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 ・卒会まで過ごしたがってました。 

 ・３年間、楽しく元気に通うことができました。 

・帰ってくると、いつもその日の出来事を楽しく聞かせてくれました。 

 ・時々嫌だと子供から言われることがありますが、基本的には楽しめているのではないかと思います。 

 ・とても楽しく過ごしています。 

  

  クラブからの回答 

 学童クラブで過ごす子どもたちを、保護者の方々がいつも温かく見守って下さっていることに、改めて

感謝申し上げます。 

学童期の子どもたちは、幼児期の発達的な特徴を残しつつ思春期の発達的な芽生えもあり、その間

を行ったり来たり、繰り返しながら成長する過程にあります。クラブでは、遊びや生活といったあらゆる場

面で子どもどうしが伝えあったり、教えあったりする関係が作られます。異学年保育ならではの良さがある

反面、縦の関係がそのまま力の関係になってしまうこともあります。子どもどうしではうまく調整できないこ

とも多くありますので、クラブでは指導員が丁寧な働きかけをして子どもどうしのかかわりを上手に育てた

いと思います。ご家庭で心配なことがありましたらその都度、お知らせください。 

子どもたちは毎日学校が終わると“第二のおうち”として学童クラブに帰って来ます。今日はあの遊び

を○○さんとやりたい！という期待を持って来る日もあれば、今日は家に帰って違う遊びがしたいな、ゆ

っくり休みたいな、という日もあるようです。“毎日行かなければならない”という中で「どうしようかな」と葛

藤を抱えての「ただいま」という日や、学校でのいろいろな思いを抱えて帰ってくることもあります。 

指導員は一人ひとりの子どもたちの思いに気づき、受け止め、心からやりたいと思える遊びとその遊びを

一緒に楽しめる仲間づくりを見守りたいと思います。 

 

 ２．子どもと職員の信頼関係は築けていると思いますか。 

①満足…30件（88％） ②やや満足…4件（12％） 

 

  保護者の記述欄 

 ・先生方とどんな話をしたり何をしたのか etc、いつも楽しそうに教えてきます。その姿を見て、信    

   頼、安心しているのだなと感じています。 

 ・先生との楽しい状況をたくさん話してくれています。先生の事をしっかり信用して過ごしている 

   と思います。 

 ・今日は先生とこんな遊びをしたよとよく嬉しそうに報告してくれます。（特に少人数の土曜保育の時） 

 ・子ども同士のもめごとにも対応していただき、感謝しています。 

 ・先生達とも話しやすく、何でも話せたとのこと。 

 ・先生の事をニックネームで呼んでいて、とても仲良しです。 

 ・良く接していただいて、ありがとうございました。 

 ・あだ名で呼び、仲良く築けていると思います。 

 ・姉の時から、ずっとお世話になっている先生がいるので親子共々信頼しています。 

 ・子供が私にいってこないささいな事でも先生はきちんと報告、問題をきちんと解決して下さっていると思  

  います。 

 ・いつも優しく見守って頂き、先生が大好きです。 

 ・家でよく先生の話をしています。 
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 ・よく子どもから先生との会話の話をききます。 

 ・職員の方たちの話も良くしてくれたので、よくコミュニケーションをとってくれているんだなあと思います。 

 ・親しみを持って先生の名を口にしているので、安心しています。 

 ・職員と子どものコミュニケーションが多く、子どもとの信頼関係も築けています。 

 

クラブからの回答  

放課後を過ごす子どもたちにとって指導員には様々な役割があり、場面やその子どもに合った関わり

が子どもとの関係を築いていくと考えています。子どもの願いや葛藤、ちょっとした変化を見極め、焦らず

あきらめずに見守る、支え、励ますなどの働きかけをしながら「先生が自分のことをわかってくれている」

「大切にされている」という実感を子ども自身が持てるよう、信頼関係を築いていきたいと思います。 

子どもたちと遊ぶときは親しみを込めてお互いにニックネームで呼びあっていますが、大切なお話があ

る時は「○○さん」、「○○先生」と子どもたちが場面によっての使い分けができるよう、合わせて指導を

行っていきます。 

 

