
 

≡ 令和３年度 生活発表会 アンケート結果 ≡ 

実施期間 2021 年 2 月 24 日～2 月 28 日   

有効回答者 199 人 友達登録頂いている 父・母・祖父・祖母   

回答数 93 名  回答率 46.7％   

 回答数 率 

Q1 今回の YOUTUBE 配信について率直な意見をお願いします。 

 全体的に想像していた以上に良かった 62 67% 

 乳児クラスは良かった（0 歳児～2 歳児） 12 13% 

幼児クラスは良かった（3 歳児～5 歳児） 2 2% 

どちらでもない 9 10% 

乳児クラスのみ良くなかった（0 歳児～2 歳児） 0 0% 

幼児クラスのみ良くなかった（3 歳児～5 歳児） 0 0% 

全体的にあまり良いとは感じなかった 8 9% 

Q2 配信だから本来の力を発揮していた（泣かない・緊張しない）というお声を沢山頂きましたが、 

今後についての要望をお伺いします。 

安全性を重視しウィルス感染拡大に関係なく配信を希望する 16 17% 

ウィルス感染拡大が治まっていなければ配信を希望する 56 60% 

ウィルス感染拡大に関係なく、大きなホールで観覧を希望する 14 15% 

ウィルス感染拡大に関係なく、園内で観覧を希望する 7 8% 

   

Q3 生活発表会に関係なく、動画配信についてご意見をお聞かせください。 

生活発表会以外でも動画で配信を活用してほしい 80 86% 

動画は編集したもので十分である 11 12% 

動画の配信は希望しない 2 2% 

 

≡ 保護者様のご意見やご感想等 ≡ 

このたびは、「生活発表会」について、アンケートのご協力ありがとうございました。 

今後の行事への取り組み等の参考とさせていただきます。 

コロナが終息することを願いつつ、園内で慎重に検討をさせていただきます。 

 

