたく思っております。

さて,ご協力いただいたアンケートの結果をご報告いたします。回収率は 100％でした。お忙しい中ありがとう

ございます。皆様からいただきました貴重なご意見やご感想を職員で協議し，３学期の教育活動に生かしていき

たいと思います。入部幼稚園のよりよい発展のため，３学期も皆様のご意見をお聞かせください。

※ Ａを 4 点，Ｂを 3 点，Ｃを 2 点，Ｄを 1 点として集計し，全員がＡを付けたときの得点を１００％として達

成率を出しています。また，２枚目に記述部分の集計と回答を載せております。
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１園全体の雰囲気は明るいと思いますか。

２お子さんは，喜んで幼稚園に行っていますか。

３園だより・週だよりやホームページなどを通し

て，園の教育方針が伝わっていますか。

４本園は，保護者の願いを受け止めていると思いま

すか。

５本園は，細やかに家庭への連絡を行っています

か。

６本園は，子どもの興味や関心を大切にした教育を

行っていますか。

７本園は，保健・安全に対する教育や生活指導を適

切に行っていますか。

８家庭でお子さんはげんきのよいあいさつや返事が

できていますか。

９家庭でお子さんはひとのはなしをしっかり聞いて

いますか。

１０家庭でお子さんはくつをきちんとそろえたり

使ったものを片づけたりしていますか。

11本園は，心を育てる教育（思いやりの心・善悪の

区別等）を行っていますか。

12幼稚園での食育は，お子さんの食生活・食習慣に

影響がありますか。

13お子さんは体を動かして遊ぶのが好きですか。

14香楠荘、老人クラブ、いるべ保育園との交流行事

はお子さんの成長によい影響がありますか。

15あなたは，子育ての悩みを幼稚園の職員に気軽に

相談できていますか。

16本園の園舎内外は整備され，安全な環境になって

いますか。

17あなたは，ＰＴＡ活動に積極的に参加しています

か。
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2学期保護者アンケート集計結果

2回目

1回目



全体的な傾向と今後に向けて

まずは，生活発表会に関するたくさんのご感想，ありがとうございます。また，職員へのあたたかいねぎら

いの言葉にも，心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

では，アンケートの評価についてです。全体的に見ると，１学期同様の良い結果を頂きました。『入部幼稚

園３つのスタンダード』の「あいさつ」｢靴ならべや片付け｣については伸びが見られましたが，｢話の聞き方｣

については，わずかですが下がっています。目標としている 8 割に 3 項目ともなっていくよう，今後とも根気

強く園と家庭とで取り組んでいけたらと思います。

いよいよ年が明ければ，卒園まであと３ヶ月となります。小学校への入学を見据えながら，毎日の園生活が

より充実したものとなるよう，３学期も職員一同がんばっていきたいと思います。気になること・困ったこと

がありましたら，すぐに声をお掛け下さい。どうぞ，宜しくお願いいたします。

記述部分の結果

子ども達の様子・成長に関すること・家でもがんばっていきたいこと

・ 運動会や生活発表会では，マイペースながらも，我が子のグーンと成長した姿を見ることができました。

・ 入園当初は落ち着きがなくウロウロしたりすることが多々見られましたが，最近ではそう言った行動もなく

なり少し安心しているのですが，まだ落ち着かない部分が見えるので注意したいと思っています。

・ 入部幼稚園に入ったことで，我が子には本当に驚きの成長を与えていただいたと思います。

  先生方が子どもの興味を上手くひいて，できることを増やしてくださり，ありがとうございます。

  のびのびと楽しく，たまには「かつ」を入れていただき，先生達のご指導の元，この１年子ども達は本当に

成長していると思います。あともう少しですが，どうぞよろしくお願いいたします。

【→園からの回答１へ】

行事等に関すること

・ 盛り沢山な２学期でした。

・ どの行事も本人だけでなく，家族みんなでワクワク楽しむことが出来ました。

・ ２学期も楽しい行事がたくさんあり，家族皆で楽しめました(^o^) ありがとうございました！

・ 忙しい２学期だったと思いますが，お疲れさまでした。焼き芋など，家庭ではなかなか出来ない経験をさせ

