
保護者の皆さま             2023/2/4 

        四條畷学園大学附属幼稚園 

        園長 中西 邦枝 

 ［年長］令和 5年 1月２８日 体操発表会アンケート結果《速報》のご報告とお礼 

拝啓 

春寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は四條畷学園の教育・保育活動にご理解、ご

支援を賜り厚く御礼を申し上げます。 

この度は、ご多用の中、体操発表会へのご出席と、アンケートへの回答にご協力いただきまして誠にありが

とうございました。 

また、今回はいつも以上に多数のご意見を頂戴し、本当にありがとうございました。お知らせ頂いた貴重な

ご意見は、来年度の体操発表会の運営やその他の行事、また日々の保育の改善・向上に必ず活かしてまいり

ます。 

加えて、この度は感謝のお言葉や応援メッセージなど過分なお褒めを多数頂戴しました。教職員とともに

日々の保育の「励み」として保育の向上に努めてまいります。私たちは決して慢心することなく、これから

も今まで以上に学びを怠らず保育の道に精進してまいりたいと思います。 

このたびは、アンケート調査へのご協力、本当にありがとうございました。 

敬具 

記 

開  催 202３年 1月２８日（土） 

参観内容 体操発表会

場  所 高校体育館

対  象 最年少児 年長児

受付期間 202３年 1月２８日（土） ２月１日（水） 

総回答数 ８１件 



1．クラス別件数 

2． 

こどもたちが他学年の演技を観覧できるならば全学年一緒が良いと思う 

見学場所が確保出来るなら全学年一緒、出来ないなら学年毎が良い。 

全学年一緒がいいですが今回のような方法ですと遠すぎて他の学年の頑張っている姿を見る事も出来なかったため

学年毎でいいと思います。 

学年毎が良いですが、他学年は見学を自由にしたらよいと思います。 

待っている間の他学年の並びスペースから他学年の発表が全く見えないのでもうちょっと見えたら待っている間も

楽しいなと思います 
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3． 

見学場所がすぐには分からなかった。他学年ゾーンと次の発表学年ゾーンの並びはずれていたのでは 

お年寄りや妊婦さんが座るパイプ椅子が少ないと感じました 

広くて見やすいです。が寒すぎました。 

子供達が裸足に薄着なので会場を暖かくしてあげて欲しいです。 

思ったより暖かかくて良かったです 

後片付けなど大変かと思いますが、最後の学年まで待ち時間がありましたので、祖父母が休憩用に座れるパイプ椅子

をもう少し増やしていただけると嬉しいです。 

他学年の演技は全く見えなかった

4． 

以前の学年に比べ演目が少なかった。手作りお面をしてダンスがあるのかと思ったら無くて少し残念 

もう少し難しい技があってもいいと思いました 

他学年は見えませんでしたが、自分の学年は良かったです。 
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5． 

