
観点 A B C D E 無

新型コロナ対応の安
心・安定した園運営

7 11 2 1

評価　　Ａ：自信をもって　　　Ｂ：概ね良好　　　Ｃ：改善の余地有　　Ｄ：　課題である　　Ｅ：全然出来ていない 　無：評価なし（判定が難しい場合は無回答でも可）

園は、新型コロナへの感染状況に様々な観点から留意し感染対策に取り組みつつ、家庭の理解と協力を得ながら保育が継続的に続けられるよ
うに努めている

２． 木の花版3歳未満児保育の追求とより使いやすい環境整備

〇コロナ感染予防として、子供達が各自手拭きタオルを持参するよう言われていますが、持たせても使っていなかったりします。ゴミの問題などあるかと思うがペーパータオルの設置は検討されたのでしょうか。定
期的にいただく「コロナ対応園だより」は市内の感染状況なども知ることができ、どのような対応をとるべきかの参考になりました。

使い捨てペーパータオルは、「安全」と「教育」、特に環境教育とのバランスかと思い、今後の持続可能
社会への環境への負荷を考えると、個人タオルで代用できるところは個人で、と現時点では考えていま
す。もしも持っていったお子さんのタオルが全く使われていない、と感じられたら、使わなかったの？と
お子さんに訊いてみては？どんな答えが返ってくるか？そのうえで担任にもどうぞ確認してみてくださ
い。自覚的であることが「安全」を自ら考え、実践するうえで大事かと考えます。コミュニケーションをとる
ことで、子どもがどのように自覚的に手洗いを実践しているか？次に子どもたちにどう促していくか？私
たちにも考えるヒントが得られるかもしれません。

〇コロナ禍という誰もが初めての状況の中で,様々な行事や活動が中止される中「生きる力を育てる」という木の花幼稚園の新年を諦めることなく挑戦し続けて下さったことに感謝です。「安全」と「教育」、両者のバ
ランスを意識し状況に応じた決断を多方面から常に検討していただいていると感じました。国や行政でも混乱を極めていましたが、早期に独自の指針を設け、その都度、園の判断を明確に示してくださり、保護者
として迷いや不安が軽減されたと感じます。

〇「コロナ禍の中での登園自粛期間など家庭とのコミュニケーションが薄くなる期間が長く続いたこと」だけが原因じゃないと思う。今、保護者のニーズ、言い方変ですが、「質」も 今後、過渡期なのかなと。これまで
の園と保護者の付き合い方、コミュニケーションでは難しい。まず求めるものや10という物の価値観、コロナも乗っかり距離の取り方も違う。お手紙の出し方、 A 4用紙1枚で良いからカラーでもっとわかりやすく論
点をまとめる。 Social Distance を取りつつも、話しやすい雰囲気作りをする。「昔はこうだった」「もっとよかった」という木の花歴が長いお母さんたちがよく口にするのを聞くが、それだけ数年前と結構変化がある
のかなとも思いつつ、昔を懐かしがってももうしょうがないと言うか。今のこれからの保護者と木の花がどうコミュニケーションをとり関係を築いていくか、もう少し深く話し合ってもらいたい余地がある。

今の若い世帯には、なんで？ということがいっぱいの木の花。先輩の親から新たな親への伝承が難し
いのを感じており、聞いていない・・・という声もあるので、発信を増やすと、読めない、分かりやすく、と
言われる。難しいなあ、というのが正直な実感です。また分かりやすく表示することと、その中身を理解
していることとはイコールではない、とも感じています。なんでこうなっているのか？経緯や歴史も踏まえ
て、現状をこう考える、そんな背景や文脈なしで、分かりやすく、というのが本当にいいのか？疑問に思
うこともあります。デジタル思考が一般化すると目に見えて分かりやすい表示が良しとされ、アナログな
分かりにくいことが悪い、とされがちです。中身を置き去りに・・・。分かるように伝える発信する努力も続
けていますが、あれ、と思ったらその都度対話する中で、遠回りですが相互理解を深めたい、と思って
います。お家の方にも「考える」「問い直す」、そうした対話を通じて、本質的な子どものニーズ、親の
ニーズと、要望（リクエスト）との区分も見極めがつくように思います。それをどう社会発信するか？これ
はさらに大きな課題と考えています。

〇コロナで子供のニーズ、親のニーズ（要望ではなく）に答えられる保育施設として対応を考えていることが社会発信できていたか、が問われると思います。

〇コロナイレギュラーななか、たくさん先生方が話し合いをし、色々考えてくださったことがこの資料を見て知ることができ、ありがとうございました。他園が行事を中止や子供のみで行なっている中、木の花はギリ
ギリまで粘って考えてくれ、また園独自の3段階などの細分化をしてくれたおかげで様々な行事が行えたのが嬉しかったです。コロナ禍でタオル掛けができすごく良かった。集団生活なので前から気になっていた年
少が以前トイレの時タオル掛けをトイレ内に移動した際、衛生的にどうかと思ってましたが、今はタオルかけが増えたので良かったです。コロナ対策でどうしても教室から出てしまうのは仕方ないですが、やはり年
少は（ぷちも）また保育者がそばで見て見守る（食べるのを促したり、行儀を教えたり）な必要なのではと思いました。

昼食時は木の花暮らしの中で最もハイリスクな場面と考え、空間スペースをどうとれるか？考えて、
ホール等も利用してきました。感染対策上、密にならないような配置として見た目では、お部屋に入りき
れなかった子にうつるかもしれません。しかし、時には「ホールで食べたい子いる？」と聞くなど、選択肢
を与えるケースもあり、予想以上にホールを選ぶ子も少なくありません。なぜかと聞いてみると「色々見
えるから」という答えが返ってきました。ホールの片隅で食べていた子は、他のクラスがやっている活動
を眺めながらの『特別鑑賞付きランチ』になるようです。憧れや楽しそうな雰囲気を感じ取っての昼食
は、気持ちの面で充実していることもあります。またホールでも、フリーが入ったり、担任が意識的に様
子を見に行くなど、必要な声掛けなどもしています。一方大人が常時張り付きではない意味もあります。
少し大人の目から離れることで、心休まる子もおり、子供らしい関わりを見ながらの昼食になる場合も
多々あります。子供たちの様子を見て、大人が傍にいるべきか、いない方がいいか、判断しながら子供
達との昼食時間の在り方も組み立てています。

〇まず今年度は全てのことが異例な中、子どもたちや親と真摯に向き合って、園活動を続けてくださって本当にありがとうございました。 他の園や学校などでは全て行事や活動が中止になる中、工夫し形を変えて
子どもたちに体験・経験・学びと交流の場を守って下さって感謝の気持ちでいっぱいです。コロナは目に見えないので完璧な対策は難しいと思いますが、「コロナに打ち勝つ」のではなく「共に生きる」というフレーズ
は共感し、様々な視点やアイデアを活かしつつ、大人も子どももしなやかに変われたら良いなと感じました。一つだけ気になっているとすれば、年少のクラスがたたきのあたりでランチしているのが寒そうで、なんと
なくさみしそうに見えました。

〇感染症対策で行事や日常を見直し実践したことから見えてきたことを活かしていかれるよう期待します。

〇新型コロナウイルスのクラスターが幼稚園等ではあまり発生していない現状や、仮に感染してもほぼ100%完治することを考えると、幼児教育の特性に子供同士の接触をある程度許容する姿勢は評価できま
す。その考え方を丁寧に保護者に伝え、不安に思う方には個別の対応をされているということも良いと思います。食事の際のボードには、子供たちが楽しみながら活用できている様子を微笑ましく思っていました。
とはいえ個々人の新型コロナに対する考え方は大きく異なるので,風評とのバランスを取りながら、引き続き対策を続けてください。

学校と異なり園生活の中で、こどもがマスクを常に着用しているのは難しいことがあります。マスクを付
けていたとしても、動いて暑くなって、遊んでいて邪魔になって、外してしまいがち。状況に応じてつけ外
しの意識と管理が出来るのは、年長の後半以降だと思っています。発達年齢とコロナの特性からマスク
使用の基準はWHOの指針が適当と思い、一律にではなく、家庭での判断にて、必要に応じて、個別対
応でマスクの着用に関して園便りで促したつもりです。また子どもへの（特に低年齢）のマスク使用の弊
害（熱中症ほか）も考慮しつつ、マスクを着用して登園する場合には使い方や管理なども家庭でよく話し
合ってからでは、と思っています。

〇手拭きタオルやランチョンマットを持参するようになり、今までより子供の衛生面への意識は高まったのではと思う。その時の状況やもしもの時の対応など、園からその都度お便りでお知らせをもらったので情報
の整理に役だった。年長は、3学期から小学校に向けてマスクをする習慣・・・というお話があったように思いますが、気がつけば卒園していました。学校に入れば、すぐに慣れると思いますが、子どもはマスクをし
なければという意識は低めかと思います。

〇独自のマニュアルを作成することで、より柔軟に行事や集まりの実施の可否を検討してもらえたと思います。 結果的に他の園と比較してたくさんの行事を体験できたのではないかと思えます。 安全管理マニュアルは毎年見直しをしていますが、新型コロナ対応のマニュアルも整備途中です。作っ
て終わりではなく、生かせているか？足りないものは何か？不要なモノあるいは間違っているのもの
は？常に不断の見直しが必要ですし、外からの視点も大事に考えています。例えば消毒スプレー。これ
も試行錯誤の一つです。ぐみ棟のスプレーは気にかけていましたが、少ない時があったことは反省点で
す。少なくなった、と思われたら声をかけてくださると有難いです。週末、職員は量の確認をするようにし
ますね。消毒容器の使い勝手はどうでしょうか？ぐみは荷物が多いので自動にしたら使いやすいかもし
れません。また本園は子どもにも使いやすいような高さの台においてありますが、これも迷うところでも
あります。（未就園の小さい子どもには顔に近い位置でもあるので。）