３．生活指導（挨拶、生活・遊び上のマナー・ルールの指導等）は、適切に行われていると

思いますか。 

①満足…30件（88％） ②やや満足…4件(12％) 

 

  保護者の記述欄 

 ・しっかりとけじめのある生活パターンを学童で過ごしている中でも維持されているので、各指導もしっかり 

行われていると感じます。       

・あいさつは自分からしっかりできるようになっています。マナーやルールを理解することがまだ少し難し 

いようですが、頑張っています。 

・家庭でも伝えていますが、「それ学童でも言ってた！」と話したり、妹に対してやその他のお友達と過ご 

す中でも本人が意識していると感じるから。 

・しっかり時間を決めた中で、自分からできるようになった。 

・学童で教えてもらったことを家庭でも下の子に教えている姿が見られました。 

・指導していただき、ありがとうございました。 

・きちんとされていると思います。 

・しっかりしかるところはしかるという、大切なことを教えてくれてました。 

・何かあった時は話し合いの場を設けてくれると聞いています。 

・保護者がいる場でも、しっかりと子どもに注意や指摘をされていて良いと思った。 

・職員からの子供達への声かけやご指導をして下さるので、子どもも、理解してます。 

 

  クラブからの回答 

クラブでは、「挨拶をしよう」「約束を守ろう」「自分も友達も大切にしよう」を 3 つの柱に、子どもたちと

生活づくりをしています。仲間と“自由に、思い思いに楽しむ”ことは子どもたちの生活の中で大切な時間

ですが、この「自由に、思い思い」は低学年の子どもたちには自己中心的となってしまいがちです。面白

い、楽しいと思ってやっていたことが、実は周りの人を嫌な気持ちにさていた、傷つけていたということがあ

ります。保育の中ではそのままにせず、子ども自身が振り返り、相手の気持ちを考え、時にはみんなで話

し合うことで「仲間の成長」につなげていきたいと考えています。 
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４．実施した行事について、（各季節の行事や、保護者会との共催行事、親子オリンピッ

クなどの他クラブ及び保護者間の交流行事）に関するご感想、ご意見をお聞かせ下さい。 

① 満足…28件（90％） ②やや満足…2件（7％）  ③やや不満…１件（3％） 

無回答…3件 

 

  保護者の記述欄 

 ・子供にとっては満足だと思います。私は、親としては、土曜日中心の行事のため、業務が忙しい曜日な

ので調整がつかず、ほぼ参加できず、心苦しく思います。 

 ・土曜日が仕事の時も多いので、行事開催の為に土曜保育がなくなると仕事の時に少し大変です。でも 

参加できるときは、子どもも嬉しそうにしてます。 

 ・親子で楽しめる行事もあり、遠足も楽しかったと帰ってきました。いつも楽しい企画をありがとうございま

す。 

 ・親子オリンピックではとても団結して応援したり、がんばってました。 

 ・なかなか仕事が休めず、参加できないことも多かったのですが、先生方、クラブの役員さんたちのおか 

げでとても楽しい会に参加できました。 

 ・今年は家庭の事情であまり参加できませんでした。 

 ・習い事であまり参加できませんが、おもちつきは毎年楽しく参加してます。 

 ・さまざまな行事、いつも楽しませて頂いています。親子オリンピックのリレー、大人はそろそろやらなくて

いいかな…と思います。転ぶ方が多くて、見ていてヒヤヒヤしています。 

 ・参加したことがないので、わかりません。 

 ・なかなか、参加することが少なかったのですが、参加できたオリンピックなどは参加してよかったなあと

思います。様子を見れて、嬉しいです。 

 ・すべての行事に参加することはできなかったのですが、親子で楽しめる行事を考えて下さり、とてもあり

がたいです。 

 ・役員として、とても、参加してて楽しかったです。 

 ・なかなか行事に参加できませんでしたが、親子オリンピックは、とても楽しかったです。 

 ・プラネタリウムにはとても感動していました。 

 ・子どもが楽しめていた。 

 ・なによりも子ども達第一に考えて下さり、職員の方々には感謝でいっぱいです。多忙な中、交流行事の 

準備などありがとうございます。子どもの喜んでいる笑顔、私もとても嬉しく思います。保護者も子供達 

のために協力できればと思います。 

 