各行事の案内が毎回遅いため、早めに発表していただきたいです。 

6． 
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7．今回の体操発表会の良かったところ 

●課題の達成のみにこだわらず、個人それぞれが出来ることの見せ場があり、成長の発表が出来ていたのがとても

良かった。 

●すぐに出来なくても少し待ったり補助をしたり、先生の配慮で後から端っこででも再挑戦をさせたり、やりやす

いようにスプレーをつけてあげていたり、可能な限りチャンスを作ってあげていてとても良かった。

・先生には、しっかりとこども・親をサポートいただき感謝しています。お忙しい中、ご配慮ありがとうございま

した。 

・昨年度は無かった発表会を今年は開催いただき、ありがたく思います。こどもの成長と頑張りを見ることがで

き、嬉しく思いました。 

3 年間の成長、集大成を感じました。ハキハキテキパキ動く子ども達を見て先生方のご指導の素晴らしさを実感し

ました。 

こどもたちの顔が見える距離で見られたことがよかったです。会場も暖かく過ごしやすかったです。 

こども達の日々の練習の成果を見られて感動しました。昨年度は直接見ることが叶わなかった緊張した様子や自信

を持って臨む姿、発表後の晴れやかな表情、こども達にとっても大勢の観客の前で披露することで素敵な経験にな

ったと思います。 

こども達の日々の練習の成果を見られて感動しました。昨年度は直接見ることが叶わなかった緊張した様子や自信

を持って臨む姿、発表後の晴れやかな表情、こども達にとっても大勢の観客の前で披露することで素敵な経験にな

ったと思います。 

ダンスの立ち位置の目の前で見られたので写真も撮りやすくよかったです。 

とても上手だった。 

とにかく感動しました。ここまで毎日真剣に取り組んできたことが何より素晴らしいなと思いました。小さい子た

ちのモチベーションを保てるよう指導するのは大変なことと思います。 

でも、本人は毎日前向きに取り組んでいましたし、朝練昼練も強制ではなく、進んで参加していて、大人では決し

て敵わないなと思いました。学年ごとの先生や先生のコメント、先生方の動きの一つ一つに愛を感じました。 

どの学年の発表も素晴らしく、子ども達 1人 1人の頑張りがしっかり伝わり、とても感動しました。

子どもの発表が見やすくて写真やビデオも撮りやすかったです。 

もう我が子は年長ですが、年少、年中を見られて懐かしい気持ちや我が子の成長、頑張りがより感じられました 

まだ コロナがある中でも 全学年でしていただけた  

ご家族色んな考えがあると思いますが 私個人すごく感謝しています 

レベルの高い内容で先生方も熱心に指導されていることが伝わった。子どもたちのモチベーションを当日に向けて

上手に保てるよう指導されていると思う。 

学年が上がる度にハイレベルで子どもがついていけるか心配になったが、子どもが年長になった時、出来ても出来

なくても涙なしでは見られないだろうなと思った。 

一年間の集大成が見られて感動しました

一列ずつ体操してくれるので、とても見やすかったです。 
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園児の集合の場所にブルーシートを貼っていて分かりやすかった。演技する学年の時に、その学年の保護者席が前

に設営されているのが良かった。とてもスムーズにプログラムが進んでいた。 

園児達の頑張っている姿に感動しました。立派に年長さんになったんだな と我が子の成長を感じることが出来ま

した。ご指導してくださった先生方、ありがとうございました 

家では見られないこどもたちの姿が良かった 

観客が多くて、活気があって、子供達が沢山の人に見てもらえている環境で演技をする経験ができたところ。 

頑張る姿を見る事が出来て良かったです。 

去年残念ながら開催されなかったので、初めて観ることが出来て、子どもたちの頑張りに感動した。また、発表学

年のみ前で観られるシステムで良かったです。 

座席の工夫がされていたところ 

最後の子ども達のコメントは感動しました。 

昨年はコロナで動画のみだったので、今年は体育館で見られて良かったです。数年前は逆立ち歩きは舞台上での発

表でしたが、今回は下のマットで個々のレベルに合わせて丁寧に見ることができ楽しめました。 

昨年中止でなかったこともあり、通常に戻った久々の体操発表会を開催していただけて嬉しかったです。名前もわ

かりやすく床に書いてあったので我が子の前で見ることができました。 

リス組に入って 1ヶ月も経っていないので大丈夫かなと思いましたがしっかりできていて感動しました。 

先生方ありがとうございました 

子どもたちが一人一人一生懸命頑張っている姿を見ることができました。 

日頃より先生方が懸命にご指導して下さっていることが伝わり感謝しています。 

子どもたちが全力をだし楽しんでいた。できない子どもがいても、先生が配慮してくれているところ。 

子どもたちが練習した成果を発表できる場を作っていただきありがとうございました。この経験が子どもたちの成

長に大きく繋がると感じました。 

子どもたちの頑張っている姿がとても感動しました。 

子どもたちみんな一生懸命頑張る姿，本当にかっこよかったし、感動しました。

先生と一緒に頑張ってきたんだなぁと微笑ましく見させて頂きました。 

子どもの成長を家族揃ってみることができて良かったです。 

子ども達の一生懸命取り組む姿を見ることができてよかった。 

子ども達の頑張っている姿をみることができて嬉しかったです。とても感動しました。 

子供が頑張って取り組んでいたので感動しました。 

子供たちが今迄頑張ってきた練習の成果をたくさん見られてとても感動しました。 

子供達が日頃から幼稚園生活で一生懸命に頑張っていたヨコミネの体操の集大成を見る事ができ大変感動いたしま

した。子供達も頑張ってきたことが自信に繋がったと思います。 

子供達の演技が良かった

子供達の頑張りが見られて良かった。

子供達の日々の頑張りが伝わった 
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子供達の様子がしっかり見られた事、無理の無い演出で、皆が出来たを感じていた様に見えた。 

