
【令和元年度 より良いこども園をめざすための保護者アンケート】 
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※保護者参観について、施設規模に対する参加者の増加による混雑や見づらさ、時期によって

の感染症リスクなどを受けあり方を検討しております。次年度の参考といたしますのでよろしくお

願いします。 

 

 



 
 

「今年度のひな祭り会保護者参観中止にともなう YouTube 活用について率直なご意見をお聞か

せ下さい。」 

73 件の回答 
・当日の様子がよくわかりました。ありがとうございます。 

・ひな祭り会の様子がわかりとても良かったです。ありがとうございます。 

・チャンネル登録などをして、日々の写真なども載せてほしい。 

・YouTube で気軽に観れるのは良いが、データで残したいので DVD は今まで通り貸してほしい 

・DVD を借りるのもいいのですが借りる手間などなく手軽に見れてとても良かったです。 

・いつでも閲覧できるのは 非常に良かったです。 保存ができないので大きくなるまでとってお

けるか心配です。 

・とても良い試みだと思います。時代の流れに合っていて、気軽に通勤中なども含めていつでも

見られるのはとても嬉しく、また助かります。 

・CD ですと借りるのを忘れてしまうため私的にはとても良かったです。 

・とても良かったです 

・気軽に見ることができ、とてもよい取り組みだと感じました 

・観覧ができなくても見ることができて、よかった。 

・直接見たかったですが、家でゆっくり、何回も見れたので、悪くないと思いました。 

・YouTube を活用して方法はとても良いと思いました。編集も丁寧でとても良かったです。 一つ

要望があるとするならば、撮影は正面からが良かったなと思います。少し見にくかったので。 

見たい時すぐテレビで見れるので便利 

・家族で一緒に家で動画を観ることが出来て、子どもたちも何度も観せて〜と喜んでいました。 

・祖父母などにもすぐに送ることも出来、よかったです。 

・ダウンロードできないのが難点だった 

・DVD の貸し出しよりも、いつでも閲覧できて良いと思います。アクセス権もきちんと制限されて

いるので安心です。 



・子どもは、親が見に来ることを楽しみにしていたようで参観が無くなったことを残念そうにしてい

ました。 でも、働く親の立場としては、仕事を休まずとも子どもの頑張る姿を見ることができ、こ

んなにありがたいことはない！と正直思いました。 参観無しで動画配信だけならば、仕事が休

めず、他の保護者の方は参加しているのに自分は参加できない、ごめんね、という思いもせず

に済みます。 混み合う会場で後ろの方から自分で取った動画よりも、先生方が良い場所から

撮り編集してくださった動画の方が、子どもの様子がよく見えるのかもしれません。 ただ、全て

の親御さんが、我が子の頑張る姿を見ることができるよう、撮影の仕方に気を付ける必要が出

てくると思います。(極端に映りの少ない子がいないように、ということです。) 夫の意見として

は、パスワードがあるにしても、第三者機関を通じての配信に不安があるとのことでした。 何ら

かのトラブルで情報が漏れるような事があれば、個人を特定することが可能になるかもしれな

い、と。 You Tube の安全性がどれくらいのものなのかは私にはわかりかねますが、例えば写

真の DVD に入れて、全ての親御さんに渡り見ていただくのにかかる時間との違いも、明らかに

違ったと思います。 