〇安全管理マニュアルの見直しを行ったのは良かったと思います。

〇シフト勤務、換気などの環境、マスク、手洗い励行など対応している。また発熱体調不良時の休暇の扱いも適切に対応できている。その他流行状況に応じた保護者の入園対応も行えている。

〇コロナ禍ということで気にかけることが多々ある中、色々と対応対策をしてくださったこと本当にありがたいと思っています。ぐみ棟の入り口にも消毒スプレーが設置されていますが中の補充が不十分で押しても
出ないということがありました。そこは気にかけてくれると嬉しいです。

〇 新型コロナウイルスの影響で社会全体が不安定の中,手探りで園の運営に努めていただきました先生のご努力に感謝申し上げます。

感染状況などのフェーズ（局面）に応じて保育や行事の在りよう、保護者へのお願いなどお便り等でお
伝えしてきましたが、現段階での県の感染レベルと園の指標を表示し、行事やイベント、サークル活動
などを『開催』『中止』の他に、どういった形式（場所や人数制限、蜜を避ける為にどのように行うか等）で
行うのか等も玄関に表示することで、園の考えを保護者と共有できればと考えて、今検討中です。

〇コロナ対応レベルやそれに応じた おたよりが具体的でわかりやすかった。変化する状況の中、今どのレベルでどういうものは中止になっている、など玄関に表示してくれるともっと分かりやすかった。

〇私自身はあまり思っていませんでしたが、漠然と木の花は感染対策が緩いというイメージを持っている方が多いと感じていました。しかし、コロナ対応に独自の判断基準を示してくださり、むしろ他の園よりも（と
りあえず行事を中止しようとしている園も多い・・・）安心して子供を送り出せています。おたよりを読まないのは親の自己責任だと思いますが、玄関にフェーズ内容を貼り出すのはいいアイデアだと思います。

令和２年度〔2020年度〕　学校法人　木の花幼稚園　　　　観点別関係者評価結果   (学校評議員・監事・保護者会等）
令和2年度（2020年度）事業計画の重点

　　１． 新型コロナ対応の安心・安定した園運営
　　２． 木の花版3歳未満児保育の追求とより使いやすい環境整備
　　３． 日常生活と年間行事の在り方の見直しと再編成
　　４ これからの時代に対応できる新たなスタッフ体制の構築

１．新型コロナ対応の安心・安定した園運営

　自由記述（よかったことや課題、あるいは課題改善へのアイディア等） 園としての回答
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観点 A B C D E 無

3歳未満児保育の実践
と未満児棟などの環境
整備

6 12 2 1

評価　　Ａ：自信をもって　　　Ｂ：概ね良好　　　Ｃ：改善の余地有　　Ｄ：　課題である　　Ｅ：全然出来ていない 　無：評価なし（判定が難しい場合は無回答でも可）

園は、3歳未満児が安心・安定した園生活を過ごせるよう配慮しながら、一人一人の育ちの環境づくりを工夫し、以上児にも響くような取り組みに
努めている

３．日常生活と年間行事の在り方の実践と再編成

　自由記述（よかったことや課題、あるいは課題改善へのアイディア等） 園としての回答

〇ぐみ棟のことを知る機会があまりなく、正直なところ、この事業報告にていろいろな取り組みを知りました。まだ昨年度からの活動で模索している部分も多いと思います。本園からは活動が見えにくい印象があり
ますが、ぐみの子達が園庭で自由に元気いっぱいに以上児さんよりもワイルドに遊んでいる姿をよく見ます。行事のおりも参加している姿を見かけ、継続した育ちを大切にしていると感じます。また以上児さんが優
しくしている姿を見ると微笑ましく刺激し合っていると感じ交流の大切さも感じられます。 日常生活の中で、異年齢交流できる機会が減り、また子どもの数が少なくなってきており、異年齢同士

が関わる機会があまりないという家庭も増えています。そんな中で、ぐみぐみはうすができてからは、よ
り幅広い年齢の子どもたちと関わる機会が増えました。普段の生活の中で、お互いの姿を見合い、時に
は声を掛け合い、年下の子は年上の子に対し憧れの念を持ち、モデルにし、年上の子は年下の子に対
し、面倒を見たり、かわいがったりする姿をよく見かけます。そんな姿だけでなく、時には年上の子が
使っているモノを年下の子がほしがり、それを巡って喧嘩する姿も見かけます。年下の子はただただか
わいがられる存在としてではなく、小さいころから相手のことを知り、本音をさらけ出せる「きょうだいの
ような幼馴染」そんな関係を、園生活のなかで作っていけるいいなあと感じています。未満児保育を2年
経て、スタッフも、そして子どもたちにとっても、未満児が一緒に過ごす生活が自然になってきました。こ
れまで、どこか特別扱いされてきた「ぐみちゃん」たちと以上児との生活に、大人がもう少し意図的に交
流する機会を持つことで、より異年齢交流が深まるのではないかと思っています。

〇テラスができて園庭とぐみ棟1階の保育室が連続し,子供が自分でその連続性を活かすことができている。園庭にクラスから抜け出して遊ぶ以上児の姿がぐみの子達に響き、ぐみの子達が見ていることが見ら
れる気持ち良さとして脱出児たちに効果を及ぼしている。

〇年長さんがぐみ棟で絵本を読むのも良い。コロナがなければ一緒に給食を食べ、食べる意欲をお互い刺激し合うのも良いかと思った。

〇ぐみちゃんと以上児さんがホールの中で手を繋いで歩いているのを見た時は、とても微笑ましかったです。建物が別なので、普段交流等はあるのかなと思ったりもしたのですが、小さい子に優しく接する姿が嬉
しかったです。

〇建物が違うためか、ぐみ棟が少し特別な小さい赤ちゃんのいる場所という意識が、以上児さんにあるようです。自分は赤ちゃんでないから行きたくない、ということもあった。同学年には叩いてしまったり手が出て
しまう子でも、小さい子にはすごく優しく接してくれたりという子もいるし、プチに限らずもっとぐみのような小さい子と関わる時間があればいいのかなと思った。

〇ぐみ棟のウッドデッキは気が付いたらあったのですが、ぐみちゃんが遊んでいて、ぐみ棟を出入りしようとしている大人に挨拶してくれたりします。（「この人誰？」と防犯意識にもつながるのでは。早朝延長保育を
利用している以上児保護者は、本園玄関の保護者会ボックスや玄関の張り出し物が利用しにくいとわかった 。

ボックスは写真係、保護者会、バザー等ぐみ棟用にボックスを用意して設置してありました。しかしス
ペースの確保がとれず、全てを設置するのが難しいこともあります。ボックスがない時にはスタッフに声
をかけていただければ預かります。貼りだし物はスペースを確保できるか？確認して貼りだせるようにし
ていきます。また本園側にもぐみの様子をお伝えする掲示をこれからも考えて何らかの形で貼りだしな
どしていければ、と思っています。

〇ぐみ棟に、我が子がお世話になっていないのであまりピンとこなくてごめんなさい。3月のひな祭りに、ぐみちゃんが何を作ったか過ごしていたか分かるような写真付きの掲示物が本園の正面玄関に貼ってある
のに気がつきました。とてもほっこりした気持ちになり、こんな可愛いことしているんだとぐみ棟での様子がわかりとても良いと思います。今後も本園にもお知らせがあるとぐみ棟の子どもたちや保護者との関わりの
きっかけになるかもしれないですね。

〇 以上児を見て摸倣しようとするのは、とても大切で大事にしたいことだが、果たして未満児には発達的にまだ早いのではという遊具だったり、一緒に遊ぶ際、ひやっと感じたことがあった。（例えばブランコで、ぐ
みちゃんがブランコ中に近づいたり、特に4月5月はまだ慣れていないので、以上児と一緒の時は中止するや、目印をつけて遊ぶところを見える化する、など） 4、5月頃（特に慣れていない頃）は園庭に出る時間帯を以上児とずらしていたり、出る場合はブランコを

支柱の上に上げるなど対策をしています。未満児が、以上児の遊びを見る目は「やってみたい！」とい
う気持ちでいっぱいなので、その気持ちを大切にしたいと共に、安全に気を付けつつ発達に応じた
（ちょっとぐみちゃんが「背伸びする」ような）遊びも取り入れていきたいと思います。〇経験して学ぶのは大事だし木の花らしいと思いますが、以上児では軽い怪我でも未満児は大きな怪我になり得るので、何でも OK にするのでなく、大きくなってからという、早く大きくなりたい！　以上児さんは

すごい！　という気持ちを持たせるのも大事なのかも。

〇 ぐみ棟での保育も2年目が終了しいろいろな工夫が伺えてよかった。

〇 1階から3階まで自由に行き来できるようにしたとのことで、1・2歳児の興味やニーズに沿った保育が展開されていることが伝わってきました。そこで提案。生活の流れとして1階を昼食スペース（1・2歳児のテー
ブルは分けて）、2階をお昼寝スペースとして使うこともできるかもしれませんね。準備や介助・片付け・着替え・寝かしつけの一連の流れを1・2歳児の担当者が互いに見合い連携してすることで時間や気持ちに余
裕ができ、さらに複数の目で子供を感じることによって新たな子ども理解につながるかもしれません。

