令和４年度 第１回「深谷東幼稚園の教育活動」についての保護者評価の結果について（報告）
令和 4 年 １０月 吉日
いつも本園教育活動にご支援ご協力をいただき誠にありがとうございます。
保護者の皆様から評価結果を取りまとめましたので、以下のとおりご報告いたします。
【評価の基準】
Ａ：よくあてはまる

Ｂ：わりとあてはまる

Ｃ：あまりあてはまらない

Ｄ：あてはまらない

[注] 項目５のＡ＋Ｂの総計は、四捨五入の関係で実際の総計と異なっています。

項
目
1 子供は、幼稚園に行くことを楽しみにしていますか。

Ｃ

Ｄ

A+B

62% 29%

Ａ

Ｂ

7%

2%

91%

2 子供は、なかよく遊べる友達ができたり、増えたりしましたか。

58% 37%

4%

1%

95%

3 子供は、幼稚園のことや友達、先生のことを話していますか。

60% 33%

7%

1%

93%

4 子供は、自分でできることが増えていますか。

63% 37%

0%

0%

100%

5 子供は、「あいさつ」ができるようになっていますか。

49% 46%

5%

1%

94%

6 子供は、早寝早起き・朝ごはんの習慣が身についてきていますか。

67% 28%

4%

1%

95%

7 幼稚園は、わかりやすい保育活動・行事を実施していますか。

75% 25%

0%

0%

100%

8 幼稚園は、一人一人を理解し、どの子供にも適切に対応していますか。

66% 33%

1%

0%

99%

9 幼稚園は、ホームページやWEL-KIDS、各種便りで適切に情報提供・発信をしていますか。
78% 22% 0%

0%

100%

10 幼稚園は、給食などを活用して、食に関する関心を育てていますか。

79% 21%

0%

0%

100%

11 幼稚園は、ご家庭からの連絡や相談に適切に対応していますか。

77% 23%

0%

0%

100%

12 幼稚園は、子供たちの健康・安全を考えた指導・対策を行っていますか。

80% 20%

0%

0%

100%

13 幼稚園は、保護者と連携・協力してＰＴＡ活動に取り組んでいますか。

79% 20%

1%

0%

99%

14 幼稚園は、清掃・美化など気持ちのよい環境を整えていますか。

85% 15%

0%

0%

100%

15 幼稚園の教育活動について、全体的に満足していますか。

79% 21%

0%

0%

100%

【結果から】
(1) 子供たちの家庭での様子に関して（設問１から設問６）
(Ａ＋Ｂ)の回答割合の平均は、94.7％であり、概ねよい数値となりました。中でも「自分でできるこ
とが増えている(設問４)」の回答割合が 100％となっています。幼稚園生活や家庭生活をとおして子供
たちが一歩一歩「育ちと成長」を重ねていることを大変うれしく感じました。一方で「幼稚園に行くこ
とを楽しみにしている(設問１)」
「幼稚園、友達、先生のことを話している(設問３)」の回答割合が相
対的に低くなっています。これからも一人一人に寄り添い、その子に応じた支援・援助に努めるととも
に、教育活動を工夫充実させ「子供たちの笑顔と元気」を育んでまいります。また、集団生活のよさを
生かし園児相互が関わる活動を大切にして、仲間意識や規範意識を高めてまいります。「あいさつ」に
ついては、自分からあいさつをする園児が増えているように実感しています。今後も『あいさつ上手な
東の子』をたくさん増やしていきたいと思います。
「早寝早起き・朝ごはん」の生活リズムについては
引き続きご家庭でのご協力、よろしくお願いいたします。
(2) 幼稚園運営に係る状況、教職員の指導・対応等について（設問７から設問 15）
(Ａ＋Ｂ)の回答割合の平均は 99.8％となり、本園の教育活動に対して肯定的な評価をたくさんいた
だきました。とりわけ、
「清掃・美化の環境(設問 14)」や「健康・安全への指導・対策(設問 12)」「食
に関する関心(設問 10)」
「適切な情報提供(設問９)」の項目に満足できる評価をいただけたことは、大
変ありがたいかぎりです。昨年度の反省を生かして本年度がスタートできたこと、開園２年目となり計
画的に諸行事・活動を進められたことがその背景にありますが、何よりも保護者の皆様(ＰＴＡ)の幼稚
園運営へのご理解とご協力のおかげと、厚く感謝申し上げます。皆様から相応の評価をいただいたこれ
らのことを深谷東幼稚園の「特色」としてさらに充実していきたいと思います。
・設問７⇒今後も活動・行事のねらい・計画をわかりやすく伝えるとともに、事後の報告を丁寧に行ってま
いります。
・設問８⇒子供たちの実態や状況、その子の特性の把握に努め、一人一人の育ちを支えてまいります。