自作のトトロのかぶりものが可愛かったです。 

上の学年の発表を見られて、うちの子もこんな風になれるのかと楽しみになりました 

人数制限なく見られたことは良かったと思います。 

席が明確に分けられていたところがとてもよかったです。わかりやすく、移動もしやすく、見やすかったです。あ

りがとうございました。 

席移動は混乱する事なくできて安心しました。内容もとても良かったです。子供たちももちろん先生方も本当にこ

の日のために頑張ってくださったのだと思えるような出来栄えでした。本当にありがとうございました。 

先生方は指導するのが大変だったと思いますがパラバルーンがすごくよかったです。ありがとうございました。 

選曲がとても良いです。 

全学年でのイベントが催行出来たこと 

全学年合同で行われた。観覧者制限無かったところ。 

祖父母は立ち見位置からですが、子どもたちの演技はしっかり見ることが出来たようなので、とても良かったで

す。座る方、椅子の方みなさんがルールを守っていたので良かったです 

日頃の先生達の指導のおかげで、子どもの頑張っている姿を見て嬉しくなりました 司会進行もスムーズで良かっ

たです ありがとうございました

日頃の体操指導の成果が現れていたと思う 

日々、体操を練習してきた成果が見られてよかったです。早々にブリッジが終わる子もいれば、時間のかかる子も

できるまで待ってから、先生のサポートがあったので見守る体制ができているなぁと感じました。 

日々の練習の成果がみられて本当に素晴らしい発表会でした。また「はい」って言う返事がどの学年も素晴らしか

った。 

年次ごとに親のグループ分けをしていただいていたので、混雑することなく、子供の顔を近くで見ることができま

した。 

年少組が、隣のトトロの世界観の中で演技していたところ。BGMもマッチしていて素晴らしかったです。

発表学年保護者優先席の移動がスムーズでした。子ども達の演技が間近で見られて良かったです。 

保護者席の入れ替え制、そして子どもがどこで演技をするのかが事前にわかった為、近くで我が子を見る事が出来

たところ。 

名前のテープを貼ってくださっていたので、その位置近くで場所を取ることができ、すごく嬉しかったです。 
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8．工夫して欲しいところ 