ぐみスタッフ間でもぐみ棟の空間の使い方を様々検討中です。1歳、2歳で階を分けていますが、ぐみ棟
の環境を生活の場面で使い分けることでその子にあった援助が出来るのかもしれません。生活に慣れ
ていない1学期は難しいと思うので、１学期末や2学期頃に試してみたい、と思います。（まずは1，2歳交
流のお楽しみとして。）

〇ぐみ棟の事は正直なところ、実際の活動を目にする機会はほぼなかったのですが、事業報告を拝読し、様々なことを検討・取り組みしてくれているのだと感じました。
ぐみ2歳と年少・プチちゃんの交流については試行錯誤の連続です。交流のねらいの大きな柱として
は、子どもにとっても大人にとっても「多様な人との出会い」ですが、やり方はいかようにもでき、その都
度ポイントを絞り込んで担任間で共有していくことが大事だと感じています。その「多様な人との出会い」
のきっかけとして担任チェンジをしてみましたが、試みとしては面白いと思ったのですが、普段少人数で
担任とも密に関わっているぐみちゃんにとっては戸惑いにつながる部分もあったように思います。年少さ
んは年度の後半になり多くの子がそれを楽しむ順応力があり、ぷちちゃんはついて行けるけど戸惑いも
ある、といった印象です。単発で終わる取り組みではなく、担任チェンジにしても混合グループ活動にし
ても、段階の踏み方を長期的な見通しをもって組んでいく必要があると思っています。

〇相互の交流に力を入れている点は評価できる。

〇新型コロナウイルスへの対応がきっかけでぐみ棟に換気用の窓の設置やウッドデッキが新設されたことで、空間が広くなり、同時に子供同士の交流が増えたことはとても良いと思います。その先の本園へも行
き来することも増えているようなので、未満児にとっては理想的な環境が整ってきているように思いました。ぐみと年少の担任チェンジに関してはそのねらいがあまり理解出来ませんでしたが、子供達が先生がチェ
ンジされることに対して、特に不安なく順応しているのであれば、面白い試みなのかもしれません。1～5歳児が交わることで事故に気をつけてください。

　自由記述（よかったことや課題、あるいは課題改善へのアイディア等） 園としての回答

〇分からないことはたくさんあるのですが、離れていながらもオープンな環境で参加出来る限り、参加出来るので、木の花らしいいつも吸収できるのが良いと思いました。

本園と別空間で安心し安定できる未満児の子どもたちの生活拠点をぐみ棟として整備して2年。ぐみ棟
全体の使い方もあるいは部屋の使い方（ベランダ、デッキなど含め）も、実践を通じて少しづつ見えてき
たものがあります。さらに未満児のより安心・安定できる環境の在りよう、さらに年間の成長に合わせて
一人一人の世界を楽しみ、没頭できるために、さらに他の子どもたちの遊びや園生活が見える、感じら
れるよう（以上児も含め）、これからも試行錯誤で積み上げていければ、と思います。

〇研究やトライアルを行いながら3歳未満児への対応を行っている。

〇発達の個人差が大きい時期であることを考慮し、心身ともに安心安全に過ごせる環境づくりの取り組みに期待します。

〇新しい建物なので、まだまだ模索段階なのかなと。一号も二号も異年齢であるちがいを、今のところ模索しつつ、うまく生かした取り組みができていると思う。
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〇今年度はコロナ禍ということで、大きく状況は変わりましたが、それによって、「子供たちの育ちには一体何が必要なのか」という核となる部分を再確認し、よりシンプルにかつ明確に捉え、柔軟に保育を調整・洗
練（？）見直すきっかけにしていたところは、さすがだな・すごいなと感じました。子供達もコロナだから、との息苦しさをさほど感じることなく先生方があの手この手を考えてくださったおかげで、楽しくのびのびと過
ごしていましたし、親としても成長をしっかり感じます。先生と保護者の感覚のズレに対し、サークルなど新たな試みも学年を超えたつながりを産み、プライベートでも集まるきっかけへと貢献していました。

　園でのサークル活動は、そこだけがすべて、それ以外は集まらないというのではなく、園の開催日に
捉われず、各サークル部長抜きで保護者が声を掛け合い、行う活動日もあってもよいかと思います
（例：土曜や日曜に、芸術村で音楽サークル活動を自主的に行う。野外でクッキングサークルのメン
バーで集まり、誰かの得意料理にチャレンジする。）同じ目的、同じ趣味で、保護者同士が繋がる“きっ
かけ”として利用していただければと思います。〇今年度の父レクついては、父も子供と一緒に楽しめて、これまでで一番楽しめた様子。他学年の行事を見学することができなかった今年度においては、サークル活動は他学年の保護者と交流することのできる

貴重な時間でした。保護者同士のつながりは木の花の大切な要素であると思うので。ただこれも仕事で参加できない方々がいるのでどうしたらよいか。

　貸切バスでの遠足はとても楽しかったのですが、年中の親子に関しては、下の兄弟が多かったのでアップダウンのコースは大変そうでした。
昼食時間、ゆっくりできるかなと思う間もなくクルーズターミナルに向かう途中で、何人かの子は眠ってしまい、バスに残って待っていました。コ
ロナやお列になり、顔を合わさなくなりやっと親同士の交流ができると思っていたけれど、ゆっくり話せる時間が全くなかったので、その点は残
念でした。もう少しのんびりゆったりした内容でもよかったのかも。

貸し切りバスは、子ども達だけでの遠足などでは利用したことがあったものの、親子遠足では初めての利用でした。コロナ対策を考慮しつつ、行き先の限定も取っ払い、バス
を利用するのであるから、普段の公共機関を使っての遠足では行けない場所を選ぶことを考えました。また、貸し切りバスのメリットとして、乗車、降車地点を2か所設け、自
宅から近い方などを選んで順次乗降車してもらうことで、友達の家の大まかな方向を感じるきっかけとなったり、合流するわくわく感も味わえたのではないかと思います。た
だ、時間配分については、バスの乗り降りに想定外の時間を費やし、その為、昼食時間は短く、「親子遠足」の主旨を思うと、もう少しゆったりと出来るとよかったと思います。
クルーズターミナルに行くか否かは、時間がおし迫った状況の中、親同士の関わりもとれると考え、せっかくなので欲張りプランに踏み切った次第でした。スケジュールに関
しては、今後に生かすべき反省点を感じています。

〇日常生活では異年齢交流が盛んな木の花とても良いです。上の子が下の子のお世話をしたり、一緒に遊ぶ姿や下の子が上の子に対しての憧れの眼差しの目で見る、家庭ではなかなか学べない姿が見られます。
異年齢の交流は、木の花の場合、①早朝預かり・延長等の夕方遅くの預かり　②朝の自由遊び、③午
後の自由遊び　④おのこり　⑤縦割り活動の5類型に整理できます。このうちの⑤には❶お列❷年間を
通じた縦割り活動❸オプションで入る行事（誕生会など）やクラス活動における交流（異学年同士の散
歩など）。さらに❷は従来満3歳から年長までの縦割り編成を昨年度からやめて❶のお列をベースに年
長・年中と年少・ぷち・ぐみ２歳の２学年縦割りで取り組むように変えました。遊びの内容と集中力、継続
性などを考えて今後も引き続き試行していくつもりです。より幅広い異年齢の交流の場が①と②になる
かと思います。①はぐみの生活拠点のぐみ棟を拠点に「きょうだいのような関係」作りの場として、②は
本園を活用した自由遊びにぐみの子どもたちが加わるという形態で。なので前者はぐみの子に合わせ
るようなスタイルでの遊び方を中心に考え、後者は本園の子どもたち（以上児）の遊びの面白さのおす
そ分けとして、本園の創造的で挑戦的な遊びが損なわれないように留意しています。一方でぐみちゃん
が傍らにいることも意識するような場面も遭遇しますので、そうした状況で以上児がどう関わっていく
か？（対応していくか？）、以上児の新たな「引き出し」（どうすればいいかな？と考えこれまで以上の判
断力や行動様式など）が生まれる可能性もある、とも考えています。

〇コロナ禍ということで、行事が見直され、結果的に先生方の行事に追われることが減ったのであれば嬉しいと感じました。自身の子も行事が好きだし、親がそれを見たり参加できるのは子の成長を確認できるし
楽しいのですが、先生の負担が多くなり、日常生活（普段の園生活）が手薄になるのはどうかとも思うので。

〇コロナ禍においても行事を中止ではなく、なんとか形を変えて実施してくれたと思います。園の思い・努力をとても感じ、感謝しています。コロナ禍での初年のことなので、評価としては「改善の余地あり」とさせて
頂きますが、ネガティブな意味合いではなく、どうしたらより良くなるかについて保護者としても考えていきたいと思います。

例えば、夕涼み会の「盆踊りは親も一緒に・・・」という事ですが、こどもにとって、お家の人と一緒に踊る
ことの意味は何か？を先ず考えたい。大人も本気で踊ることを楽しむのなら、子どもに響くと思えます。
ではどうすれば可能か？迎えの時間を少し早めて、そこだけ参加する、年長、年中の踊るスペースを分
けてという事も出来るかも・・・（盆踊りのみ、年長の親だけ参加など）。でもただ見たいから参加する、と
いうだけであるなら、どうでしょうか？　親の主体的な参画が減る一方で様々な行事等での家庭の参加
者が増え続けている現象に、スタッフの中で行事を見直す一つ大きな課題であることも知ってほしいし、
コロナ禍での大人の制限がある中で、親の参画する意味をお家の方々にも再考するきっかけになってく
れれば、と思っています。（保護者参画が保育を拡げる一方で職員負担にもつながっている面もあり、
では減らすことが職員負担の軽減につながるのか？というと、必ずしもそうでもない面もあります。）「保
護者世帯とスタッフ世代のギャップ」（特にベテランの職員との感覚の落差）は、無理して埋めようと思わ
ずに、「そういう考えもあるんだ」と受け止めながら、違いを共有しながら、でも一緒に園を共に創る雰囲
気作りに努力したいです（若手の職員たちがその潤滑油になることも期待しつつ・・・）。「どうしたらより
よくなるか保護者としても考えてみたい」という想いをうれくしく思います。よりよいアイディアを出し合い
ましょう。