・設問９⇒今後もホームページにより幼稚園・子供たちの様子を伝えるとともに、WEL-KIDS を活用して適
時適切に情報提供してまいります。
・設問 10⇒「給食」に慣れ、
「楽しく進んで食べる子」が増えています。今後も給食や野菜の栽培などをと
おして食への関心を育んでまいります。
・設問 11⇒随時、保護者の皆様からの相談を受け付けるとともに、年３回定期の教育相談を実施していま
す。担任だけでなく、教務主任や栄養士、養護教諭等も相談に応じます。
・設問 12 ⇒子供たちの「健康・安全」を最優先し、施設設備の衛生・安全管理に努めるとともに、子供た
ちへの健康・安全教育も進めてまいります。
・設問 13⇒ＰＴＡ活動も２年目を迎えました。ＰＴＡ本部・専門委員会の皆様が推進役となり、ＰＴＡ活
動が計画的に運営されています。
・設問 14⇒Ａ評価の割合が 85％となり、肯定的な評価が最も高くなりました。今後も施設設備の維持管理
と美化・清掃に努めてまいります。
・設問 15⇒Ａ評価の割合を昨年度からたどると、67％→69％→79％と推移しています。保護者の皆様の期
待の大きさと捉えています。園児にとって「通いたくなる幼稚園」
、保護者にとって「通わせがい
のある幼稚園」を目指してまいります。
【ご意見・ご感想】 ～ たくさんのご意見・ご感想、ありがとうございました ～
教育活動の工夫改善につながる貴重なご意見をいただきました。教職員間で協議することはもちろん、
ＰＴＡ理事会等での意見交換を重ねながら、今後の幼稚園運営に反映していきたいと思います。
「年少」
・○○先生の行き届いたケアに毎回感動しております。しっかり個人単位で見ていただけていると感じ、非
常に頼りがいのある先生です。
・いつも熱心、丁寧なごありがとうございます。１～６の項目は、主に家庭での関わりや取組が重要で大切
な項目になると思いますので、親が常に意識しサポートしていきたいと思います。
・給食ではなかなか食べない娘の対応をして頂きありがとうございます。また、調査票に書いた内容に対し
ても細かく配慮してくれるので安心しています。もっとコロナが落ち着いてきたら、保育参観等の回数が
増えることを期待しています。
・担任の先生が、幼稚園での１日の出来事を教えてくださるので助かっています。
・いつも園での様子がホームページに掲載されてあったり、大事な連絡は WEL-KIDS で知らせてくれたり、と
ても有難いです。お休みしたときに、クラスの「お知らせ」のホワイトボードが見られたらもっといい
な、と思いました。
・初めての集団生活で不安でしたが、毎日楽しく通うことができています。担任の先生と副担任の先生のこ
とが大好きで、土日も幼稚園に行くと言っています。先生方、いつもありがとうございます。
・
「１」については、登園前は毎日ぐずっていますが、降園時は楽しそうなときが多いので問題ないと考えて
います。
「２」
「３」は、園での話をあまりしないので、よくわかりません。
・先生方はもちろん、保護者の皆様も、学年が違っても気持ちの良い挨拶をしてくださるのでとても嬉しい
です。また、アルミ缶回収や除草作業など、皆で協力することがあり、とても素晴らしいと思います。
・幼稚園に行くようになり３か月になりますが、言葉が増えてきていることや家でお手伝いをしてくれるこ
とが増えてきていて、ゆっくりですが○○の成長を感じています。先生たちが色々な対応をしてくださっ
ているおかげです。本当にありがとうございます。
・先生方、いつも楽しく優しく保育活動をしてくださり、有難うございます。相変わらず朝は泣いています
が、幼稚園での出来事や、先生やお友達のことをよく話してくれるので楽しんでいるのが伝わってきま
す。今後も宜しくお願いいたします。
・担任の先生をはじめ、○○先生、○○先生にも子供の名前を覚えていただき気にかけてくれています。幼
稚園全体で皆を見てくれていると実感しています。ありがとうございます。以前、駐車場隣接道路の車の
停車について話したところ、その後なくなっています。なので、隣の高校への対応をしていただいたのか