クラブからの回答 

お忙しい中にも関わらず、毎回たくさんの保護者の方のご参加、ご協力をいただいております。クラブ

行事を保護者の方も一緒に楽しんでいただいているというお声をいただき嬉しく思います。 

親子オリンピックの大人リレーにつきましては安全性を踏まえ、桜の森クラブや保護者の会と今後、相

談・検討をしたいと思います。 

たんぽぽの会が主催してくださる保護者参加型の行事は、指導員や子どもだけでは得られない貴重

な活動ばかりです。たくさんの大人が子どもを囲んで一緒に楽しむ活動は地域社会との繋がりになります。

学童クラブならではの貴重な経験として、今後も実施して参りたいと思います。 
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５．保護者懇談会についてお聞かせ下さい。  

 

保護者懇談会は、学期ごとに適切に行われていますか。 

① 満足…28件（88％） ②やや満足…4件（12％） 無回答…2件 

保護者の記述欄 

・すみません。出席できたことがありません。 

 ・仕事上なかなか出席する事がかないませんでしたが、イベント等で話をよく聞かせていただき 

ました 

 ・特にもちつきの後の保護者会は、流れ解散のようになってしまっているので、終了前にもっと声かけをし、

参加していただくよう言葉等が必要だと思います。 

・家庭の事情で内容を把握できていません。 

 ・習い事や仕事と重なってしまい、先生方にはいつも申し訳なく思っています。懇談会、参加者が減って

いく（１学期多～３学期少）のが残念ですね。兄弟関係で、下の子が多いからでしょうか… 

 ・参加できたりできなかったりですが、定期的に行われていると思います。 

 ・仕事で遅くなってしまっても都合を合わせて頂き、感謝しております。 

 ・参加できる日は参加できました！ 

 ・ほとんど参加せずですいません。 

 ・あまり参加できていないため、不明です。 

 ・適切に行われています。 

  

保護者懇談会は、保護者と職員間の交流及び情報交換、保育計画や保育内容の共有とご意見をいた

だく大切な機会と考えています。参加しやすい曜日や時間をお聞かせください。 

 

保護者の記述欄 

 ・火曜日は参加できます。（土曜日は終日どの時間帯でも厳しいです） 

 ・行事の後は、とても参加しやすかったです。 

 ・行事の日だと、参加しやすいです。 

 ・行事後。 

 ・土曜、日曜が仕事との都合がつきやすいです。平日の夕方は、習い事の送り迎えとの兼ね合い 

もあり、なかなか難しいです。 

 ・学校の保護者会の後。 

 ・参加できておらず、申し訳ありません。土曜日の午後が一番参加しやすいですが、仕事がある日もあ

ります。 

 ・行事の後など 

 ・行事に合わせて休みを取られる方も多いと思うので、行事後に時間をとれるといいと思います。 

 ・懇談会のメンバーはだいたい同じメンバーになってしまっています。何かイベントごと、午前中懇談会、

その後イベント参加だと参加しやすいのでは…難しいとは思いますが… 

 ・不定休なので、何とも言えません。 

 ・土日の開催を希望します。 

 ・土、日、夕方 
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 ・たまたまうちは土曜午後習い事があり…他の方は行事の後が参加しやすいでしょうか… 

 ・土曜日 夕方 or午前中。 

 ・今まで通りでいいと思います。 

 ・平日は１８時以降。希望は土曜です。 

 ・土曜日がいいです。（PM希望） 

 ・前年度と同じで良いと思います。 

 ・今までのように、行事の後だと時間がとりやすいと思います。 

 ・保護者会、もしくは土曜日 

 ・夕方以降でしたら 

 

保護者懇談会の感想や、扱ってほしいテーマ、実施の方法（学年別等）がありましたらお聞かせください。 

 