またコロナ禍で親の出番が少なくなったり、各種行事が簡略化されて負担が減っている様に思えますが、果たしてそれでいいのか、疑問に思いました。ただ保護者世代とスタッフ世代のギャップがあることも理解し
ます。幼児教育の大切な部分、本質的な部分を丁寧に説明し、共に園を作り上げて行く雰囲気にできると良いと思います。

〇行事の場所選びから練習まで本当に大変だったと思います。コロナで密を避けなければならない中で、子どもたちと盛り上げていく過程はさすが木の花だな！素晴らしいな！と思いました。ただ今後、親が介入
する行事を減らすかどうかはもう少し長い目で見極めても良いかと思います。夕涼み会の盆踊りだけでも親はみたいな、できれば一緒に楽しみたいなと思いました。

〇以前から運動会や木の花まつりでの空間の狭さ・混雑が気になっていました。特に木の花まつりは非常に混んでいて、疲れて全部見ないで帰っていましたので、今回の分散実施は結果的に良かったと思いま
す。

バザーの分散化は親にとって参加しやすかった、という面と、日程の決定がぎりぎりで、お仕事を持って
いる方にとっては、参加しにくい部分もあったかと思います。バザーのやり方については、まだまだ考え
ていかなければいけないところもあるので、お仕事を持っている方でも参加しやすいように、いくつかの
お店は、夕方の時間にも店をオープンするような形などもあれば、仕事を少し早く切り上げて、など調整
して参加することが出来るかもしれませんね。（これは午後からの子どもの育ち、おのこり時間の意味な
どにも絡む課題の一つとして検討していきたいと考えます）。また早めに子どものお店の情報を家庭に
お伝えできるよう心掛けたいと思います。またおのこり時間の販売委託ですが、創作商品においては、
クラスで取り組む商品もあることでみんなで販売するということも可能かと思います。年少、年中は難し
いかもしれませんが、年長では他児がどのようなモノを作り、売り出しているかを把握することで、「昨
日、○○屋さんの□□が売れたよ！」とクラス内でお店の共有が図れるかと思われます。また予約販売
は食品は、必要な量を買うことで当日の販売の食品ロスを防ぐといった点で良いかもしれません。　た
だ、予約した方がお残り時間に買いにくるとなると、クッキーや飴などのようなモノに限られ、おにぎりや
ピザといったようなモノは火を通してあるとはいえ、食品衛生上難しいかと思われます。創作商品におい
ては、予約数を作らなければと、質より量を求めるような活動にもなりかねず、子どもたちの学びには繋
がなくなるかも。作りたいモノを求めて作る、工夫する中に学びがあると考え、そのようなこだわりの商
品だからこそ、買う側も手に取りたくなるのではないでしょうか。

〇なんでも中止にするのではなく、できる方法を色々と考え実施して頂けたことを感謝しています。バザーも従来と異なり分散して行なって頂けたのは良かったが、働く親とすれば日程のお便りは直前ではなくもう
少し早くいただけると良かったです。そうすれば仕事の調整などできる方もいるのでは？

　行事に関しては敬老会のお手紙が良かった。遠方だと移動や体調などで来れない家庭があり、去年うちの祖父母は来れなかった子供に対して申し訳なく感じたそうです。発表会は人数制限で、人が少なかった
ので子供一人一人のことがよく聞こえて良かったです。見るためには出し物に参加の案もよかった。バザーは分散化されたため子供達の準備期間や当日の緊張感や達成感が去年よりは楽しめてた感じがしまし
た。年間計画もしくは1か月前までには休みの都合上、是非早めに教えて欲しいです。またバザー当日現金のみだったので子供達もお金について興味を持てたり学べるので良かったです。今は IC カードやアプリ
でのやり取りが増えているので、お金の勉強になる（前もって小銭の用意は大変なのですが）学びにいいと思います。まつくりさんならおつりとかもできそう。

　木の花まつりの分散開催は報告の中にも述べられていたようにメリットがたくさんあったと思います。平日参加できないという保護者への配慮としては、夕方のお迎えの時間帯にそのお店や担当の方がいなくて
も、販売委託という形で、残っている子が、お店屋さんをする方法や予約販売（生協のようにチラシを作って注文を受けてと言うのでも面白いかも）するなど、必ずそのお店の方がしなくてはならないことではなく、も
のづくりの時点から担当の子だけに関わらずやりたいと思うので連携していくことも必要だと思います。

〇恒例となっている園行事を「見直す」ことは、容易でないためそのままで歳を重ねてきたと思う。コロナがあったことで「見直せるといい」ことに一挙に取り組めた印象を受けた。

コロナ禍の中での行事。色々と考える機会となりました。「行事に追われている」感もあることはあります
が、それぞれの行事にとって、「こども達はどんな意味があるのか？」を今一度考え（コロナだからを念
頭に、でも今後も見通して）、その中身をしっかりスタッフ全体で議論し、整理するきっかけにはなりまし
た。そうしてやってきた１年。行事の保護者人数が少ないことで（またはいないことで）、今までにはない
事が出来たことも事実です。（どうしてもスペース的に無理があり考えなかったことでも出来るようにな
り、選択肢が増えました。）また緑地ならでの広い空間を利用しての運動会。沢山走れたり、凧あげ出
来たり、お家の人が囲いとなったり、走るコースとなったり・・・。新しい運動会のスタイルも試みることが
出来ました。また、夕涼み会では、年中・年長さんは自分でお金を持ってゲームコーナーを回り、「自分
で」または「ともだちと」の新しい楽しみ方が出来たのではないかと思います。バザーにしても、分散する
ことで、他の学年のお店にもいく事が出来ました。今年のやり方がベスト、というわけではなく、今回の
やり方を土台として、良いところは残して、課題の部分は考えて・・・、というように作り変えていけるとい
いと思っています。「子どもたちにとって」の次に、保護者にとってどうなのか？保護者が共にいること
（見られる、も含め）の意味を問い直す必要もあると感じています。

〇コロナ禍の中で密を避けながら、年間行事の見直しや運営が行えている。

〇 コロナだからこそできた今年の取り組みは「やってみよう！」の姿をたくさん見せてもらい、親にもたくさんの勇気をもらいました。

〇誰もが生活様式が変わり、今まで当たり前だったことが当たり前にできなくなった中で、今までのことも・これからずっと続けていきたいことも、最大限可能にしてもらえたと思う。子供達もコロナだからという息苦
しさをさほど感じることなく、先生方があの手この手を考えてくれたおかげで楽しく過ごせていました。
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観点 A B C D E 無

日常生活と年間行事の
再編成

9 9 3

〇来年度から土曜保育を始める木の花さん。朝から晩まで長時間プラス土曜となるので、ほぼ木の花育ちの子どもたちが、これからどんどん
増えてくると思います。昔より子どもと親の時間がすごく少ないので、木の花ではそれをどう見守っていくのか気になります（子と親への支援な
ど）。これまでより（今は何かあった時はいつでも先生に聞いてくださいですが、働く人はその時間も惜しいと思う人もいるので）親の支援（先生
から親への声かけ）は必要かも・・・。そのためにはもっと減らせる仕事があれば良いと思う。

「なんでも、いつでも、声をかけてくださいね！」とお声がけしているものの、スタッフがバタバタしていると、スタッフを気遣い、声をかけづらい・・・という声をお聞きします。ま
た、スタッフに対して、気軽に声をかけることができる方と、なかなかご自分から声をかけることに遠慮されてしまう方もいらっしゃると思います。それに対し、できる限り、ス
タッフのほうから朝やお迎えにいらしたときに、（笑顔で挨拶するだけでも）声をかけ、いつもと様子がちがうと気づいたときスタッフの方から「なにかあった」と声をかけるよう
にできれば・・・と思っています。そのためにも、スタッフ自身に心の余裕を持つことは必要だと思っています。保護者を支援する、ということと、保護者の負担を軽くするという
ことは別ではないかと思うのです。負担を軽くするために、○○をやめる、（極端な例でいうと、保護者会活動をなくす、発表会の親の出番をなくす、トイレトレーニングはすべ
て園で・・・などなど）というのは、確かに保護者の負担は軽くなるかもしれません。でも、幼稚園は、おうちの方と一緒に子どもたちを育てていきたい、と考えています。園がお
手伝いすることで、おうちの方の心が軽くなる、そんな支援ができれば・・・と思います。

〇木の花幼稚園は金沢市の中でトップレベルの質の高い園です。これだけ真面目に膨大な資料やお便りを丁寧に作成しつつ、研修もこなし日々の活動を行事等・・・。一生懸命やっていただくほどきっと負担は増
すかと思い、先生方がしんどくなってつらくならないか心配しています。どの園も先生が人手不足な状況なので、木の花への情熱を持ち続けながら続けていくことは大変なことかと思いますが、大好きな全員の先
生方に、これからも仕事を続けられる環境であってほしいなと願っています。もちろん新しいスタッフのために考えたり行動している木の花幼稚園もまたどの園よりも先をいっていると思います。園長・主任・ベテラ
ン先生にも優しい環境であってほしいです。