●どの位置にいれば自分の子供が見えるのか事前に分からない・見学場所が確保できないかもしれないという不安

がとてもストレスです。祖父母のフォローも必要なので、予定でかまわないので子供の立ち位置を事前に知りたい

です。 

（運動会も同様で子供が入場してから多数の親が慌てて移動するなどがあり、危ないしストレスを感じます。） 

皆さん同じだと思いますが、親はもちろん自分の子供を見たいし、子供は自分の親を探すので見える位置にいてあ

げたいと思います。 

●見学場所について、舞台上を開放するとか、Ｌ字やコの字に並ぶことができたら、もう少し見学場所が広げられ

るのではないでしょうか 

・事前配布の手紙は先生方が事前にいろいろ工夫、検討されたことが伝わる内容であったが、説明文が多くわかり

にくかった。 

・片付けを学年ごとに項目分けしていたが、学年ごとに分ける必要はないのでは。何をしていいかわからないと言

っている人が多かったので気付いたところを片付ければいいと思う。 

・他学年の発表を見たかったが、人の壁ができて全く見えないので後ろのスペースで待機するしかなかった。開始

前も 50 分ほど立ちっぱなしで、子どものためとは言え待機時間が長かった。 

・各学年の入れ替え時間も余裕があったように思えたのでそれなら各学年入れ替え制でもよかったのでは。

・横に長い舞台なので、クラス位置だけが分かっていても子どもの位置がわからず、とくにひばり組は保護者席の

通路を挟んで左右に分かれたため場所取りに悩んだ。 

・シールを貼らずに前の座席にご夫婦で座っている方を見かけた。空いている席もあったので臨機応変に対応して

欲しい 

・終了予定時間を明記していただくと予定が立てやすくありがたいです。（幼長の終了時間、片付けの終了時間な

ど特に） 

・1家庭 1名が座れるルールが徹底されていませんでした。事前の案内をもう少しわかりやすく工夫していただき

たいです。 

うしろの立ち見席はほとんど見えなかったので、前のパイプ椅子の列をもう少し増やして後の人も見えたらもっと

よかったかなと思います 

コロナ禍でのイベント開催しか経験した事がないので全学年で一斉に開催というのは正直不安でした。場所取り合

戦にならないか、集合解散が一斉になるので混雑しないか、など。予想より大丈夫だったかなとは思いますが、や

はり年長の時はみんな前に行きたい気持ちが強くて圧倒されました。コロナも落ち着いてきて人数制限をしなくて

いいのはわかりますが、個人的にはコロナ禍の方が見やすかったなと思ってしまいました。 

あと許可証もう少し早めにもらえると嬉しいです 

シールを貼っている人以外の保護者はどこで見たらいいのか迷ったので、アナウンス等でこまめに誘導していただ

けるとありがたいです。 

すごく押してくる保護者の方もいて、とても密に感じました。 

何故全学年一緒に戻してしまったのか…。運動会よりも学年別で良い発表かと。一昨年の様に学年別入れ替えにし

て欲しいです。また、どうしても全学年一緒にするならば小さい子への配慮が欲しいです。業者さんのバッテリー
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などがあり後ろの方は触らない所、行けないところが多いのに待ち時間が長い。外へ出てから入ろうとしても人が