保護者記入欄 

・特にありません。 

・クラブでの子どもの様子を教えて頂けるのはとてもありがたいです！ 

・個人面談 

・子どもたちの様子の写真を頂けたのが嬉しかったです。 

・いつも会えない親との交流はとても大事だと思います。家庭での子どもの様子など、意外な一面など聞

けたりと、懇談会は楽しかったです。 

 

クラブからの回答 

たくさんのご意見をいただき、ありがとうございます。 

昨年度のアンケート結果でお伝えしました通り、今年度は懇談会の出欠票を作成し、取り上げてほし

いテーマを書き込めるよう改善をしました。開催日につきましては、前回「今年度（２０１８年度）と同じで

良いのでは」というご意見を多数いただきましたので、今年度も１学期の懇談会は小山田小学校の低学

年保護者会日、２学期は金曜日の夕方、３学期はお餅つき大会に合わせて実施しました。結果は残念

ながら参加者の増加につなげることはできませんでしたが改善したばかりの部分もありますので、２０２０

年度も同様に実施をさせていただきたいと思います。 

個人面談につきましては１１月に期間を設け希望制をとっておりますが、全家庭に実施するなど、あり

かたについて検討を進めていく予定です。 

 

６．子どもが地域の中で互いに育ちあえる取り組みの一つとして、卒会生のボランティアや

中学校の職場体験を積極的に受け入れています。今後の実施にあたりまして、ご意見や

ご感想をお聞かせ下さい。 

①満足…29件（94％） ②やや満足…2件（6％） 無回答…3件 

 

保護者の記述欄 

 ・特になし 

 ・今後もおおいに取り入れてもらえたらいいなと思います。 

 ・ボランティアや職業体験の受け入れ、ありがたく思います。卒会生をボランティアとして受け入れてもら

えるのは心強いなと感じます。ボランティアとして行っていいんだよと聞いたことはあるのですが、実際い
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つ？どうやって受け入れてもらえるのかがわかりません。 

 ・姉はボランティアに行けるのを楽しみにしています。娘もお姉ちゃん（中学生）が来てくれたと楽しそうに

教えてくれ、とても良い取り組みだと思います。 

 ・上級生が手本を見せて、子供達だけでいろいろ作り上げたりしている姿が良かった。 

 ・うちの子もボランティアで学童に行きたいとの事。自分も年上の子供にお世話になったからだと思います。

今後も続けてほしいです。 

 ・一緒に遊んでくれて、楽しいそうです。 

 ・これからも続けてほしいです。 

 ・これからもどんどん受け入れてほしいと思います。 

 ・ボランティアや職業体験など、色々な年齢の人たちとの交流はとてもいいと思います。 

 ・卒会生のボランティア、職業体験はとても大切な体験だと思います。これからもいっぱい受け入れてほ

しいと思います。 

 ・今後も継続して実施していただきたいです。地域の方々とも交流できる場もあると良いと思います。 

 ・お姉さんやお兄さんが来ると、楽しいようです。 

・本人もやりたがってます。上下関係の育みにしてもいい取り組みだと思います。 

 ・色々な人との交流があることは、とても良い事だと思います。うちの子も、卒会生ボランティアをしたいと 

言っていますので、宜しくお願いします。 

 ・自分がしてもらったことを下の子にしてあげることで、責任感が持てるようになると思うので、とてもいい機 

会だと思います。 

 ・卒会生のボランティア、とても成長を感じ、子供達にも良い経験だと思います。 

  

クラブからの回答 

今年度は延べ 50名、１５回の卒会ボランティアを受け入れしました。 

普段学校や地域では関わることがないお兄さんお姉さんとの遊びが子ども社会を広げ、子どもたちにとっ

て先輩の姿は憧れや目標のとなっていることが、アンケートからも伺えました。先輩にあたる卒会生が遊

んでくれたという楽しい経験が、子どもたちの中で毎年引き継がれています。 

申し出の仕方や注意点については卒会をする時期、子どもたちに説明をしています。あくまでもボラン

ティアですので自主的な活動です。クラブの子どもたちが楽しめる会を企画・実現する体験、年下の子ど

もとのかかわりから自分の成長を実感することができる機会と捉えて、今後も継続して実施致します。 

多くの子どもたちにとって、初めてのボランティア体験となる活動ではないかと思います。 “身近な社

会体験の場”になるよう、今後も学童クラブが持つ機能を活かして参りたいと思います。 

 