・仕事を休まずとも、子どもの頑張りが見られてとても良いと思いました。 参観無しに一様に動

画配信ならば、うちだけ見に行けずにごめんね、という思いをすることもなくなるかと。 混み合う

会場で後ろの方から撮るより、前の方で先生方が撮り編集してくださった動画の方が良く見える

のかもしれません。 (極端に映りの悪い子等が出ないように配慮する必要はあるかもしれませ

んが。) 配信の手段として、第三者機関を使うことについては、不安はあります。 You Tube は

手軽で、多くの保護者に素早く子どもたちの様子を見せることができますが、パスワードがある

にせよ、その安全性については、私自身がよくわからないためです。 

・参観中止になったので、有難い。気軽に観ることが出来るので、今後も続けて欲しい 

・離れた親族や、テレビ画面でも見ることが出来るので便利なツールだと思います。 

・参観中止はとても残念でしたが、世の中の状況を鑑みると適切な判断だったと思います。 

・YouTube での配信も、遠くにすむ祖父母にすぐ見てもらえたのでよかったです。先生方から本

番の様子もたくさん聞かことができ充実した会になったと思います。 

・手軽に見られる動画配信はとても良かったと思います。 

・初めてでしたが、特に不満はなく楽しんで見ることができたので良いと思います。 

・保護者の混雑で、発表をよく見えないことが多かったので、動画配信はとても良かっと思いま

す。 

・家族で一緒に家で動画を観ることが出来、子どもたちも喜んでいました。祖父母などにもすぐ

に送ることが出来、良かったです。 

・何度も観られ、離れて暮らす家族にも共有することが出来るので、参観が出来るようになって

も、続けてほしいと思う。 

・いいと思います。 ただ自分の子供の顔があまり写っていなくて残念でした。 時間に限りがあ

り編集もあるので仕方がないと思いますが入退室や全員が揃っている所では、なるべく全て映

して欲しかったです。 



・保護者の参観が難しい中で、動画で見れて良かった。 

・遠方の祖父母にも見せることができたので良かったと思います。 

・コロナ対策としてとても良いと思いました。 

・大変よかったです またよろしくお願いします！ 

・兄のアンケート回答と同様です。 ぜひ今後も YouTube 活用していただきたいです！ うちの

子が横を向いていたのも悪かったのですが、横顔 or 背中しか映っておらず、残念でした。 

・パソコン持っていない人もいるだろうし、パソコンだといつでも観れない。 いつでも手元で観覧

したいので DVD 貸出より断然良かった。 

・参観中止になってしまったので、ありがたかった。今後も続けて欲しい。 

・いいと思います。 編集もあるので仕方がないと思いますが、なるべく舞台に上がってる時は一

人一人録ってくれると嬉しいです。 

・保護者が集まると密集していてあまり見れないので、クリスマス会と運動会以外は YouTube で

配信してほしい。 

・中止はやむを得ない判断だと思います。ホールは、狭く、人口密度が非常に高くなるため。 行

事においては、自信でビデオを撮影しても全方の方の頭が入っていたりで綺麗に撮れないた

め、録画を提供頂けることは大変有り難いです。 

・実際に観たいですが、とてもよく撮れていて、子供たちも実力を発揮出来ていると思いました。 

・スマホで簡単に見れて大変ありがたかった。 

・家でゆっくり、子供たちと一緒に見れたので、一つの活用方だと思います。 

・DVD を借りたりする手間がなくて良かった。 

・YouTube の活用はぜひ今後も続けてほしいです！近くに住んでいない祖父母にも見てもらえ