多く戻れない等不便が多かったです。 

家族ごとに観覧できる工夫がほしい。家族 1人で観ていても楽しさが共有できないのが残念 

各家庭 1名の場所に 2名以上で座っている人がいた。事前に床席、園児椅子、パイプ椅子の保護者席を抽選で決め

てほしい。 

各家庭着席出来るのは一人という決まりがあるのに、守れていないご家庭があったようです。各家庭着席は一人と

いうルールを作るのならば、音楽発表会のように指定席にしたら良いと思います。 

学年別シールを貼っていない方も水色ゾーンに入り、家族 2人で最前列で観覧されていました。走って場所取りす

る方もいて危険と感じました。音楽発表会の様に抽選をして観覧場所を指定した方が平等だと思った。 

後ろで園児椅子に座っていた夫と足の悪い祖母が、前の床席の方が膝を立ててしまっていて全然見られなかったそ

うです。親のマナーの問題もありますが、開始前に注意喚起をもう少しマイクなどでしていただけた方がいいのか

なと思いました。先生がおっしゃってくださっていましたが、聞いていない方が多かったように見えました。 

後片付けの協力が会場にいないと分かり辛かったところ、詳細をもう少し早く頂けると習い事の調整等があるので

助かります。 

子どもが練習のときに手が滑ってブリッジがやりにくく、やる気をなくしていました。滑り止めを練習のときに持

参してもよいことにしていただけるとありがたいなと思いました。 

子どもの位置を事前に右側か左側か、ざっくりでもいいので知りたかったです 

子供の立ち位置を事前に、詳細に知らせていただけると嬉しいです。 

次の学年が後ろで待つ時年長とかになると 2時間近く立つことになるので、そこを何とかして欲しい。 

終わってからそのまま残るりすの子たちが結構いて、大人の中で自分たちを持て余している感じだったので、非常

に我儘ではありますが、りすさんは一斉解散ではなく、保育室に戻るか解散するか選択できてもよかったのかなと

思いました。先生達にご負担をおかけすることは重々承知ではありますが、上に兄姉がいる子は絶対残らないとい

けないので… 

あと、他学年の発表は、人垣が多すぎて全く前が見えない状態だったので、これなら学年ごとの開催とも大差ない

かなと思いました。他学年の熱気を感じられたのはよかったと思います。 

床の座席にまだまだ余裕があったし、椅子も横にたくさん追加できると思います。それなら家族 2人まで優先席に

いける。そのほうが良いのではと思いました。立ち見になると立ち見 2列目以降は見られません。保護者の殺伐し

た空気がすごいです。怖いです。 

実際、私は一列目に並んでいましたがトイレにいき戻ってきたら、横や後ろの保護者からすごく睨まれとても嫌な

気持ちになりました。トイレにもいけないのかなと。 

知り合いのお母さんは立ち見に並んでいたら小さい子供がぐずりだし、並んでいた場所を離れ戻ってきたら、後ろ

に並んでいた保護者からクレームがきて大変そうでした。 

あと他学年演技は、全く見えません。 

一緒にする必要あるのかなと。ルールがややこしいし、人がごちゃごちゃして争いの空気も強く嫌な気持ちにしか

なりませんでした。せっかく子供たちの演技にたのしんでるのに、保護者の空気が悪いです 

振り付けをマイクで言わなくても子どもたちは、できる気がします。 
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人数制限無しは良かったですが、他学年の発表は後ろからは見えないので、待ち時間が無駄と感じました。数年前

から指摘がありましたが、他学年の発表も見てほしいとの理由であったかと思いますが、やはり後ろからは何も見

えないです。コロナやインフルエンザが流行っているので混雑が心配でした。学年ごとに体育館の北側で広がって

演技をしてもらえたら、見る方も広がって間隔が空けられるのではないかと思いました。 

前のエリアは保護者が 1名しか入ることができないため、立ち見のエリアに人が溢れていました。 

そのため、後ろの方の人は見えづらかったと思います。 

工夫して欲しいところは（床 1名、パイプ椅子 1名、その他は立ち見）のようにもう少し分けて頂くと、立ち見の

方も見やすかったかな と思いました。

全学年でしたが、全然見えなかったので、学年ごとがいいと思いました。 

全学年でみんなの演技を見たかったのに全然何をやってるのか見えず待ち時間が寒いし無駄な時間で残念でした。

全学年で催行出来たことはとても良かったのですが、他の学年の発表がどうしても見えにくい状態だったところ。 

全学年一緒にするのではあれば、他学年の発表も観られるように工夫していただきたいです。他学年も観覧できな

いのであれば学年毎にしていただきたいです。 

前で見ることができるスペースは、早い者勝ちのようで押し合いになっていました。音楽発表会のように事前のく

じ引きで番号を振って頂いた方が気持ちよく観覧できると思いました。 

全学年開催の場合、自分の学年以外は見られないのが残念でした。 

他の学年の様子を観ることが出来て嬉しい反面、発表学年以外は後方で待機しているため、ほとんど観ることが出

来ない。それなら途中の入退場は許可してほしい。ずっと自分の子どもの学年まで立って待機していることがなか

なか辛いです。 

他の学年も見えやすくしてほしい。

他学年の演技が全く見えなかったので、少しでも見えるように工夫してほしい。それか学年別でいい。 

他学年の演技は全く見えないので待機時間が長く感じてしまうので二部制や学年別の方が祖父母や小さいお子さん

連れは助かるのではないかなと思いました。 

他学年の演技を見る位置からは、ほぼ演技が見えない。ただ立ちながら音だけを聞いているという状況だったの

で、それなら学年ごとに開催してほしい。 

保護者は、我が子の頑張っている姿、表情をしっかりと見える場所で見てあげたいというのが、一番望んでいるこ

とだと思う。 

まだまだコロナ禍の中、大人数で長時間の開催だったように思う。始まりや合間の待ち時間などが長いので、子ど

もたちの演技時間は削ることなく、もっと効率よく時間を使ってほしいと感じた。 

他学年の演目ももう少しみやすい配置にしてもらえると嬉しいです。 

他学年保護者エリアからはほとんど観覧できず残念だったので、この際クラス毎など人数分けして舞台で演技して

もらえるとありがたいです。子供達にとっても特別感があるのでは 時間がかかったとしても子供達の演技見応え

があるので保護者も満足されると思いますが。BGMについて、運動会の時も感じましたが祖父母方には理解しづ

らいのでは 

体育館前が保護者で混雑していたので、学年ごとに保護者の来る(登園)時間をずらす方が良いのではと思った(最年

少 8時 50 分 9 時、年少 9時 9 時 10 分等)。 
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また体育館前での集合の学年も、保護者の入口と近いこともあり混雑の原因となっていたと思うので、全員一度園