7．その他クラブへご意見等ありましたら、ご記入ください。 

  保護者記入欄 

 ・とくになし 

 ・いつも大変お世話になりましてありがとうございます。学校が臨時休校になってしまっても、先生たちの 

おかげで毎日元気に楽しく生活を送れていること、とても感謝しています。あと１年…と思うと少し淋し

いですが、今後もよろしくお願いします。 

  ・今回の学校の臨時休校にあたっても、学童を開いて下さって、たまに校庭に連れて行って下さったりと、 

安心できる環境で有意義な時間を過ごさせていただいて、大変ありがたく思っています。 

 ・毎日、ありがとうございます。延長時間も、たくさん話を聞いて頂いているので、とても子供も喜んでいま
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す。 

 ・先生方々には１年間お世話になり、大変感謝いたします。ありがとうございました。１つだけ気になること

があります。普段、班に別れて行動する際に、同じ班の上の学年のお友達からからかわれているよう

で、おじさん、バカ、遅いなどと言われていたようで泣いていたことが多くありました。本人には気にしな

いで大丈夫！先生にもお話していいんだよと話しました。最近は言わなくなりましたが、見守って頂け

たらありがたいです。４月からはお兄さんになるため、１年生には優しくしてあげてねと話しています。新

年度もお世話になります。よろしくお願いいたします。 

 ・いつも保育していただいてありがとうございます。特に今回の休校時は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。   

・３年間ありがとうございました。特に今年はコロナで休校となり、職員の方々は本当に大変だったと思う

のですが、とても感謝しています。 

 ・いつもありがとうございます。姉がいることもあり、姉の時よりはいつも早く帰り、親がうかがうことが少ない

ですが、いつも学童であったことを楽しそうに話してくれます。今後ともよろしくお願い致します。 

 ・先生と子どもたちが近い距離感で話すことができる雰囲気がとてもよかったです。その中でもけじめをつ

けて指導してくれて、とても学童での時間は成長できたと思います。 

 ・３年間、本当にお世話になりました。先生達、お友達のおかげで、思いやりのある子に育っていると思い

ます。特に、みんなで話し合って何かをやり遂げるという事に関して、学童に行っていなかったら体験

できないと思います。心から感謝いたします。 

 ・今月で退会させていただきます。家庭の事情となりますが、楽しく過ごさせていたみたいです。話し合い

の場も設けて頂き、色々話を聞いて頂きありがとうございました。学童での２年間は色々成長できた

場となり、頼もしくなりました。 

 ・今回、コロナのおかげで学童で校庭で遊べて嬉しかったと娘が言いました。学童のお庭はおもいっきり遊

べる広さではないので、日頃から校庭が使えたらいいですね。新まちともが始まるのでますます校庭

利用はできないかと思いますが、ボールが川に流れてしまって…と娘から聞くと、お庭がもう少し広け

れば…と思ってしまいます。土地面積は広がることはないと思いますが、１時間だけ、まちともの子と

合同でも校庭へ…とかできたらいいですね。難しいですね… 

 ・本当にお世話になりました。感謝でいっぱいです。ありがとうございました。 

 ・先生方がとても楽しく、子どもも楽しく過ごせているようです。保護者にも密に連絡をいただき、不満はあ

りません。 

 ・４年生から、夏休み冬休みだけの実施があったらとても助かります。 

 ・色んな行事を考えて下さり嬉しかったです。同じ年の（同性の）子が同班にいなかったことが淋しそうで

したが異年齢交流の経験ができ、勉強になっているようです。 

 ・大人数を職員の方々にはご指導して下さり、感謝いたしております。子どもと一緒に遊んでくださったり、

子どもの話をしっかりと聞いて下さったりと子どもが笑顔で学童で過ごすことは家族にとっても幸せです。

サポートして下さり、ありがとうございます。 

 