教育・保育関係施設の職員負担の課題は、木の花に限らず、全国的な大問題です。各施設人材不足
は鮮明で、国の制度とし処遇改善が公的資金で入ってきていますが、今後保育の質を担保することが
難しくなっていく時代に差し掛かっています。（学校でも同様で教員志望者は減少の一途。精神疾患等
の休職者数も増加の一途です。）子どもへの想いや教育・保育への熱意を教師・保育者に求めるだけ
では続かないのは間違いなく、保護者の方のみならず、地域社会で、子どもの育ちにとってのよりよい
多様な大人（学校外）の関わり方（関与）の在り方が、今後、教育・保育者の専門性がより発揮できる職
場環境作りに不可欠な要素ではないのかな？、と思っています。保育の面白さを追究できる営み、そう
したことへの時間やエネルギーへの投入には先生たちの心理的負担感は少ないと思うのです。これは
多分学校の先生でもそうではないでしょうか？しかし、現実には子どもたちに向き合う保育準備や学習
支援のあり方を考える時間以上に、これは本当に保育者・教師がすべき仕事なのか？という業務が有
形無形に増えています。地域コミュニティで教育・保育を考えて地域資源を活用できる柔軟な体制が求
められていると思うですが、現実は「安全管理」と「教育」＋「生活」面全てにわたり学校や施設へと押し
付けられているような気がします。）

〇ノーコンタクトディは画期的です。会議室で溜まった職務をこなす姿を見かけます。そのような時間はとても大切と思います。またサポーターの導入や ICT の活用など、時代に伴い変化することに努めていると
感じます。多くの研修参加も学ぶ意欲に脱帽です。また研修内容を、保護者の学びのために包み隠さず、さらけ出し提供してくれる姿勢に、木の花の先生のオープンさが伺えます。そのようなオープンな気持ちが
働く環境を良くしているとも感じます。ただ時代に伴う変化やこども園への移行で先生の負担は増加していると思います。少しでも先生方が心身ともに余裕を持って教育に携われる環境が整うことを切に願いま
す。

 ４．これからの時代に対応できる新たなスタッフ体制の構築

　自由記述（よかったことや課題、あるいは課題改善へのアイディア等） 園としての回答

〇保育の場でも ICT 化が進んでいることに驚きました。キッズビュー等の ICT が活用しきれていないとのこと、慣れるしかないのだとは思いますが、色々ある機能の一部しか使っていないのでしたら、こんな使い
方をしたらこんなに便利という 例示があったらいいのでは。

コロナ禍でテレワークが推奨されています。教育環境にもオンライン授業に電子教科書などの導入もコ
ロナ禍を背景に進みそうです。木の花もICTを進めています。しかし・・・・。効率化を図るつもりが逆に手
間暇が増えているのも事実です。ICTに慣れないことも理由の一つですが、ICTに木の花の保育、運営
を合わせようとすることに無理があるのも少しわかってきました。例えば、あいまいな「隙間時間」。登園
時間やお迎え時間。多少遅れても、少しぐらい早くてもいい。そんな緩やかさが木の花らしさを彩ってき
ました。保護者にとっても楽なスタンスを許容することで、多様な家庭の在りようを見守り、そして職員も
ぎすぎすしない関係づくりに寄与してきました。しかし、デジタル化は線で区切ってなんぼの世界。人間
味のある対応をしてくれません（当然ですが…笑）。日誌や週案、指導計画などの書式なども木の花の
スタイルと全く合わないのでほとんど使っていません。（様々な定型のテンプレートが入っているマニュ
アル的な作りは、保育者が考える営みを止めてしまわないか？心配です。）一方でお便りなども電子化
で分かりやすさと効率性が上がっているのも事実です。有効なモノはICTに、サポーターさんもICT部門
の方々にお手伝い頂きとても助かっています（この関係者評価もアプリで音声入力させて頂き、時間短
縮できました）。願わくば木の花の保育に見合うＩＣＴ様式を開発してくれれば最高ですが…笑。

〇コロナ禍への対応も含め働き方改革 ・ICT 化・情報共有が進んでいる。

〇先生同士話しやすそうで風通しの良さが何よりです。パソコンをもっと増やしたらいいと思います。

〇こども園に2年目とのことで、純粋な業務増加に加え、様々な変更事項への対応等ご尽力いただいたことと思います 。　ICT の活用は体制が整うまで負担の方が大きい部分もあるかと思いますが、いずれごく
自然に業務内で活き、職員の方々のプラスになったら良いなと思います。

〇コロナ禍でのスタッフ同士のコミュニケーション不足を工夫して、補いながら木の花らしさを何とか継承していこうという姿勢はとても良いと思います。たまった仕事を集中して行うことができる「ノーコンタクト」、グ
ループ LINE での情報共有、そして言いやすいやすい雰囲気づくりに腐心するなど、一般企業の我々にも改めて参考になる取り組みもたくさんありました。会議方法の見直しや園長とスタッフの意思疎通を課題に
挙げられている点も良いと思います（私も少し耳が痛いところもありました）。課題を認識できれば改善していけると思います。「チーム木の花」がさらに良いチームになることを願っています。

〇先生それぞれが各子供たちのことをよく知っているなと感じます。保育も行いながらいつそのような共有を行っているのだろうと頭が下がります。

　様々な保育ニーズ（コロナも乗っかって）にどう対応するかが全体通じて最重要課題だと思う。１年一保護者として関わり、木の花の保育方針と天秤にかけ、時に残すもの 変えるもの、今年度のように取り組むこ
とができれば（断捨離など）うまくいくと思うが、状況を読み、試行錯誤していくことが必要と思う。 基本的にはお残りの時間は、ホール、絵本コーナー、お庭と、好きな場所で遊べるようにしてあり、使え

るおもちゃは、数をあえて減らし、学年を越えて繋がりを持てるような遊びが出来る場に、という従来か
らのコンセプトは継続したい、と考えます。ただ現実的にお残り時間帯の人数が園児の半数を超えてく
ると、ある程度枠組みを整理をしていく必要があると、子どもたちの様子を見て感じます。お帰りからお
のこりへと移行する際の荷物の置き場などはその一例ですが、日中の自由遊びと同じメンバーで同じよ
うな遊びに安住しているケースも増えて、果たしておのこりが「学年を超えた繋がり」の場として機能して
いるのか？というのが、現在のおのこり以降の生活の中身です。午後以降の生活を捉え直し、ぐみの
昼寝後の生活をお手伝いにいきたい子を募る、あるいはおのこり時のぐみもふくめた散歩など新たな出
会いの場の創出に繋がるように思います。教育時間の終了と保育時間への継続として、どういう流れ
が子どもたちに資するのか？おのこりの在りようについて検討し様々な試行を続けたいと思います。

〇預かり保育の人数が増えているため、チーム編成案・荷物置き場の案、など納得するもののその時間を子供たちがどうとらえているか？縛られるというと、大げさだが基本自由に遊びたい人と遊び場所・ものを
選ぶというのは尊重されて欲しいなと思う。

〇以上児とぐみとの交流について。私の関わっている園では、以前は年明けぐらいのタイミングから、年長児がお手伝い当番として、お昼寝後の着替えやおやつ準備に、年長としての自覚を促す・自信を持つな
ど、大人側の考える狙いを持って行っていましたが、今年はその時間に行きたい子が担任に伝え、未満児クラスでも、その時必要かどうか確認して、入っているという形で、自主的で温かい気持ちの交流となって
います。

評価　　Ａ：自信をもって　　　Ｂ：概ね良好　　　Ｃ：改善の余地有　　Ｄ：　課題である　　Ｅ：全然出来ていない 　無：評価なし（判定難しい場合は無回答でも可）

園は、コロナ禍での日常生活、行事を取り組むための配慮に努めつつ、コロナアフターを見据えた新たな園生活、園行事への試行、改善に取り
組んでいる

異年齢の交流は、木の花の場合、①早朝預かり・延長等の夕方遅くの預かり　②朝の自由遊び、③午
後の自由遊び　④おのこり　⑤縦割り活動の5類型に整理できます。このうちの⑤には❶お列❷年間を
通じた縦割り活動❸オプションで入る行事（誕生会など）やクラス活動における交流（異学年同士の散
歩など）。さらに❷は従来満3歳から年長までの縦割り編成を昨年度からやめて❶のお列をベースに年
長・年中と年少・ぷち・ぐみ２歳の２学年縦割りで取り組むように変えました。遊びの内容と集中力、継続
性などを考えて今後も引き続き試行していくつもりです。より幅広い異年齢の交流の場が①と②になる
かと思います。①はぐみの生活拠点のぐみ棟を拠点に「きょうだいのような関係」作りの場として、②は
本園を活用した自由遊びにぐみの子どもたちが加わるという形態で。なので前者はぐみの子に合わせ
るようなスタイルでの遊び方を中心に考え、後者は本園の子どもたち（以上児）の遊びの面白さのおす
そ分けとして、本園の創造的で挑戦的な遊びが損なわれないように留意しています。一方でぐみちゃん
が傍らにいることも意識するような場面も遭遇しますので、そうした状況で以上児がどう関わっていく
か？（対応していくか？）、以上児の新たな「引き出し」（どうすればいいかな？と考えこれまで以上の判
断力や行動様式など）が生まれる可能性もある、とも考えています。

〇未満児保育の追求とより使いやすい環境整備の半面、以上児の生活や遊びにプラスの影響とマイナスの影響があることも事実です。（リスクの高い活動やコミュニケーションレベルの高い遊びが減少する？）1