に送ってから(保護者一人+子ども)の方が良かったかもしれない。(その方が子どもの気持ちの切り替えにもなった

かも ) 

待ち時間がとても長くて(特に年長の保護者の方は)学年入れ替えでも良かったかなぁと思いました。 

特に寒い時期なので、裸足に半袖半パンでは体調を崩してしまうのではと心配しておりましたが実際に体調を崩し

ました。練習でも防寒対策をしていただき、本番でも肌着や先生方も着用しておられました黒色のロングシャツや

スパッツの着用を許可していただきたいです。全員で統一すれば見た目もバラバラにならないと思います。 

片付けの指示がよくわからなかったです。 

密なのもあり、小さなお子さんがいるご家庭は場所取りなど大変そうだなと感じました。小さなお子さんがいる家

庭だけでも舞台側の逆サイドに家族まとまって座れる優先エリアなど、何かあればなと感じました。 

目印シールがなくても優先席に座っている人が何人もいました。目印シールの見回り、声かけ等などもっとあれば

よかったと思いました。 

立ち見ではほぼ見られなかったので何とかしてほしい 

腕章やシールなど、区別するものや必要なものがいろいろとあり混同し、少しわかりづらかったです。また、空い

ている椅子席もいくつか見られました。後方の椅子席では演技がほぼ見られないので、両サイドや中央、パイプ椅

子後方など、自由席のような席があってもいいように思いました。 
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9 その他 

●発表会では結果だけではなく、子供の日々の頑張りや成長を感じたいです。出来なかったことがどれだけ頑張っ

て出来るようになったか…日頃から毎日毎日たくさん頑張っていると思うので、日頃の練習風景の写真や動画をも

っとたくさん見たいです。

1.優先席について。 

我が子が発表する際の、優先席ですが「各家庭 1名、クラスシールを貼り付けている方のみ」のはずですが、その

ルールを守られていない保護者が見られました。 

先生方もそこまで目を光らせていないと思います。なので、着席していても問題なかったのだとは思いますが、

「ばれなければいい」といった考えの保護者が見られたことはルールを守っている側からすると残念でした。 

2.他学年発表について。 

運動会同様、学年別での発表会でよかったと思います。終わってから思ったことではなく、始まる前から思ってい

ました。 

なぜならば、人数制限はなくなり、各家庭での参列者が多くなり、後方立ち見席からは何も見えない状態でした。 

立ち見で待機している意味はあるのか と思いました。

3.後片付けについて。 

後片付けについては事前に説明連絡がありましたが、指揮系統がなされておらず、スムーズにいっていたとは思え

ませんでした。舞台の上からマイクを使うなどして指揮系統を取れればいいのかなと思います。 

いつも本当にありがとうございます。 

コロナ禍以後、体操発表会を初めて人数制限なしで開催してくださったことに感謝申し上げます。他学年の演技を

見ても、こどもの成長を感じ、また、想像し、大変感動いたしました。準備も設営も大変だったことだろうと思い

ます。先生方、おやじの会の皆様他、ご尽力くださった皆様方、本当にありがとうございました。 

コロナ禍前に戻った感じがして、嬉しく感じました。 

とても見応えのある体操発表会で、先生方はとてもお忙しかったかとは思いますが、このように開催して頂き感謝

の気持ちでいっぱいです。 

子供もとても楽しかったようで、日々の練習の事なども自宅でよく話を聞いていました。年中の良い思い出の一つ

になりました。ありがとうございました。 

まだコロナやインフルエンザが流行する中で、無事に開催できるのか、全学年での開催で良いのか等、職員の方々

が 1番不安だったと思います。 

ですが、子どもたちの頑張る姿やそれを見守る職員の方々の気持ちがとっても伝わってくる行事でした。 

気象状況も不安定な中、子どもたちと保護者に素敵な機会を与えてくださり、本当にありがとうございました。 

もう少し体操のレベルをあげてもいいのではないかと思います。 

案内がバラバラとたくさん持ち帰るので、1枚で簡潔に分かりやすく工夫していただきたいです。 

一生懸命頑張っている姿に感動しました。年長さんの発表が素晴らしくて、毎日の積み重ね、努力をするというこ

との大切さを改めて考えさせられました。ご指導ありがとうございました。 

運動会のように学年毎の入れ替え制が良いなと感じました。 
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家族 1人しか着席できないはずなのに、複数人数座っている人がいて、座るはずの人が座れない状況だった。 