 クラブからの回答 

ご多忙中にもかかわらずたくさんのご意見ご感想をいただき、ありがとうございました。 

新年度から始まる「新まちとも」や２０２１年度から予定されている高学年保育などを踏まえ、貴重なご意 

見、ご感想を、今後のクラブ運営の参考にさせていただきたいと思います。 

利用者アンケートは１年に１回実施していますが、ご意見等がありましたら学童クラブ玄関のご意見箱や 

法人内外の相談窓口（入会のしおり内や玄関に掲示）を併せてご活用下さい。 
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皆様から頂いた温かいメッセージを励みに、今後も職員一同、より良い保育に努めて参りたいと思いま 

す。 

 

次ページ以降は町田市統一項目アンケート結果を掲載します。 
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  ・多すぎず、少なすぎず、適切だと思います。 

  ・はい。 

  ・保護者会、あと１回少なくても良いかもしれません。 

・連絡帳やお便りで様子が分かるため、保護者会は減らしても良いのではないかと思います。共働き 

のため、親の参加する行事も減らしてほしいと思いました。 

  ・適切だと思います。 

 

  クラブからの回答 

  

保護者懇談会は学期に１回開催し、学期毎に子どもたちの様子や保育・運営に関する説明、予定、

及び報告を行っています。なるべく保護者の方に負担がないよう、懇談会は学期に１回のみの実施とし

ております。ご都合の合う時はぜひご参加いただければと思います。 

保護者参加型の行事につきましては、たんぽぽの会とクラブの共催（またはたんぽぽの会主催）の行 

事となっています。保護者の方々との交流により、子どもと指導員だけでは得られない体験がたくさんあ 

ります。両親以外の様々な世代の大人に見守られた安心感や一緒に遊んだ経験、交流が、人と関わる 

力を育て地域社会との繋がりになると考えます。趣旨にご理解とご協力をいただき、無理の無い範囲で 

ご参加いただければと思います。 

 

（３）意見や要望（アンケートや父母会での要望を含む）は学童保育クラブの運営に反 

映されていると思いますか。 

① 満足…29件（92％） ②やや満足…2件（6％） ③やや不満…1件(2％) 

無回答…2件 

 

  保護者の記述欄 

  ・はい。思います。 

  ・学童クラブのやり方や考え方がしっかりされていると思います。家庭での時間もたいせつにしたいという

思いも尊重してほしいと思いました。 

  ・反映されています。 

 

  クラブからの回答 

   利用者アンケートなどでいただいたご意見を、クラブ運営に反映させて参りたいと思います。 

学期ごとの保護者会や連絡ノート、お電話でいただいても構いません。何かありましたらお知らせください。

入会のしおりや玄関前にある相談窓口や意見箱も併せてご利用下さい。 

 

（４）施設の安全対策は十分にとられていると思いますか。 

①満足…29件（88％） ②やや満足…4件（12％） 無回答…1件 

 

  保護者の記述欄 

  ・先生方の駐車場の後ろに柵がなくすぐ川がある点は不安です。 

  ・ここ、危険だなと気になるところはありませんでした。 
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  ・訓練なども実施してくれてます。 

  

  クラブからの回答 

子どもたちの安全を第一に、今後も火災、地震、不審者、水害を想定した避難訓練、及び交通安全

指導、町田消防署による防災教室の実施、小山田小学校の引き渡し訓練への参加に努めて参ります。 

災害が予測される場合には、安全を第一に、対応させていただきますので、ご家庭におかれましてもご

協力ご対応をよろしくお願いします。 

職員が月極で契約している駐車場につきましては、継続して立ち入らないよう指導を行って参ります。 

（５）施設の衛生管理は十分にいきとどいていると思いますか。 

   ①満足…32件（97％） ②やや満足…1件（3％） 無回答…1件  

 