るので、祖父母も大変喜んでいました。 ただ、横からのアングルだとあまり子どもの表情が見ら

れなかったのが残念でした。 カメラのアングルは基本正面の方が見やすいと思いました。 参

観した際自身でも動画を撮りますが、真正面からの動画はなかなか撮れないので園のカメラで

撮ってもらえると助かります。 

・動画の保存などの面から今まで通り DVD のほうが嬉しいなと思いました。 

・クラス別に、動画が分けられていて良かったです。 

・直接見れないのは残念だったが、遠方の祖父母にも見てもらうことができて良かった 

・とても良かったです。誕生日会が平日なので YouTube で配信してもらえたらすごくありがたい

です。 

・参加できなくても、閲覧できて嬉しかったです 

・実際に観たいと思っていましたが、よく撮れていたので、嬉しかったです。 

・分かりやすく、満足しています。 

・最初は正直驚きましたが、子供たち一人一人の顔がちゃんとうつっていて頑張っている姿が見

られて良かったです。 

・子供たち一人一人の顔がうつっていたので大変良かったです。 



・保護者参観中止はしょうがなかったと思います。YouTube を家でゆっくりみれて有り難かったで

す。 

・動画の共有が簡単にできたので、良かった。 

・すぐに保護者も観られるようになり、とても嬉しかったです。ありがとうございます。 

・クラス全体がよく撮られていて見妥かったです。 

・園でご対応いただける最善策だと思います 

・とても良い方法だと思う。 

・分かりやすく満足しています 

・動画にしてくださり助かりました ありがとうございました 

・YouTube もありがたいが、動画が保存出来なくて困る。もしかしたらやり方があるのかもしれな

いが、活用が分からない。いつもの CD に入れてくれた方がありがたいです。やはり、親が見て

撮った方が良い。 

・普段の子供の様子が見え、とても有り難かったです。 DVD の貸し出しだと順番を待たなくては

ならないので、今後も You Tube 配信は是非お願いしたいです。 

・時代に則した試みでよいと思う。 

・コロナの対策について柔軟にご対応いただきよかったとおもっています。子供にも説明もでき

たのでありがたかったです。 動画は今後参観が再開されても是非続けていただけるとありがた

いです。 

・大変助かりましたが、パソコン等に保存できたら良かったなと思いました。 出来るなら申し訳

ありません。 

・ビデオの画角や編集も綺麗で、とても見やすかったです。親の観覧が無くて、本人は少し寂し

そうでした。 

・写真と合わせて動画でも子供達のお遊戯を見ることが出来て良かったです。仕事などで参観

できないこともあると思うので、今後も、参観の可否にかかわらず、子供達の成長をその都度確

認できる試みを続けてほしいです。 

・もともと、祖母に参観に行ってもらう予定だったので、YouTube はとてもありがたかったです。 

・コロナが流行ってるので、仕方ないと思いました。動画も園内の人だけの閲覧で、安心です。 

やむを得ないと思います 

 

 

 

 

 

 

 

 



お子様について 

 

 



 
特に良かった保育や行事をお書きください 

73 件の回答 

・運動会 

・クリスマス会 

・体操教室、クリスマス会 

・パンケーキパーティー 

・クリスマス会、ひな祭り会 

・食育 

・給食が全部食べられるようになった 

・子供は初めての遠出で凧揚げがとても思い出に残ったそうです 

・運動会(保護者 vs 先生リレーも含め。 ぜひ参加してみたいです。) 