歳から5歳児というくくりでできるメリットデメリットを精査してください。

〇多様な人間関係を築き、年上児年下児と共に、互いの意欲を高め成長すると考えられる異年齢保育。金沢のこども園でも多くなってきました。現保育指針や教育保育要領の改正時に、金沢に解説に来られた
汐見先生が、「まだ同年齢クラスだけでやっている園があるの？」と発言されたことに時代を感じました。
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〇毎回事業報告を読ませていただきありがとうございます。一年を通して子どもたちとの生活をより楽しいものにと、様々な活動や行事への取り組みの過程を大切にしていること、その成果を糧にして次に活かし
ていこうとする姿勢は木の花職員集団の誇るべき姿だと思います。

「子どもの生きる力への信頼」、保育をしながら一番難しいと感じているところであり、保育をしていく中
での押さえなくてはならないツボだと思います。それぞれの保育者が、自分の中で常に課題だとも感じ、
瞬間瞬間に意識しながら進めていくことが望ましいことはわかっていても夢中になるとなかなか出来ず
に、あとで保育を振り返って、どうだったか・・自分の関わり、やり方を思い返し反省したり、また客観視
出来ずうまく整理出来ないこともあります。そこにフリーの存在もあり、他の学年を超えたチームで相互
に指摘しあえる関係性を大事にしています。これは行事に限らず、日々の遊びや活動でも同じだと思う
ので、常に考え、保育する難しさを感じながら、自分で意識することも大切だけれども、他のスタッフとや
り方を相談したり、一緒に保育を振り返ったりする時間をつくったり、また同時に同僚としてフランクにも
のが言い合えるスタッフ間の関係（年齢や立場に捉われず・・）も築いていかなければいけないと思いま
す。一方的に評価されるのではなく（そうなると委縮したり、評価を気にしすぎて本末転倒に・・）話す中
で互いのプラスになれるような・・・そんな関係をスタッフ同士、あるいはお家の方々、あるいは地域、関
係者の方々とも大事にしたい、と思っています。

　活動をするにあたって、大人が提案した活動であれ、子供から出てきた活動であれ、大人は子供達の思いを汲み取り、寄り添い手伝う、させる、という存在ではなく子供の力を信じてそこにいて、子供に利用され
る魅力や力量を持っているか、ということが大事になってくるのではないでしょうか。あくまでも子供自身が活動に対してチャレンジしようとしているか、自分の思いを優先させているか、そもそも自分の思いを持って
いるか、大人はその時、手出し口出ししすぎていないか、歪めていないかなどを判断しながら、子どもの生きる力への信頼を持ち、向き合っていくことが大事だと思います。

〇コロナ禍での保育を前向きに取り組んでくださってありがとうございます。　防犯面でネームがあると便利では、役に立つのでは、となんとなく考えていましたが、役員会での話し合いやお知らせを通して、ネーム
を作って満足して終わりそうだなと思うようになりました。形にとらわれるのではなく、日頃の親同士・先生同士のコミュニケーションや目配り気配りといったことを大切にしていくことの方が、様々な面から園との連
携がとれると思うし、時には家庭でも「こんな時はどうしたらいいかな」「道を渡る時に車は来ていないかな」などの確認をしていくことも大切だと思いました。一人一人の意識が変わることで安全な環境になるひとつ
の過程になったらなと思います。

　「みんなで作る幼稚園」の底力やパワーを感じた一年でした。またコロナの状況が変わると、その都度、迅速に丁寧なお便りをくださったり、独自のレベルを考えて、少しでも解消できるよう努めてくださったり、日
常面においては先生方をはじめスタッフの皆さんや手伝いに来るお家の方で感染予防に努めてくださったこと感謝しております。この信頼があるからこそ、親も園になにか「力になりたい」と一生懸命な気持ちにな
れるのだなと、肌で感じました。行事での親の参加については、今後、働きながらも関わっていくことのできる保護者の方が増えて気軽にコミュニケーションもとれる形態などに変わっていくといいなと思います。 きっと木の花の保護者の方々は、こどもと関わっていたい。色んなこどもの姿を見ていたい、と思ってい

る方が多くいるのだと思います。コロナ禍の中で、どうしても親の参加が制限され、今まで当たり前のよ
うに見れたこどもの姿も見ることができなかったりもあるかもしれません。その限られた時間に垣間見え
る子どもの姿を感じることで、親としても色々と考え、成長していけるように思うのですが、どうでしょう
か？こどもにとっては、行事によっては親がいる事でこどもの力を引き出すこともあると思います。自分
の親が・・・という子もいるますが、多くのお客さんが参加すること、「見られている」ということに意味があ
る、と考えています。発表会などはそうですね。親が参加したい、という気持ちには家庭により温度差が
あります。仕事を持っていても、調整してでも参加したい、という方もいれば、都合がつかないから残念
だけど諦める、あるいは子どもだけで十分という方もいると思います。一律の強制はできません。「出来
る範囲で、出来ることを」。そして気軽にコミュニケーションが取れる形態も考えていきたいですね。戸惑
いを感じたら気軽にスタッフに、あるいは身近な他の保護者に訊く、というのが一番ですが、「気軽に話
しかけられない」雰囲気を感じさせているのは、なんとかしたいものです。働き改革を進めて心に余裕を
もち、なるべく気軽に話し合えるフランクな関係づくりが新しい保護者の方にも、働く保護者の方にもで
きるよう、様々な仕掛けも工夫していきたい、と思います。それが安心にもつながり、「みんなで作る幼
稚園」の土台になると思うので。

〇行事形態の見直しについて、時間や空間の使い方を長く大きく使用したさまざまな行事はこれまで以上にスケールの大きな活動を行うことができ、子供達にとっては新しい経験ができたり、とても良いことだと感
じました。一方で 木の花まつりのお店屋さんなどは平日に開催され、土曜においては基本的には大人の店のみなど、平日仕事でなかなか参加することができない保護者にとっては、自分の子が活躍する姿を見
る機会が減ってしまうのかな（子供のみで回る夕涼み会も同様）と少し寂しく感じる点もありました。 

〇今年度役員をさせて頂いて多くのことを考え、考え、考える機会となりました。「やってみなくちゃわからない」、しかし、それは考えなしで突き進むということではないということ。　不満や指摘も大切だけど、まずは
現状を知ってみること・・・。まだまだ 整理・理解し自分の口で語ることはできませんが、学びは多かったです。その中の一つですが親がたくさん関わっていい園だけど、親が参加しなくて(参加しない方が）うまくいっ
た行事もあるのだと知り、切なくなったりしました。仕事をされていて、時間的・精神的に余裕のない保護者の方も増えている中、積極的に関わろう・関わりたいと思った私は少し戸惑っています。しかし主役は子供
たちなので、子供達の邪魔にならない形でできることを考えていきたいとポジティブに考えています。人として大切なことを学び経験させてくださる木の花幼稚園に感謝しています。

評価　　Ａ：自信をもって　　　Ｂ：概ね良好　　　Ｃ：改善の余地有　　Ｄ：　課題である　　Ｅ：全然出来ていない 　無：評価なし（判定が自分には難しい場合は無回答でも可）

園は、子ども園としてのスタッフ同士の連携、協力がしやすい、働きやすい職場環境作りに努めると共に、これからの時代のスタッフ体制の整備
に努めている

全体を通観しての自由記述による園評価 園としての回答

〇ウイルスの様々な影響の中、先生方子供達の協力でようやく1年が終わろうとしています。 同時に幼稚園型こども園に移行して2年が経過いたしました。前向きに考動（？）しながら今後の進路を検討しながら、
歩みを一緒に参りたいと思います。引き続きよろしくお願い申し上げます。 子ども園として2年目、コロナ禍で登園自粛期間という異例な一年でしたが、関係各位、及び地域、家庭

の支えがあって乗り越えてこられました。コロナ禍はまだ続きますが、一過性の対応ではなく、コロナ収
束後も見据えて、施設設備の整備やソフト面の運営形態などブラッシュアップを図り、子ども園としての
木の花の教育・保育（日常から行事、保護者参画のイベント、子育て支援含め）の充実に、一人一人の
子どもたちの育ちを支え、豊かな暮らしを各家庭でも実感できるよう、努力を続けて参ります。

〇子ども園としてスタートしたところではあるが、木の花の良さを残しながら適切な対応が行えている。

〇新型コロナウイルスの対応下、大変なご苦労の中で頑張っておられると思います。若いスタッフさんも 増えてきましたので元気にやっていきましょう。一号・二号・未満児、　実は理事・評議員の多くが理解してい
ないと思います。次回一度初級者セミナーしましょう。

〇職員にとっての働きやすい環境がまずないと、「木の花保育を支え・継承し続ける原動力」は維持できない。園への思い情熱だけでは続かな
い。保護者からは、担任として・預かりの先生として、子どもと関わってくれている時間をたまに見るくらいなので、先生たちの仕事の全体像が
読んで、ざっくりでも分かりました。　一方で例えばお手紙。父レクのレポート、こんな分量で詳しくいる？と正直思いました。先生方の手元に、
記録としてはあっても良いのかもしれませんが、もっと簡素で良い。そのようにこれまでの流れもあり、「しなければならない」という縛りにか
かっていないのかなとは思う。毎月の一口メモは一方でとてもありがたいです。今一度精査して良いのでは。