  保護者の記述欄 

  ・はい。 

  ・学童用の上履きはいつもきれいです。 

  ・いつもキレイです。 

  ・上履きがきれいなので、きちんと掃除されていると思います。 

  ・手洗い、うがい、室内清掃など十分にいきとどいています。 

 

  クラブからの回答 

施設の衛生管理は、指導員が保育前・後に毎日行っています。 

クラブ生活の中で子どもたちが取り組む掃除の活動は、きれいにすることだけが目的ではなく、自身の生

活環境に関心を持つ、箒や雑巾の使い方などの生活体験の広がりをめあてにした活動と考えています。 

 

（６）発熱や怪我などの処置や保護者への連絡は適切ですか。 

   ①満足…31件（94％） ②やや満足…2件(6％) 無回答…1件 

 

  保護者の記述欄 

  ・軽いけがでは TEL連絡は不要かと思います。何か重大事故発生したのかと、逆に着信で不安になり 

ます。 

  ・はい。 

  ・親が気が付かないケガでもきちんと報告を受けています。 

  ・いつもすぐお知らせ頂いて、助かります。 

  ・ノートに記入して下さるので、安心しています。 

  ・お迎えが必要な時も、時間など、柔軟に対応して下さり、助かりました。 

  ・連絡帳や口頭などでとても詳しくお知らせしてくれます。 

   

クラブからの回答 

保育中に起きた怪我や体調不良の連絡では、お忙しい中ご対応いただきありがとうございます。 

保育中の、特に首から上の怪我につきましては大小にかかわらずご連絡をさせていただき、その後の保 

育や帰宅後に体調の変化がある場合に備え、保護者の方に直接状況をお伝えすることにさせていた 
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だいております。ご心配やお手数をおかけしますがご理解の上、引き続きご協力をお願いします。 

 

（７）お子さんの学童クラブについて、どの程度満足されていますか。 

   ①満足…26件（79％） ②やや満足…7件(21％) 無回答…1件 

  保護者の記述欄 

・いつも楽しく通っている子どもの姿を見て、預かって頂けてありがたく、感謝しています。 

   ・安心して仕事をすることができ、子どもも他学年との交流もでき、楽しく過ごしました。 

   ・第 2の家という感覚です。大満足です！！ 

   ・とにかく体を動かしたい子なので、校庭が利用したいです。 

   ・基本、本人は全く嫌がることなく楽しいと通っています。が、時々、お兄さんにいじ悪らしきことをされ 

てる話もします。話をしていくと、本人にも責任がある気もしますが… 

   ・学童に３年間いてよかったと本人が申しております。 

   ・学校生活に慣れない１年生の頃から通っていたので、生活リズムが整ってよかったと思います。 

   ・とても満足しております。 

 

クラブからの回答 

異学年とのかかわりはクラブからのアンケート 1でもお答えしました通り、クラブでは指導員が丁寧な

働きかけをして子どもどうしのかかわりを上手に育てたいと思います。心配なことがありましたらその都

度、クラブまでお知らせくださるよう、よろしくお願いします。 

校庭遊びに関しましては、高学年の授業が終わってからの利用になりますが、その時間クラブではお

やつの時間であったり、早帰りのお子さんの送り出しのため学校へ引率をして遊びの時間を設けることが

難しい状況でした。来年度からは小山田小でも新まちともが始まりますので連携を図り、保育中の子ども

たちが安全に参加できる方向で協議を進めております。 

大人に囲まれ、見守られながら色々なことに挑戦できるのは学童クラブの 3年間で最後だと思います。

仲間との出会いから初めての遊びや活動に挑戦してもらいたいと思います。 

今後も子どもたちとの信頼関係を大切に、一人ひとりがより豊かに成長できる 3 年間となりますよう、職

員一同保育にあたります。 

 

（8）学童クラブが４年生以上も対象となった場合、利用しますか？ 

 

回答選択内容  

① 利用する…１５件（47％） 

② 利用しない（まちともを利用するため）…５件（16％）  

③ 利用しない（その他の理由）…２件（5％） 

④ まだ考えていない…１０件（32％） 

無回答…２件 

 
クラブからの回答 

 実施等につきましては、町田市から連絡が入り次第お知らせ致します。 



2020年 3月 19 日 

社会福祉法人 貴静会 

小山田学童保育クラブ 

保護者各位 

 