・全ての行事において、先生方による装飾や道具類も素晴らしく、子どもたちが一生懸命頑張る

姿が更に際立っていました。 どの行事も心に残るもので、甲乙つけがたいです。 

・運動会とクリスマス会 

・歌をたくさん流していただけるおかげで口ずさむようになりました 

・食育により、家でもお手伝いをしたいと思うようになったこと。 

・日々の制作 

・全て。その中でも、誕生日会やクリスマス会が良かったです。 

・茶道や英会話、体操など普段家庭では出来ない体験を毎回楽しみにしています。 

・全ての行事が良かったと思いますが、秋の遠足できりん組だけ延期にならなかったのが残念

でした。テラスモール前の道路以外の道を使うなどして実施して貰いたかったです。とても楽し

みにしていたので。 

・誕生会･･一年に一度、我が子が主役になれる会。7 月は人数が多いので、ろうそくを吹くとき

だけ 2 つか 3 つのグループに分けてやるのはどうでしょうか。  



・運動会 毎年、子供の成長を感じられ、親も一緒に楽しむことが出来る。 

・体を動かす事が大好きなので、体操教室がある日は楽しみのようです。 

・運動会やクリスマス会ではお友達との関わりもしっかり見ることができ、親同士の親睦も深めら

れたのでよかったです。 

・運動会、クリスマス会 

・体操教室の先生の授業があった日は、いつもより色々話してくれます。 大きくなるにつれ、男

性の先生とパワフルに行動するのが楽しくなってきたようです。 

・季節ごとの行事は子どもも毎回楽しみにしていて、終わってからもしばらく家で話が出たり、制

作したもので遊んでいます。 

・小金公園へのお散歩 

・夏祭りが良かったです。また、食育については、なかなか家では経験させてあげられないの

で、今後も期待してます。 

・大変満足しています。 

・外遊び 給食 

・お誕生日会 

・運動会 親子で参加することが出来るため、子供と一緒に楽しむことが出来る。 

・安全面を確保するのが大変な長距離の散歩も取り入れて頂いたので、体力もついたと思いま

す 

・慣らし保育での臨機応変な対応が良かった 

・夏期の水遊びやプールは、子供達がとても喜ぶので、暑い年は柔軟に期日を変更して長めに

対応頂けたら良いと思います。 

・食育、茶道 

・全てありがたいと思っています。 ごはんを食べるときのマナーや、トイレ、お散歩の時の交通

ルール、親が教えてあげないといけない事ですが、先生方が丁寧教えていただき、助かりまし

た。 

・誕生日会 

・餅つきなど、季節に合わせたイベント 

・お友達とのトラブル、特に加害者側になった時の子供への接し方、導き方、フォローなどを時

間をかけて相談に乗ってくださいました。小さな事での相談もいつも親身に聞いてくださりとても

感謝しています。 

・集団生活の中で、個人も尊重されている。敬老の日の会は、普段子供と接する事ができない、

祖父母と触れ合える、良い機会だと思う。 

・下の学年の子とのペアでの活動 

・食育は積極的に行っていただけるので子供も楽しみにしていて有り難いです。 

・ひなまつり会や運動会の衣装がかわいかった 下痢のときに、お尻を洗ってくださること 



・私は英会話や体操、華道や茶道、感性を磨く貴重な体験をさせていただいていたことを嬉しく

思いました。子供はプールが楽しかったようです。 

・登園拒否する時期があって悩んでいた際に親身になって相談にのってくださり安心して預ける

ことができました。 

・先生方が子供たちと一緒になって楽しんでいる姿が垣間見られ、安心感があります。 

・運動会が毎年工夫されていてとても良い 

・下の学年の子と一緒のお散歩。 

・食育は家でやる余裕がないので、とても助かってます。 

・お餅つき 

・食育、ノーチェルーム交流会 

・クリスマス会での親も給食を試食できた事。初めの方は子供と同じメニューを試食できたので、

どんな味なのか分かって良かった。お金を払ってでも良いので、また試食したい。 

・運動会やクリスマス会、ひな祭り会での発表では成長した姿を見ることが出来て毎回嬉しいで

す。 

・誕生会の司会はきょうだい児に配慮されていてありがたかった。 

・夏祭り 

・こどもに聞いた意見：みんなで駅に飾ったグレース号を製作したこと。  

保護者：先生方は大変だと思いますが、季節感のある保育、行事は大変ありがたかったです。 

・季節を感じることのできるお散歩や、季節の行事に合わせたイベントや歌の保育 

・他のクラスとの関わり。(お散歩など)おはなし広場。 (お兄ちゃんも大好きでした！) 

・いつもご配慮くださり、ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さらに園をよくするためのご提案がありましたらお書きください 

41 件の回答 

・トイレにスリッパ導入をご検討いただきたいです。トイレに行ったはだしのまま、教室で活動す

るのは衛生上心配です。 

・歯磨きをしてほしい 

・遠足が中止になってしまって子供はとても残念がっていました。雨だと延期にしていただけたら

子供も喜ぶかと。他の園や幼稚園に比べると年中からというのも少ないと思いますし、その 1 回

も中止になってしまうのは少し可哀想かと。 先生たちも大変だとは思いますが・・・ 

・季節毎に毎回手の込んだ作品を 一緒に作成して頂いているかと思います。 その作品や日

頃の写真などを ホールに展覧し 展覧会形式で夕方以降に 保護者が見れたらありがたいで

す。 また、少しずれてはしまいますが にじのかいのエンブレムの 靴下もあったら行事の 統一

感が増すのかなと思います。 

・デジタル化は利便性が高くとても助かるので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

・ことりの先生は子供のやりたいことを尊重しつつルール生活を教えていただけていると思いま

す。 

・放課後の課外活動を充実させて欲しい。 幼児クラスでもクラスだよりが欲しい。 (日中の活動

の様子や子供たちの雰囲気が分からないので、イメージがわかない)  