なと思っています。とても感謝しています。
・入園前は、自分の名前など言えずに母の後ろへ隠れてしまう子でしたが、最近は親以外の大人の方、先生
に対して受け答えができるようになったり、バイバイをするようになったりと、今までと違った面を見せ
てくれるようになりました。それから、毎日園の様子をブログにアップしてくださるので、幼稚園での１
日の出来事が大変わかりやすいです。担任の先生をはじめ、園長先生、他の先生方、毎日園児たちを見守
ってくださり本当にありがとうございます。
・毎日、子供が楽しく幼稚園に通っています。いつも優しく対応していただきありがとうございます。ホー
ムページの幼稚園の日誌の更新をいつも楽しみにしています。毎日、ありがとうございます。
・ありがたいことに、娘は幼稚園が大好きです。夏休みも通えるので楽しみにしています。
・子供が毎日幼稚園が楽しいと話してくれるので私も嬉しいです。また、この間は、家では食べないナスを
給食ではがんばって食べたと報告してくれとても嬉しかったです。先生も優しく、分からないこと、不安
なことを相談しやすいです。
「年中」
・いつも大変お世話になっております。感謝でいっぱいです。
・進級し、不安もまだありますが、
「今日は○○でした」「こんなふうに話をしてくれました」と、園長先生
をはじめ先生方から一言でも声をかけてもらえることで親も安心します。しっかり見てくれているという
ことが分かり、嬉しく思います。本人が少しでも笑顔で楽しく登園できるよう一人一人の気持ちを理解し
てかかわっていただけたらと思います。これからもよろしくお願いいたします。
・子供たちの成長のために日々色々と考え指導してくださりありがとうございます。年中さんになり、今ま
で以上に自分でできることが増えていると感じます。先生方の指導に感謝申し上げます。天候上、外遊び
が難しい日が増えている状況下で子供の体力作りや発散が不足しているのではと少し心配でした。可能な
限りで、今後このような場合を想定したカリキュラムや遊戯室を利用した過ごし方のバリエーションが増
えるといいなと感じました。
・お陰様で毎日楽しく通っています。園であった出来事を嬉しそうに話す姿を見て、こちらも嬉しく毎日の
楽しみの一つです。登園後、園庭遊びを実施していただき、戸外遊びの時間が増えたことは有難いのです
が、子供だけが出ていて職員の姿が見当たらないことがありました。ブランコやジャングルジムで遊んで
いる子がいたので、不安に思いました。お忙しい中ではありますが、よろしくお願いいたします。
・いつも見守ってくださりありがとうございます。安心して預けられます。
・年中になってから体調を崩すことが増え、園をやすみがちになってしまいました。毎朝泣いて登園し降園
後は疲れてグッタリしていることが多く、ストレスが体調不良につながっているのではないかと心配して
います。土日はリラックスして気分転換できるよう努めていますが、体調面も精神面も早く落ち着いたら
いいなと思っています。今後とも先生方にもサポートしていただけますと幸いです。とは言え、幼稚園で
のできごとや楽しかったことなど、家で嬉しそうに話してくれます。何事にも意欲的にチャレンジした
り、様々な面で自信をつけていることを実感しています。担任の先生のことを頼りにしているようで大好
きです。これからもよろしくお願いいたします。
・幼稚園に行きたくない、やだ、とぐずる時もありますが、翌朝には元気に登園し、楽しかった！と帰宅で
きるのは先生方のご指導のおかげと感謝しております。手のかかる子供ですが、今後ともよろしくお願い
いたします。
・いつも子供たちの様子を丁寧にみてくださりありがとうございます。おかげさまで毎日楽しく幼稚園に通
っています。
・イベント時に配っていただくお菓子について。予算等にある中で、子供たちに楽しみをくださり感謝して
おります。ただ、その内容が、もう少し子供たちの体に配慮していただけると保護者として嬉しいです。
いつもありがとうございます。
・保護者同士で交流する機会があればよいと思う。（除草ボランティアは他の保護者の方と話すよい機会でし
た。
）
・コロナに加え異常気象による暑さなど制限がある中でも、いつも「今日は楽しかった」と話をしてくれ、