ていただいて良かったと思います。子どもも幼稚園を目一杯楽しんでいるようです。

・ 各行事でも工夫されていました。教職員の皆様，お疲れ様でした。

・ 焼き芋は，私自身もおこなったことがないので，子供達にとってとってもいい経験になったと思います。あ

りがとうございました。

・ 焼き芋，稲刈り等，日頃なかなか体験することのできない行事をたくさん入れていただき，ありがたく思っ

ています。

【→園からの回答２へ】

・ 三園交流，絵本フェアは特に，同じ小学校に行く子との出会い，交流があったおかげで，小学校への期待も

高まり，就学前健診でも知っている子を探したり見付けて興味を示したりと，良い方向へとつながりました。

・ 盛りだくさんの行事があるので，子どもにとって良い経験をさせてもらっていると感謝しています。

  たくさんあるのにすべて，全力で先生方が取り組んでいるので，子供達は達成感・緊張感・責任感・色々な

ことを感じています。卒園までの３ヶ月，よろしくお願いします。

・ 秋の遠足は親子で過ごせて，子ども達も動物や遊具で遊べて，とても楽しそうでした。私も楽しかったです。

・ 運動会から生活発表会まで色んな行事があり，とても早く２学期が終わりました。行事のたびに練習，練習

と子どもたちも大変だったと思いますが，先生方はそれ以上に大変だったと思います。本当にお疲れさまでし

た。おかげ様で親子共々楽しく２学期も過ごすことができました。

・ 陶芸教室も初めての体験で楽しかったです。

・ 今年は，発表会を含めいろいろな行事で例年よりもにぎやかで，ちょっぴりワクワクする保育内容を考えて

いただき，寂しさを感じるところがありません。



【→園からの回答３へ】

・ 生活発表会，本当に素晴らしかったです。感動は当然ですが，とにかく驚きました。あれだけの曲の歌詞，

そして楽器演奏に台詞と，良く覚えたな，と！覚えた子どものすごさ，成長ぶり，すごいです！

たんぽぽの時にはぐちゃぐちゃふわふわだらだらしていた子供達も，しっかり歌い演技していた様を見て，１

年でこんなにも成長するものなのかと心から驚きました。

  これだけのことを教え，覚えさせてくださいました先生方，大変だったと

思います。本当にありがとうございました。

・ 我が子の身体能力の高さ（笑），バランスの良さ，頑張りっぷりに，改めて

感心しました。思いっきりほめまくりましたヨ(^o^)
・ 子どもはといえば，ひまわりわんぱく団が楽しすぎたようで，毎日やりたい！！と，申しております（笑）

・ 発表会，お疲れ様でした。本人は･･･といえば，緊張で早く言ってしまったぁと照れながらも，楽しく自信

を持って参加できたようでした。流れやたくさんのセリフをよく覚えたなあと，いつもの我が子を思い出し，

成長している～と，感心。すっかりお兄さんになってしまい，さみしい･･･（笑）ですが，あと３ヶ月で１年

生。私も気を引き締めて，生活リズムの見直しや準備をしないといけないと思います。

・ 生活発表会，お疲れさまでした。７つのプログラムに出演させるというのは，指導もいつも以上に大変だっ

たかと思います。ありがとうございました。

・ 準備の間のスライドショーや副園長先生の説明があることで，日頃のも保育の様子や目的を知ることが出来

ました。それを分かった上で子どもたちの発表を見られたのが良かったと思います。

・ 個人的には劇の背景の絵（ジャングル？）が素敵だと感じました。１つ１つ手作りの小道具も入部幼稚園ら

しく温かみがあって可愛かったです。

  子どもたちも練習中はそれぞれにストレスもあったでしょう，緊張もいっぱいしたでしょう。でも達成感も

しっかり感じられたと思います。

  そういえば，まりつきやフラフープ対決。今時こういったことは避けられがちですが，「勝って嬉しい，負

けてくやしい」気持ちは意外と大事だなと思いました。

・ 数日前より発表会を楽しみにしていて，何度も家でピアノ，歌の練習をしていました。入部幼稚園が大好き

で，本人にとって，のびのび過ごせているようで，親としてもうれしく思っています。たんぽぽさんの時より

声も大きくなっていて，難しい動きもがんばっていたので，成長を感じることができました。

  残り少ない園生活を楽しみたいと思います。

・ 我が子の成長に関しては，園への感謝の思いの他はありません。本当にありがとうございました。ただただ

感謝です！発表会もすごくよかったです。歌やセリフがなかなか覚えられなかったようで，親子で歌ったりセ

リフの練習をしました。「ア～アアア～」のターザンロープは，しっかり当日まで秘密にしていました（笑）