・授業参観みたいな行事があるといいなと思いました。 

・先生方が色々考えて下さっているのが本当に伝わってくるので感謝しかありません。 今後共

宜しくお願い致します。 

・朝の会や給食など、日常の生活を見れるような参観の日もあると嬉しいです。  

・日頃の活動(朝の会や外遊び、給食など)を見る機会もあるとうれしいです。 

・行事、華道、茶道など、色々な経験ができてとても感謝しています。 ただ、練習や移動が多

く、自由に遊ぶ時間が少ない(細切れ)と子供が良く話していました。 年中くらいから、上履きを

履く習慣がほしいです。 

・せっかくアプリを入れているので、連絡帳を電子化しては以下がでしょうか？先生方の負担が

減ればいいと思います。 

・送迎の時間だけだと、なかなか先生方と話す時間がとれないので、面談等で普段の様子をゆ

っくり話す機会があるといいかと思いました。 

・子供の安全確保の件ですが、 玄関の鍵を保護者も先生もいない時に子供が自分で開けて外

に出て、 また園内に戻っていく様子を見かけた事があります。 子供が勝手に外に出られるの

は安全確保できていないと思います。 何かあってからでは遅いので、早急に対処した方が良い

と思います。 

・兄のアンケート回答と同様です。特に乳児は、トイトレやおきがえ・手洗いなど、チャレンジする

ことが多いと思います。家庭でもチャレンジしてほしいことなどを「今月の目標・取り組み」として

書いていただけると、保護者はとても参考になると思います。 月齢の違いで個人差もあり難し



い面もあるかと思いますが、ご検討お願いします！ (例)「今月の目標・取り組み」トイレに座って

みよう！ズボンを自分で履いてみよう！etc いつもありがとうございます！本当に感謝しており

ます。 

・普段の様子や行事の写真や動画をパソコン DVD ではなく YouTube や他の方法で携帯電話

で見れるようにしてほしい 

・子供と一緒に歌ってる歌や、手遊びなどをクラス便りで教えていただけると、家でも一緒に歌え

ていいなと思う。「歌って！」と言われたときに参考にできるので(^^) 

・クリスマス会まで金曜日になるのは非常に残念です。夕方にやると子供たちもお腹がすくので

逆に集中力がなくなりうまく発表ができなさそうです。 

・夏場、プール後に水着を脱ぐ際に、衝立が小さく、駅ホームからみえていたので、改善してい

ただきたい 

・月毎の予定を前月迄に出して頂けると有り難いです。 

・年間行事を減らしてもいいかなと思います。そのかわり保育参観として体操教室や室内での

製作など普段の先生と子ども達関わり方や遊びの様子を見たいです。 

・のびのびと育てていただき、感謝しています。今後ともよろしくお願いします。 

・放課後の課外活動の充実を希望します。 

・入り口にしか換気できるところが無さそうで、感染症対策のための換気が十分にできているの

か心配に思った。 

・園だよりに「今月の目標・取り組み」のようなものを書いてほしいです。 

・月に数回、幼児の発案で、組まれるプログラムの日があると、やりがいに繋がると思います。 

・車、恐竜について調べる日とか、外で縄跳び大会をやってみるなど。 

・特にありません 

・年少になってから特になにかがなければその日の様子などは教えていただけないので帰りの

際にもう少し先生とコミニケーションが取れたらいいなと思います。 

・満足しています。 ありがとうございます。 

・いつも丁寧なご指導に感謝しています。 現状でもとても満足しています。 

・YouTube を使った動画配信はとても良かったが、正面からの撮影にしてほしい 

・何度もお伝えしてますが、玄関内にベビーカーは入れないようした方がよい。乳児が靴を履くと

きに危ない場面を何度か見てます。いつか事故が起きます。懇談会の保護者の靴も。 行事の

時、靴袋の配布はいらないです。各自用意してもらったほうが。エコじゃない。 

・夏祭りは混雑のため、親子共々、結構疲れてしまいます。 

・年間行事を減らし、保育参観として室内での製作の様子や体操教室など先生方と子ども達が

普段どのように関わっているのかを見たいです。 

・既に十分です。 いつもありがとうございました。 

・夕方に体を動かせる体操教室があったらやらせたいです！ 



・1 年に 1 回でいいので個人面談を入れてほしい。いまは任意で面談していただけるかと思いま

すが、なかなかこちらからお願いするのも難しい面があるので、園側から積極的に行っていただ

けるとありがたいです。 

・園だよりのクラスの欄ですが、いつも決まった文言になっていると思います。(例、あたたかくな

って来たので、外で元気に体を動かしたいと思います。など)もっと、具体的に実際の活動につい

ての記載にしていただけたら、ありがたいです。(例、箸の練習を始めています。家庭でも練習を

すすめてください。 男の子は、戦いごっこが流行っています。など) また、来年度もよろしくお願

い致します。 

 

 

アンケートは以上です。  