学童保育クラブ アンケートのお願い 

 

日差しの暖かさを感じる季節になってまいりました。 

今年度も保護者の皆さまには日々の保育や行事等にご協力いただきありがとうございました。 

当クラブでは、学童保育の運営をより充実したものにするために、毎年この時期に利用者アンケートを 

実施しています。お手数ですがご協力の程よろしくお願いします。 

 

思われるものを下記から選び、回答欄に数字をご記入ください。またそう思われた理由やご意見

がありましたらご記入ください。質問内容がご自身にとって「経験が無い」「認識がない」など

該当しない場合には、無回答でも構いません。 

１ 満足   ２ やや満足   ３ やや不満   ４ 不満 

＊お差支えなければ、お名前をご記入下さい。 

    年  名前             

 

1. クラブでは、子どもたちは楽しく元気に過ごせていますか。 

  回答番号（    ） 

  理由・ご意見 

 

 

 

 

2. 子どもと職員の信頼関係は築けていると思いますか。 

回答番号（    ） 

  理由・ご意見 

 

 

 

 

3．生活指導（挨拶、生活・遊び上のマナー・ルールの指導等）は適切に行われていると思いますか。 

 回答番号（    ） 

 理由・ご意見 

 

 

 

4.実施した行事について、（各季節の行事や、保護者会との共催行事、親子オリンピックなどの他クラブ及び保護

者間の交流行事）に関するご感想、ご意見をお聞かせ下さい。 

 回答番号（    ） 

 感想・ご意見 

 

 



5．保護者懇談会についてお聞かせ下さい。 

   

保護者懇談会は、学期ごとに適切に行われていますか。 

回答番号（    ） 

 

 

 

 

保護者懇談会は、保護者と職員間の交流及び情報交換、保育計画や保育内容の共有とご意見をいただく大切 

な機会と考えています。参加しやすい曜日や時間をお聞かせ下さい。 

   

 

 

 

 

  保護者懇談会の感想や扱ってほしいテーマ、実施の方法（学年別等）がありましたらお聞かせください。 

 

 

 

 

 

6.子どもが地域の中で互いに育ちあえる取り組みの一つとして、卒会生のボランティアや中学校の職場体験を積 

極的に受け入れています。今後の実施にあたりまして、ご意見やご感想をお聞かせ下さい。 

回答番号（    ） 

 理由・ご意見 

 

 

 

 

 

7．その他クラブへご意見等ありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

３枚目に続きます→ 

 

 

 

 

 



3月 31日（火）までにクラブへご提出いただくか、 

クラブ玄関に回収ボックスがありますので、そちらに入れてください。 

アンケート集計結果は集計次第、クラブ玄関に掲示及び配布にてお知らせします。 

ご協力ありがとうございました。 

以下の項目は町田市内学童保育クラブの統一項目となります。 

合わせてご回答ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問 
回答 

番号 
理由・ご意見 

１ 

連絡帳やお便り、父母会や保護者会などで、お子

さんや子どもたちの様子を知ることができます

か。 

  

 

２ 

父母会や保護者会、保護者参加行事などの回数は

適切だと思いますか。 

  

 

３ 

意見や要望（アンケートや父母会での要望を含

む）は、学童保育クラブの運営に反映されている

と思いますか。 

  

 

４ 

施設の安全対策は十分にとられていると思いま

すか。 

  

 

５ 

施設の衛生管理は十分にいきとどいていると思

いますか。 

  

 

６ 

発熱や怪我などの処置や保護者への連絡は適切

ですか。 

  

 

７ 

お子さんの学童クラブについて、どの程度満足さ

れていますか。 

  

 

8 

学童保育クラブが４年生以上も対象となった場

合、利用しますか？ 

1. 利用する 

2. 利用しない（まちともを利用するため） 

3. 利用しない（その他の理由） 

4. まだ考えていない 