それなら音楽発表会みたいに座席指定にしてほしい。 

立ち見の人数が多くて背の低い人には立ち見では自分のこどもが視界に入らなかったのでとても残念だった。 

年長で最後の体操発表会だったので余計に悲しかったです。 

会場設営や園児たちへの指導などのたくさんのこと、本当にありがとうございました。初めての体操発表会、最後

の体操発表会、どちらも見ることができて、どちらも感動しました。子供達の成長を感じられる発表会でした。先

生方、ありがとうございました 

学年別がいい

感動しました 特に最後、皆で声を揃えて挨拶してくれた時には涙が出ました。娘はずっとアザラシ回転に苦戦し

ており、発表会一週間前は毎晩お布団の上で練習していました。前夜には「もっと前から頑張っておけば良かっ

た」とまるで 8月 31 日の小学生のようなことを泣きながら言っておりました。身体を鍛えることだけでなく、メ

ンタル面や人の前で披露すること、魅せることなど、本当に貴重な経験になったと思います。ここまで成長させて

くださった担任の先生はじめ、おさとう先生、他先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。 

入園の年にコロナが流行し、簡易で、省略された形ばかりの行事のままここまで来てしまいました。どうかお願い

です。ファンタスティックデイと卒園式はなるべく従来の形で、実施していただけませんでしょうか。よろしくお

願い致します。 

観覧席が密にならないように、該当学年が優先して見られるように幼稚園が配慮して頂いているのはよかったと思

います。 

しかし、保護者それぞれのモラルの問題だと思いますが，シールは 1家庭 1 枚なのに家族みんな(父、母、妹、祖

母)で園児椅子に座っていたり、小学生の兄弟がパイプ椅子 2席使って寝転んでいたりとルールが守られていない

こともありました。きちんと守って 1家庭 1人で杖を持った祖父母の方が立っている家庭もあったので、もう少し

徹底して頂きたいです。 

休憩のための椅子を出していたのは良かったが、荷物を置いて席を取っている人が多く、譲り合って座る事はでき

ていなかったと思います。 

私のところ含め、下の兄弟がいる両親は、赤ちゃん抱っこしながらずっと立って待っている状態で大変でした。 

また、次の学年のところに椅子がないため、前の学年が何をしているのか全く見えませんでした。全学年でする意

味があったのかなー っと思いました。 

去年は黒の長袖の肌着要とのことでしたが、今年の方が更に寒波で寒いのに、肌着禁止の理由を知りたいです。あ

の環境で上は半袖一枚、下は短パンで靴下無しは相当寒いと思うので、半袖か袖なしの肌着は許可してほしいで

す。 

今回の発表会楽しみにしていました。子供達が一生懸命頑張る姿、とても感動しました。 

今年は成長している姿を見ることができて、嬉しく思いました。 

子どもの学年は見やすくて、入れ替えはありがたかったのですが、それ以外は演技が見えなかったので、それなら

学年ごとの開催でよかったのではと思いました。子どもが上の学年の演技を見られるならいいと思いますが、それ

は前に見られたようで、ありがとうございます。すごかったと言っていました。保護者は自分の子どもが見られれ

ばそれで十分でした。最後の片付けが年長さんの保護者に偏るかもしれませんが、そんなに人数はいらなかった
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し、いつか回ってくるので問題ないのではと思います。それでもダメなら、年間 3回の行事の順番を入れ替えて、