子供も成長を感じるとともに、先生方への感謝でいっぱいです。ＨＰに掲載してくださる保育の様子も毎
日の楽しみとなっています。
・朝、園庭で遊ぶようになり、とてもよいことだと思うのですが、門が開いた状態で門のところに先生がい
ないことがあるので、事故や誘拐など大丈夫なのかと心配になります。
・我が家の方針（無理やりさせない）をくみとってやさしく対応いただきとても感謝しています。行きた
くない（家でやりたいことがある）ときはありますが、幼稚園は好きなようです。担任○○先生はいつも
笑顔で声も聞き取りやすく、説明もわかりやすいので助かります。
・幼稚園の畑で育てた野菜をもらってくるようになってから（3 歳～）
、野菜を食べてくれることが多くなっ
たり、今はミニヒマワリを育てながら成長を楽しみにしていて、今後もこのような野菜や生き物を育てる
ことの大切さなどを学んでくれていったらうれしいなあと感じています。
・毎日毎日幼稚園に行くことを楽しみにしています。先生たちのおかげです。本当にありがとうございま
す。最近は、給食で、これが苦手だった……これがおいしかった！……これは初めて食べた！など教えて
くれます。先生に少なくしてと言うのが難しいけど、頑張って言えるようにするという目標を立てていま
す。
・毎日安心して子供を送り出せています。ありがとうございます。門から一人での登園や登園後すぐの外遊
びなど、とてもよい取り組みだと思います。
・朝のあいさつがまだ苦手な子ですが、園長先生をはじめ、職員の方々が温かく見守ってくださり、親が焦
らず少しずつできるようになればいいんだと励まされています。ありがとうございます。
・コロナ禍で難しいかもしれませんが、保護者がもっと子供の園での生活が見られる機会がほしいです。昨
年の表現遊びの会も、保護者一人のみ参加なら、２回開催するなど何か工夫していただければよかったで
す。
・子供が休日も園に行こうと準備をしている姿をみると、幼稚園が楽しみな様子がうかがえます。学びの
場、成長の場でいつも子供たちをサポートしてくださる先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。
・自分でとってきた野菜をおいしいといつもは食べなかったりするのに完食していました。
「年長」
・園内でのコロナ感染状況、隔離者の有無をクラス単位で WEL-KIDS を通してもっとしていただきたいです。
・今年度から登園後すぐに園庭で遊べるようになり、外遊びの回数（時間）が増えてよかったと思っていま
す。サッカー当番や絵本の読み聞かせ等は参加する保護者が同じ人ばかりなので、なるべく全保護者が参
加するようにしてもらえると助かります。
・コロナ対策にご尽力いただき、季節ごとのイベントも開催してくださりとてもありがたいです。
・運動会や発表会の業者さんのビデオ撮影があると助かります。みんなで行う泥遊びが本当に楽しかったよ
うで、普段あまり園の話をしてくれないのですが、たくさん楽しかったことをはなしてくれました。あり
がとうございます。
・年長になり、担任の先生も変わり、給食時本人に合った対応をしてくださり、「給食が嫌いだ！」となくこ
とがなくなりました。完食もできるようになり、本人の自信にもつながっています。……また、今年度よ
り登園後すぐに外遊びができるようになったのはとてもよい環境を作っていただいていると思っていま
す。本人も喜んでいます。お帰りの際も、親子で一緒に先生からのお話を聞くようになり、時間短縮につ
ながり助かっています。
・いつもお世話になっております。今後ともよろしくお願いいたします。
・子供たちへの保育活動ありがとうございます。季節を感じることのできる行事や工作制作が多く、子供も
楽しく幼稚園生活を楽しめているようです。コロナ等問題もあると思いますが、保護者が参加できる何か
行事や、壁面制作などを見ることができる機会、子供たちの写真を撮ることができる機会があればうれし
いです。
・猛暑の中、いつも教育活動をありがとうございます。幼稚園のお友達と一緒に小学校に入学できることを
心強く感じているようです。今後ともご指導よろしくお願い申し上げます。
・幼稚園生活最後の年となりますので、様々な経験、体験ができるようたくさんチャレンジのできる機会を

つくっていただきたいと思います。
・いつも子供が楽しく幼稚園に通えているのも、先生方のきめ細やかなかかわりのおかげだと感謝していま
す。子供の話を聞いていると、先生方が一人一人の話をじっくり聞き、丁寧に対応してくださっているの
がよくわかり、ありがたいなと思っています。
・コロナ禍ではあるが、子供の教室内にはられている作品等、見学する機会があってもよいのではないかと
思う。少数交代制を取り入れる等もっと工夫して普段の保育の可視化につとめてほしい。
・入園して２年目を迎え、年長児としての自覚がでてきて、毎日楽しく園生活を送っており、親としても嬉
しく思います。朝の登園時に年長児は門の所で保護者と離れたり、朝から園庭に出てたくさん遊んだり、
プールの設置等、よりよい園生活を送るために様々な工夫をありがとうございます。ＰＴＡ役員として、
様々なお手伝い、ご協力ができればと思います。よろしくお願いします。