父レクやビデオトークの報告お便りについては、前年度から全世帯への配布を止めて当該学年のみに配布になりました。当日参加できないお家の皆さんにも様子をお伝え
できればと思い、報告のお便りを出しています。内容量については文章で埋めつくすのではなく、写真やイラストを入れて視覚的に見やすいように工夫していますが、父レク
もビデオトークも、中身が濃いとどうしても担任の思い入れが入り、伝えたい事がたくさんになりがちです。もっと簡素な方が読みやすいという意見もその通りだと思います。
これは、クラス便りでも言えることかもしれませんね。読み手が手に取ったときに読みたくなるようなレイアウトや内容量を意識していかなければいけないなと思います。報告
のお便りそのものが必要かどうかという事については、一度職員間で話し合う場が必要かと思います。一方でお便りには保護者への発信（伝えたい）という意味と、保育（あ
るいはイベント・企画）を振り返る、園内で共有する、そのための整理づけの意味合いもあります。書き手自身の振り返りと同時にそれを体験していない他のスタッフへも、そ
の面白さと子どもの学び、そして課題も含めて、伝えていく営みの意味もあるのです。この後の全体の感想欄にも「お泊り保育」のお手紙不要論もありましたが（先生負担を
思って）、この夜更けまでの語り合いつつの書き作業、リアルタイム感覚が先生同士で子ども理解、お泊り保育の意義を共有する、絶好の機会でもあったりします。なかなか
捨てがたい時間ですが、簡素に負担なく、かつ分かりやすく読みやすく、保護者にもスタッフ間でも共有を図る・・・そんな難問への方程式への最適解を目指して、また手探り
の試みを続けていきます。

〇パートの保育者やサポーターがここでの仕事を通して、学びになり、保育者としての視点や見方においてバージョンアップしていけるよう、意図的な保育者養成の仕掛けが必要だと思います。地域全体の保育
者の力の向上がないと、各園の保育は守れないと思います。評価Ｃをつけたのは、木の花ができていないという意味ではなく具体的に何が課題なのかを整理することが、日本の保育の現場すべてで求められて
いると思うので。

サポーターさんが保育に入ってくださることで、スタッフの手が回らないところを助けていただき、本当に
ありがたく思っています。ノーコンタクトで事務作業に集中してできるのもサポーターさんなどの支えが
あってこそです。また多様なサポーターさんの存在はこども達にとっても色んな刺激があるのも事実で
す。正規の保育者と違った関わりが出来たり、この時とばかりにサポーターさんに甘えてみたり・・・。な
かなかじっくり日々の保育について話し合う機会はないかもしれませんが、お願いしたいことやその日
の活動については、意図や配慮する点などを事前にお伝えしたり、保育中に疑問に感じたことなどを、
聞くことができるように、スタッフが話しやすい雰囲気を持つことも必要だと考えています。できれば、サ
ポーターさんとも保育について、振り返りの時間を持つなど保育の共有をとっていく時間や、サポーター
さんからの希望があれば、園内研修などに参加していたくことも検討したいと思います。新しい時代を共
に創り上げていく、そんなプロセスをサポーターさんを含め若い先生たちが体験できればと願っていま
す。

〇先生の仕事が増える中、サポーター（補助スタッフ）の存在は大きいのではと思います。サポーターも先生方と同じく子供と親の顔を一致されており、「今〇〇にいるよ」「～で○○して遊んでいるよ｝などと教えてく
ださるので助かりました。スタッフ・サポーター問わず連携が取れていると感じています。

〇これからを担う若手の職員の方たちが、保護者の方々やサポーターの方々と共に新しい時代の木の花を作っていくための試行錯誤の時期は、大変ですが楽しみでもありますね。今まで子供たちのためにでき
ることを懸命に考え取り組んできたことを、今後は若い感覚で表現していくことも期待し後押ししていく、そんな雰囲気が感じられます。そして働きやすい環境への取り組みも柔軟な発想で努力していることが伝
わってきました。

教育・保育関係施設の職員負担の課題は、木の花に限らず、全国的な大問題です。各施設人材不足
は鮮明で、国の制度とし処遇改善が公的資金で入ってきていますが、今後保育の質を担保することが
難しくなっていく時代に差し掛かっています。（学校でも同様で教員志望者は減少の一途。精神疾患等
の休職者数も増加の一途です。）子どもへの想いや教育・保育への熱意を教師・保育者に求めるだけ
では続かないのは間違いなく、保護者の方のみならず、地域社会で、子どもの育ちにとってのよりよい
多様な大人（学校外）の関わり方（関与）の在り方が、今後、教育・保育者の専門性がより発揮できる職
場環境作りに不可欠な要素ではないのかな？、と思っています。保育の面白さを追究できる営み、そう
したことへの時間やエネルギーへの投入には先生たちの心理的負担感は少ないと思うのです。これは
多分学校の先生でもそうではないでしょうか？しかし、現実には子どもたちに向き合う保育準備や学習
支援のあり方を考える時間以上に、これは本当に保育者・教師がすべき仕事なのか？という業務が有
形無形に増えています。地域コミュニティで教育・保育を考えて地域資源を活用できる柔軟な体制が求
められていると思うですが、現実は「安全管理」と「教育」＋「生活」面全てにわたり学校や施設へと押し
付けられているような気がします。）

〇想像を超える膨大な量の仕事をしてくださっているのが分かりました。頭が下がります。若い先生も増えてきて、働き方の変更や改善がさらに進み（出来れば残業も減り）先生方の平日のプライベート時間も充
実できることを願います。

〇自園でも毎日ノンコンタクトタイムを取り入れてますが、休憩時間の確保も含め悩ましい。子どもと共に熱中する面白さ・保育を追求していく充実感がこの仕事の魅力だと思うがこれからは保育者も持続可能な
働き方ができる環境づくりを、職員とともに考えていかなくてはと考える。
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〇先生の仕事は制作物を作る仕事が多い、大変、と改めて思いました。だから持ち帰りも多い。悪しき習慣とも・・・。そこに ICT もうまく絡められたら。対子供・対保護者・対他の先生・対行政・対他園（研修）。それ
が得意不得意、かかる時間の個人差。　階段踊り場の掲示も、もう少しアナウンスが前後であってもよかったかなと。　園長と職員間の意思疎通はそれこそ保護者からは見えにくい問題。

先生の「製作物が多い」という製作物は木の花では何を指しているのか？ちょっと分かりませんが、各
職員が持ち帰って「作っている」製作物の類は木の花はほとんどない、と思います。お便りや指導計画、
記録、あるいはHP、FBなどなるべくノーコンタクトなどで対応はしていますが、まだまだ改善の余地があ
ります。その点でいうと、今年度のポスター作りは職員全体の協働製作で、こうした作業を通じて園長と
職員、またそれぞれの職員同士の意思疎通がより可能になり、互いのことを知り合い、チームワークや
同僚性が高まるメリットもありました。「この先生、こんなところがすごい！」が見える、それがこのポス
ター製作のプロセス。子どもたちと一緒で、一つのモノを創り上げる中で見えるそれぞれのスタッフのす
ごさ、魅力を感じたようです。（園長と職員間とのコミュニケーションもばっちり・・・笑）　以前作成した園
環境のポスター製作を超える、私たちにとっては新たな挑戦でした。「当たり前」に思っていた園内研修
を見直すきっかけにもなったので。そんな苦労して製作したポスターはもっと告知してもよかったです
ね、宣伝不足でした。（感想も伺いたいところです。）

〇「コロナ禍だから」とあきらめるのではなく、今のこの状況の中で出来る最大の方法を考えていただき、子どもたちが楽しく学べる環境を整えていただけたこと、本当に感謝しています。「子供時代を子供らしく生き
る」ということができる幼稚園です。数々の挑戦や体験・経験もできる、本当に素敵な幼稚園です。子供の人生の根っこの部分を育ててくれる幼稚園です。感謝してもしきれませんありがとうございました。

〇今年一年、今までの当たり前が通用しない時だったからこその、今までの「当たり前」「するべきと思っていたこと」など取っ払って、本当にしたいこと・子供達にとって大切なことを、先生方が考え抜かれて形にし
てくれた新しい一年になったと思います。新しいけれど、木の花らしさを大切に活かしているところも、すごいと感じています。

〇コロナで休園からスタートの大変な年でしたが、大きな行事以外にも、日々、先生方の愛情を（子供たちへの）強く感じる年でもありました。子供達への愛情以外にも、保護者が一つ質問すれば、１０００の答えが
返ってくるくらいの丁寧な対応もとてもありがたいことだと思っていました。6年前入園した頃は伝統を大切にするやや保守的な印象もあったのですが、この変化の年に、あまり物足りなさを感じさせない柔軟な対応
に感謝です。ありがとうございました。いつでも、担任の先生以外の先生もしっかり見て知っていてくれている安心感がありとても信頼していました。私自身はもう入園させる子供がおりませんが、幼稚園としては自
信を持って人にお勧めできる幼稚園です。

3年間でなんとなく掴んでくれれば・・・と思っていましたが、下のきょうだいの子が入園して継続して木の
花に関わる中で、さらにどんどん進化を遂げてゆく親御さんの姿もずいぶん見てきました。子どもたちの
変化、成長に驚かされることと共に、お家の方々の変貌にも目を瞠らされることが多々あります。子ども
と同じく一直線ではなく、親御さんにとっても紆余曲折があり、様々な葛藤や激論？もあったればこそ、
考えや価値観の共有が進み、振り返ってみればそんなプロセスを経たからこそ、多様な立場、背景を読
み取り、包含して共に生活するには・・・・というより一段進むポテンシャル（可能性）を園にも頂きまし
た。子どもと共に木の花を「卒園」されるお家の方々からの本当に心からの温かいエールである、と受
け止めさせて頂き、スタッフ一同心から感謝申し上げます。卒園する子どもと共にお家の方々も是非次
のステージで木の花での経験を活かした感性、価値観、共感力、人間関係力などを活用して、「みんな
の学校」のような世界を築いていけますことを願っております。