最後の学年が替わるようにすれば公平なのかもしれませんが、個人的には片付けは年長さんだけでいいと思いま

す。 

事前に配られた体操発表会での説明の用紙はわかりやすかったです。でも、親は理解していても祖父母の方々は理

解してないのかなと思う方が多かったように思います。 

色々な事を工夫していただき本番を迎えてくださったこと、子どもの 3年間の集大成をこの目でしっかり見ること

ができ感動とともに先生方には感謝しております。ありがとうございました。 

先生方、大変お疲れ様でした。日々の指導のおかげで子供達は眠っている能力を引き出してもらって自分の壁を越

えて行けたと思います。ありがとうございました。 

先生方のおかげで全学年での発表会を行えた事は本当に感謝しかありません。 

我が子の成長もそうですが、この幼稚園にして本当に良かった と思えた瞬間でもありました。

先生方の指導が行き届いていて、子どもが楽しそうに自由にのびのびと演技出来ていました。家庭でも今日のこと

を振り返りながら子どもとお話したいと思います。ありがとうございました。 

先生方の励ましや丁寧な指導のもと、毎日コツコツ頑張って練習し、心も体も成長できました。 

本当にありがとうございました。今思い出しても涙が出ます。

全学年一緒でも、学年の親御さんの壁が厚く他学年の演技は隙間からも見られない状態でした。 

片付けの工夫などはあるかと思いますが、是非とも学年別での開催をよろしくお願いします。 

素晴らしかったです。 

素敵な子どもの姿を見られて嬉しかったです、先生達ありがとうございました 

他の学年も後ろにまで見えるように携帯にライブ配信か後ろにスライド配信してくださると待ち時間も楽しめま

す。 

体操発表会の日にちだけは以前からお知らせして頂いていたが、時間などの詳細のお手紙配布が遅すぎる。幼稚園

行事以外にも様々な予定があるので、一ヶ月前には日時を知らせて頂きたい。又、手紙の内容がややこしくて分か

りづらかった。 

天候が安定しない中、開催して頂きありがとうございました。我が子の成長を間近で見る事が出来大変感動致しま

した。次の行事も楽しみにしております。 

入園して間もない息子が、フルーツポンチを楽しそうに踊っている姿を見て、感動しました。いつも丁寧なご指

導、ありがとうございます。できることが少しずつ増えてきて、最近は得意げに率先して色々できることを見せて

くれるようになってきています。成長を感じ、すごく嬉しく思っております。今後とも宜しくお願い致します。 

年長の発表会が今から楽しみです

片付けの為に全学年の親が待機するのではなく、毎年、年長組の親が担当するという形で良いのではないかと感じ

ました。 

保護者 1名のみのスペースに小学生が座っていたり、ルールを守れない方にきちんと注意してほしいです。 

本当にありがとうございました。子どもを産んでよかったなと心から思いました。 

そして、いい幼稚園に通わせてもらえてありがたいなと。ここまで成長させていただいて感謝以外ありません。 
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毎日幼稚園を楽しみに登園し、嬉しそうに帰ってきます。「◯◯ができるようなった」と嬉しそうに報告してくれ

ます。家が狭くて逆立ち歩きの練習が出来ず、発表会での発表はもう無理かな…と諦めていましたが、幼稚園で毎

日頑張って練習し合格をもらえて、私もとても嬉しかったです。 

娘の熱、知恵熱か行事前熱か、残念で残念で。幼稚園でのダンス時間を…ママ、フルーツパンチするねん パンチ

するねん 、、   からのユーチューブでこれ そーそーそーー これーーー 一緒に何度も何度も踊りまし

た。みたかったです。。。次を楽しみにしています。

良かったと思うところ。全学年一緒にすることによって、他の学年の頑張っている雰囲気を肌で感じることができ

ました。(演技は他学年のところからなので、演技自体は何もみえませんが)全学年同時開催どちらでも良いと思っ

たのは。他学年のお子さんたちの演技を応援の気持ちで見られましたが、小さいお子さんやご年配のご家族がいら

っしゃるご家族は待ち時間が長く、また他学年の演技も見えないので待ちくたびれている感じがしました。 

涙がでるほど、とても感動しました。去年は発表会がなかったので残念でしたが、今回開催してくださって、感謝

です。ありがとうございました。 

練習から当日まで、毎日楽しく体操している様子が伺えました。ご指導ありがとうございました。 

                以 上 
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