・ 今年度の生活発表会は昨年とは全く違い，一人一人声が大きく自信がついているのがものすごく分かりまし

た。楽器の演奏もとても上手で大きな音が出ていました。歌や手話もきちんと覚えていて大きな口が開いてい

ました。とても感動しました。「ア～ア～ア～」が聞けて良かったです。

・ とても楽しみにしていた生活発表会でしたが，本番を見て感動しました。今回，練習経過を何も言っていな

かったので心配していましたが，木琴や鍵盤ハーモニカでは場所をちゃんと覚えていて，緊張しながらも，失

敗して少し沈んだ表情をしながらも，よく頑張ったなと思いました。

・ わんぱくだんの劇では，皆一人一人の個性が出ていて，綱渡りなどの工夫がされていて，とても楽しく見る

ことが出来ました。卒園までにまだまだイベントがあるかと思いますが，弟を預けてからの参加になるのでど

うしても最初が遅れますが，よろしくお願いいたします。

・ リズム遊びも，ブリッジなどすごく上手で驚きました！いつもの様子が見れて良かったです。

・ 一クラスでの生活発表会でしたが，すごく見応えがありました！副園長先生の楽しい説明や先生方のすばら

しい準備，とてもすばらしかったです！！本当に最高の生活発表会でした！ありがとうございました！！

・ 劇では，先生方が前もって話の内容を話して下さり，子供達が演じている内容がすごくよくわかりやすかっ

たです。自分達で作った小道具や大道具を使いながら，皆本当に良い表情で出来ていたと思います。ターザン

は，一人ずつ出来てかわいい

・ 生活発表会は，本番の前から歌をずっと口ずさんだり歌っていました。家で歌っていると姉や兄も入ってに

ぎやかでした。（笑）本番では緊張したと思いますが，よく頑張っていましたね。



・ 鍵盤ハーモニカもやり始めたばかりで大丈夫かな？と思いましたが，みんなよくやれたようでかわいかった

です。１音ずつほっぺをふくらませる姿もかわいかったです。

・ 劇は，今年のひまわり組さんの好きな興味のある遊びを取り入れたお話で，とても楽しそうでした。劇中の

「ア～アア～」の再現もおもしろかったです。ジャングルの中の冒険のようで，良かったです。

・ 子ども達ひとりひとりに見所があり，みんなが主役といった感じで，とってもステキな生活発表会でした。

ありがとうございました。

・ 生活発表会を通して，子ども達の成長にとてもびっくりしました。

  初めて見たリズムダンス，みんな生き生きとしていて元気に動く姿は見ていてこちらも楽しくなりました。

  劇では，子ども達がの大好きな冒険や動物，宝探しと，興味があるものを組み込んであって，楽しみながら

練習にも取り組めていたんだろうな～と思っていましたが，ターザンのシーンはどんなふうになるんだろう？

と思っていましたが，リアルに再現されていて驚きました。

・ 前日からドキドキして寝れないと，とても緊張していた娘でしたが，当日は大きな声で歌う姿や，何事も一

生懸命に取り組む姿にジーンと感動しました。

  子どもたちが楽しみにしながら当日を迎えられたのも，先生方のご指導や準備のおかげです。本当にありが

とうございました。娘も私も，とてもいい思い出になりました。

・ 今年の生活発表会もすごくよかったですね。何と言っても，子どもたちひとりひとりが自信たっぷりにセリ

フを言えていたり，表情もよかったです。さすが～☆

・ 始めて数ヶ月の鍵盤ハーモニカやその他の楽器もとても上手になっていて，子ども達の成長に日々驚いてい

ます。

・ 昨年は個々で動いているように見えた演技も，お友達と協力しながら作り上げられた最高の「ひまわりわん

ぱくだん」でしたね。とても可愛かったです。「あ～あ～あ～」って叫びながら綱を渡るシーンは，我が子も

お気に入りみたいで，家でも叫びながら布団の上からジャンプしています。笑 残りの園生活も全力で楽しん

で欲しいです。

【→園からの回答４へ】

3 学期に向けて

・ 年長さんも，年が明けるとラストスパートですね。先生方も閉園，卒園と慌ただしい毎日だとは思いますが，

どうぞ身体をこわされないように･･･。でも，よろしくお願いします！！

・ ３学期も残すところ本当にあと少しと考えると，すごくさみしいです。やり残しがないよう，３学期もいっ

ぱい遊んで思い出をたくさん作りたいです。ご指導，本当にありがとうございました。これからもよろしくお

願いいたします。

・ 最近は，何でも行事の頭に「最後の～」が付き，園生活の一つひとつが終わっていくさみしさも感じている

ところです。あっという間の幼児期でした―！！

  残り少ない日々となりましたが，三学期もマイペースでわがままな息子をどうぞよろしくお願いいたします。