〇 本年度はコロナ 禍という非常事態なだけに、どのような国か、県か、学校かなど組織の本質的な部分が露呈されることもありました。木の花幼稚園はそのような中、換気や物品、設備の拡充はもとより、早期
に園独自の指針を明確に示して下さり、その都度状況に応じた判断や保護者の対応などを掲示、保護者の安心につながる配慮を感じました。　保育では密を避けるため分散化、時には野外も活用したり、試行錯
誤する姿、日々の日常から一つ一つの行事まで見直し、子供たちの安全を守りつつ、いかに子供の学びの場を守るか、模索と工夫を凝らし、諦めることなく取り組み続けて下さる姿から、何よりも子供第一に考
え、大切に育ててくださっている園だと、強く再認識する機会となりました。そしてコロナで気持ちも下向きになりがちな状況でも、新たな発見や改善の機会とし、「コロナだからできない」「コロナだからできる」と前向
きに捉えており、子供や私たち保護者にも元気や勇気を与えてくれました。これぞ、木の花幼稚園が掲げる「生きる力」、そんな底力を感じ、非常時にこそ生かされる先生たちのスキルや質の高さは、木の花の保
育が大切にしている部分とリンクしており、模範となり得る大人を身近に感じ育つ子供たちは幸せであり、同時に感謝です。またその刺激は、子供のみならず親である私たちにも大きな影響を与え、子どもとの関
わりや自分自身を見つめ直すきっかけにもなりました。いまだコロナ収束の兆しは見えず、今後地球規模での問題も山積みしており、コロナ以上の非常時に見舞われる可能性は大いに考えられます。そんな状況
の中、頼れるのは自分の力です。大人が準備してあげたりお膳立てしてあげるのではなく、どこに行っても、どんな状況下でも生きていける力やスキルを身に付けることが重要と感じています。それをその子らしさ
やその子の成長に合ったペースで育んでくださる木の花幼稚園。今後日本教育の目指すべきあり方かと思っています。

〇私は昔からの木の花を知りません。木の花はこども園に移行して今までの 木の花らしさを残しつつも変わっていかないといけない時期なのは分かります。私は一号で途中入園です。お迎えはお列ですが、ほと
んどの人がお残りのため、木曜のお列なしの時しか会えません。幼稚園のことなど、昔はお母さん方から聞いて知ってたことも、働く家庭や昔からの木の花を知ってる人の減少で、情報を知るのがすごく難しいで
す。今年は役員になり、下の子がプチというのもあり、他学年の保護者と関わる機会があり、昔と今で木の花に対するニーズが変わってきてるなと感じましたし、昔からの木の花を知ってる人は、例えばお泊まり保
育の時にいただける先生方の手書きの子供たちの様子の冊子をすごく楽しみにし、上の子のおたよりも残しているという人もいれば、上の子が第一子の人で、夜中までかかるくらいなら後日でもいいし、なんなら
フェイスブックでもいいのに、という意見もあり、またどの人がクラスメイトの親か興味ある人ない人と様々な人がいました。一番多く聞いたのは木の花歴が浅い保護者方は、先生達に気軽に話しかけられないで
す。でもいつも園側はいつでもオープンにしていると言っていても、実際仕事に追われているので。スキルアップや勉強のためたくさん研修してくださるのはすごく感謝ですが、こども園に変わり保育時間も増えたの
で、研修の量も見直ししても良いかと思います。時間の余裕は心の余裕になるので。少しでも先生方の仕事の量が減ると良いです。日々のクラスだよりを3学年で1枚でも十分です。

研修量はチーム別、学年別などに分けてするものにシフトし、全員でする研修は減らしています。記録
や報告もできるだけリアルタイムでつけるようしているので時間的なタイムロスは少なくなっていると思
います（音声アプリを会議などにも取り込めればさらに整理のつけ方が楽になりそうに思います）。しか
し個々人の年間の公式の研修総時間数だけでみると減っていますが、スタッフ共有へフィードバックす
るなどの目に見えにくい作業（思考含め）に時間を費やすことが多く、持ち帰りなど個人差も多いのも事
実です。このあたりは各自の研修の「見える化」が課題かと思っています。研修量を減らすことが職員
負担の軽減につながるのかもしれませんが（実際、対外、園内研修を減らしている園が多くなっていま
す）、できるはずの経験ができないことの「負の積み重ね」は子どもと同じく、学び育ちゆく保育者も必要
なことを学び損ねることの弊害も大きい、と後々予想されます（今も園外研修の場でひしひしと感じてい
ますが・・・）。押さえておくべきことと変化することを厭わない、チャレンジする事柄を常に天秤にかけな
がら、研修の中身とそれぞれの職員が担う職務、職責、スキルと合わせながら中身を精査していく必要
性を感じています。

〇コロナウイルスの影響で行事を中止・延期している 園が多い中、諦めずに様々な工夫をして行事を行っている姿勢に頭が下がります。　子供ができるはずだった経験をコロナの影響で出来なくなる・・・。その負
の積み重ねが子供が大きくなった時にどんな影響を与えるのかとても心配ですので、これからも今までのように「諦めずに」取り組んでいって下さい。

〇新型コロナウイルスという難しい時期を前向きに捉え、園内設備の改修や改善・増設などができたことはとても良かったと思います。　また幼児教育に人との接触は不可欠であるということを、しっかりと丁寧に
説明されている様子に感銘を受けました。何でも中止・リモートにする方が批判されにくい中、どこまで対策を取れば、どこまでできるのか、あえて困難な方向を選ぶ勇気に敬意を表します。そこには「子供たちのた
めに」という最も大切なものがスタッフの中で共有されていると思います。素晴らしいことだと思います。反面、スタッフのその「想い」と「責任感」にたよっているという側面もあるように思います。単なる待遇の改善
だけでなく、精神的にサポートすることも大切だと思います。（「ノーコンタクト」で園が職員のことを考えてくれているということが伝わったように）「木の花スタッフになる」という時点で「子供たちのために」という根本
的な理念は共有できていると思います。その極めて明確な共通のゴールに向かって、一丸となって取り組んでいっていただきたいと思います。

そして待遇面だけでなく精神的なサポート。これですよねえ、このストレス社会への耐性というか、笑い
飛ばせる度量というか、これはぜひ職員の周りの家庭や関係者などの方々共々必要かと思います。伝
統を重んじる園ですが、伝統の中には時代に柔軟に向き合う精神も含まれているのが木の花である、
と100周年の資料を調べて改めて思うところです。そんな歴史を知る（伝える）ことも精神的な支えの一
つかな、と思ったりします。諸先輩の失敗談なども含めて、なんとでもなる、そんな語り継ぐ機会なども
若い世代には必要では、と思っています。明るく楽しい職場づくりも色々と取り組み中です。こちらは若
い世代のアイディアに期待ですね。　本来ならスタッフ同士の交流の場がもっと増えると良いのでしょうが、今はまだもう少しというところでしょうか。工夫しながら明るく楽しい職場づくりにも工夫していただきたいと思いました。スタッフが「ここ頑張っ

ていました！」という頑張っていた人を紹介する掲示板とか、スタッフの努力をエールで称えることはモチベーションに繋がると思います。

きっと木の花の保護者の方々は、こどもと関わっていたい。色んなこどもの姿を見ていたい、と思ってい
る方が多くいるのだと思います。コロナ禍の中で、どうしても親の参加が制限され、今まで当たり前のよ
うに見れたこどもの姿も見ることができなかったりもあるかもしれません。その限られた時間に垣間見え
る子どもの姿を感じることで、親としても色々と考え、成長していけるように思うのですが、どうでしょう
か？こどもにとっては、行事によっては親がいる事でこどもの力を引き出すこともあると思います。自分
の親が・・・という子もいるますが、多くのお客さんが参加すること、「見られている」ということに意味があ
る、と考えています。発表会などはそうですね。親が参加したい、という気持ちには家庭により温度差が
あります。仕事を持っていても、調整してでも参加したい、という方もいれば、都合がつかないから残念
だけど諦める、あるいは子どもだけで十分という方もいると思います。一律の強制はできません。「出来
る範囲で、出来ることを」。そして気軽にコミュニケーションが取れる形態も考えていきたいですね。戸惑
いを感じたら気軽にスタッフに、あるいは身近な他の保護者に訊く、というのが一番ですが、「気軽に話
しかけられない」雰囲気を感じさせているのは、なんとかしたいものです。働き改革を進めて心に余裕を
もち、なるべく気軽に話し合えるフランクな関係づくりが新しい保護者の方にも、働く保護者の方にもで
きるよう、様々な仕掛けも工夫していきたい、と思います。それが安心にもつながり、「みんなで作る幼
稚園」の土台になると思うので。

〇園児一人ひとりのあり方を尊重してくれていると感じます。コロナ禍においても、その特徴を失わないように尽力いただいたと思います。
　長く勤められている職員の方々、長く通園されている保護者の方々も多く見られ、良い環境だと感じます。そのぶん、暗黙の了解のようなものがあり、何もかも初めての身としては戸惑うこともありました。（入園
式は保護者1名とのことでしたが、お父さん達は園庭で待機できたり。園の敷地内に入ること自体に制限があると理解していました。）しかしその柔軟性に園児のみならず保護者も救われている部分は多々あると
思います。今後も時代に沿いつつも、「木の花らしさ」をつないでいけるよう一保護者として協力していきたいと思います。
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