【→園からの回答５へ】

その他

・ 2 学期，多くの行事があり親子で楽しく過ごさせていただいています。毎日本当にありがとうございます。

我が子が楽しく登園していることで，下の子たちも穏やかに園に関わることができており，特に弟は「自分も

幼稚園に通いたい！」という思いが出ています。親としては姉に憧れを持ち続けてほしいと思っています。幼

稚園は楽しそう！自分も大きくなったら･･･と思えたらいいなぁとの考えから，行事にもなるべく弟も連れて

来たいと考えているのですが，園への迷惑（私語や行動など）を考えると，なかなかむずかしいなぁと。これ

までそうされて来た先輩お母さんのすごさを思い知らされます。先生方にも，下の子がいる親の気持ちをもう

少しくんでいただけたらありがたいという気持ちが正直あります。下の子を見ながらの参観，行事はハードで

した。

【→園からの回答６へ】



園からの回答
園行事への質問や願いなどを書いてくださった方もいらっしゃいました。率直なご意見・

ご感想ありがとうございます。園からの返事や・今後の見通し等を書いてみます。

園からの回答１

  運動会や生活発表会，保育参加など，様々な機会を通し，園でのお子様の成長を感じて頂けたこと，大変

うれしく思います。親子共々ドキドキしながら入園してきた頃がなつかしいですね。

子どもの成長のペースは一人一人違いますが，入学が間近になると，子どもよりお母様方が色々と不安に

なることも増えてきます。もし，心配なことや小学校について尋ねたいことが出てきたら，いつでもお声掛

けくださいね。一緒に考えていきましょう。

園からの回答２

焼き芋は，今年度初の試みでした。また，田植え・稲刈りも，いるべ保育園のご厚意により実現すること

ができました。どちらも，なかなか家ではさせてあげられませんよね。

幼少期に，映像や話で知識をただ知るのではなく，実際に自分で体験をしていくことで，子どもたちは，

生活力や豊かな感性を育てていきます。ぜひ，冬休みもお子様と一緒に色んな経験（年賀状書き・大掃除・

初詣・おせち作り・しめ縄飾り等）をしながら，親子での時間を楽しんでください。

園からの回答３

年長組のみでの園生活ということで，今年度は行事の内容を見直したり新たな行事を設けたりしました。

  保育園や他の公立幼稚園との交流では，同じ年齢の子ども達とのふれあいを持つことができました。また，

その時のグループ編成は，できるだけ同じ小学校に行く子を組み合わせました。

   小学校に行っても，たくさんの友だちが作れるといいですね。

園からの回答４

生活発表会も１クラスのみの発表でしたので，どのように運営していくのかかなり迷いましたが，子ども

達に負担を掛けず，日頃から取り組んでいることを発表したり，その様子をスライドショーで紹介したりと

いうプログラムでおこないました。当日も，楽しんでいる子ども達の様子を見ていただけたのではないかと

思います。「本番で緊張した」というのも，きっと成長の表れでしょう。「緊張したけどがんばれた自分」や

「自信を持ってやれた自分」が，またこれからも自分を成長させてくれることと信じています。

運動会同様，発表会後も，子ども達は「発表会ごっこ」で遊び続けています。たくさんの方にいっぱいほ

めてもらったことが嬉しかったんでしょうね。

園からの回答５

年が明けると，幼稚園生活も本当に残りわずかになりますね。保育日数でいうと，あと４５日で卒園です。

３学期は，インフルエンザ等も流行りやすい時期です。子どもだけでなくご家族皆様も，体調に気を付けな

がら元気に過ごせるといいですね。

園からの回答６

下のお子様を抱えながらの各行事への参加，ご足労をお掛けしましたね。きっと小さな子が騒がないよう

にと，毎回気を使ったりどなたかに見て頂いたりと，ご配慮なされたのでしょう。ありがとうございます。

園児達が落ち着いて保育や行事に臨めるようしていくことは園の努めであり，また，園行事の時だけでは

なく，子どもがまわりに迷惑を掛けないようにしてくことは親の努めであります。しかし，それでも迷惑を

掛けてしまうのが，子どもです。その気持ちは皆分かると思いますので，どうぞご一緒に参加ください。連

れて来る中で，下のお子さんがマナーを学ぶ機会にもなるでしょう。ＰＴＡ行事のお手伝い等で，衛生に関

して下の子を連れて来にくいことがある場合には，どうぞ職員や役員にご相談ください。

よいお年をお迎え下さい。ぜひ，楽しい冬休みを・・・。

３学期の始業式は，平成３０年１月１０日(水)です。