どうしても大きな舞台だと泣いてしまって、本来の姿が見れないので、子供達がリラックスし

てできる、保育園開催の配信が良いです。 

初めての配信で少し不安はありましたが、家で家族みんなで好きなタイミングで見れたので良

かったです。出演している本人も見れたので良かったのではないかと思います。 

良かったですが、やはり見に行きたかったです instagrams の動画配信も頻繁にお願いしたい

です、自分の子がなかなか映ってなかったりするので 

子供達も、慣れた環境でできた事は良かったし、実際仕事をしている親からしても、動画配信

で家でゆっくり見られたので良かったと思います。 



 
ただ、やっぱり実際に足を運んで子供達の成長を生で見たいので、ウイルス感染対策を徹底し

てでも見に行きたいと思いました。 

コロナの影響で配信になったが、園児がそれぞれズームで見る事が出来て良かった。感染状況

によって今後はどうなるかはわからないが、その時々でアンケートを取るなりして、対応すれ

ば良いと思う。 

園児たちにとっては、保護者の前で緊張しながらでも、実際に対面で発表するほうが、無観客

で行うよりも得られる達成感などは大きいと思いますが、現在のコロナの状況を考慮します

と、今回の動画配信という形はやむを得ないと思います。 

安全を最優先に考え、その中でできる限りの方策として動画配信という形での発表の場を設け

ていただいた園の皆様のご尽力に深く感謝いたします。 

子供にとってはリアルタイムで親が目の前で見ている中での演技、という体験はできませんで

したが、仕事を休まずに夜に配信動画を見れたのは嬉しかったです。 

感染拡大防止の観点からイベント事が中止や、延期になったりしていますが、配信という形で

生活発表会が見れたことに感謝しています。 

ただ、子供の姿が小さくどこにいてるかあまりわからなかったことが少し残念でした。 

DVD や、Blu-ray の配布をしてもらえたらと思います。 

初の試みとしては大変よく満足しておりますが DVD 販売までの期間は配信を残しておいてほ

しいかな？と思いました。DVD 販売もあり全配信を残しておくことが不可能であるならばフェ

イスブックようにダイジェスト版を残しておくなどしていただければ嬉しいです。 

配信は子ども達の頑張っている姿もよく見れて思ってたよりとっても良かったです。 

今回はコロナという事で保護者の観覧はなくなったのですが、やっぱり直接観たかったという

気持ちもすごくあるので、今後どの様な状況になっているかにはよりますが、観覧の場を設け

て頂けたら嬉しいです。 

でも遠くに住んでいる祖父母などに気軽にすぐ YouTube で見て貰えたのはとっても良かった

所なので、今後保護者の観覧などがいける様になっても(本番の様子ではなく予行練習時の姿で

もいいので)この様に撮影して配信もして頂けたらとっても嬉しいです。 

あと今回の YouTube 配信だと期間が過ぎると見れなくなってしまうので、この配信の内容を

DVD などで購入出来るようにして頂けたらより嬉しいです。 

編集したものではなく、リアルタイムならではの園児の仕草や表情は何にも替え難いものがあ

ります。先生方には大変なご苦労をおかけしたと思いますが、物凄く感動しました。今後、感

染の状況次第ではあると思いますが、配信や現地での生鑑賞を強く希望します。 

子供達の普段の様子が見られて大満足な発表会でした。 

舞台で直接観たいという気持ちもありますが、配信だと遠方の両親にも観てもらえて私も嬉し

かったですし、両親も喜んでいました！先生方を始め、配信にご尽力頂いた方々に心から感謝

です。ありがとうございました。 

想像していたより、よかったと思うが、画質をもう少しよくしてくれたら見やすいです。 

先生方のおかげで、子供たちの頑張っている姿が観ることができました。 

初めての試みで準備はとても大変だったことと思います。ありがとうございました。 

緊張感のない(あくびをしている)子も見受けられたので、早く大きなホールでかっこいい姿を生

で観れる日がくるといいなぁ！と思います。 

大変な中、初の動画配信にチャレンジされたお心遣いに感謝感謝です！ 

子どもの頑張っている姿に笑ったり、ニヤニヤしたり幸せでした。ありがとうございました！ 

世間的に沢山の行事が中止される中 

安全への配慮をし園の皆さんの努力のおかげで配信をしていただけて 

子供の頑張っている姿を直接でなくても 

見ることができ、とても嬉しかったです。 

配慮があっての試みはとても良いと思います。 

ホールや保育園で実施を仮にする場合でも感染症対策を行った上であればやっても良いと思っ



 
ております。但し、慎重な対応が求められる昨今の為、保育園側が不利益を被るような事はし

なくて良いかと思います。このようにアンケート等取っておられる為、柔軟に対応していく姿

勢がとても素晴らしいと感じてます。この度は、視聴出来て本当に良かったのでありがとうご

ざいました。 

生で見られないのは残念でしたが、特に乳児クラスは無観客だからこそ普段通りの力が発揮で

きたと思います。 

しかし、動画配信は画像が粗くセリフも聞き取りにくい。 

全体を写すから、顔の表情も分かりにくいと感じました。 

カメラワークの関係などで我が子が見切れてしまっていたりするのは仕方がないなぁと思いま

した。自分で見に行けたら別のカメラワークがあったなぁと思うところも。 

LIVE 配信は面白かったですが、働いていて見れない場合は後で見ても一緒かなぁと思いまし

た。 

同じ位置からの映像のため乳幼児共に後ろの方にいる園児は見づらかったと思います。 

幼児のダンスは全体像が見えてかっこよかったです。ただ、遠い所からの映像のため我が子が

どこにいるか探すのが大変でした。運動会の時のように最初の位置だけでも教えてもらえてい

たら良かったかもです。 

乳児クラスのオペレッタはかわいく緊張などで泣く子も少なく配信の方が本来の力を発揮出来

たように思えました。 

本当はこすもす、ひまわりのチアダンスもしてほしかったです。幼児クラスのダンスや音読く

らい近づいているならチアダンスも出来たような気がします。唯一チアの格好をする年齢であ

やめ組の時からずっと楽しみにしていたので見れないのはとても残念です。 

自然な姿が見れてよかったです。 

配信で、見れない人はいなかったのか。見れない人への配慮や、配信期間を長めに設定してほ

しい 

中止という選択よりは、良かったと評価します。ただし、会場で見たかったという気持ちはあ

りますが。今年は緊急事態宣言中なので、理解はしました。 

配信のおかげで何度も観れた。 

声が小さい人は、マイクが拾えなかったり、大きい人は音割れがあったりで、何と言ってるか

分からない部分はあったが、遠い位置でもカメラアップがあったり、全体のカメラワークがあ

って観覧よりよく観れたと思う。 

配信の手配等、大変であったとお察しいたします。実際に観に行くことは出来ず残念でした

が、配信して頂いたことで雰囲気が伝わりました。 

この度はありがとうございました。 

それぞれが本物の発表会より緊張せずでき 

それを見れたことは新しい視点ではとても良かったと思います。できればクラス別の DVD 販

売にして貰えればなお良かったのですが。参観日もなくなった今普段の生活状況など配信して

いただくと嬉しく思います。お忙しいとは思いますが検討のほどよろしくお願いいたします。

そして今回の生活発表会配信を決定携わってくださった皆さんに改めてありがとうございまし

た。中止ではなく見れたこと感謝いたします。 

大変満足しております。 

マラソンや生活発表会の普段見せてる姿が見れて良かったです。ただ、生活発表会の画像の質

などがもう少し綺麗だったら良いと思いました。 

緊急事態の宣言下ではこのような形になってしまったのは理解できます。ただ配信では画面の

小さく画像も粗く存分に成果を見ることが出来ませんでした。感染拡大の状況にもよりますが

来年以降はホールかせめて園内での観覧を希望します。 

色々な角度からカメラ撮影をしてくださったので、後ろの方にいる子供たちも見ることができ

ました。コロナ渦という大変な状況下にも関わらず、子供たちに発表会の練習と本番を経験さ



 
せていただき感謝しています。また、なかなか会うことができない祖父母にも孫の姿を見ても

らうことができ、とても喜んでもらえました。本当にありがとうございました。 

感染対策としての配信でしたが、園での自然な子どもの姿が見れて良かったです。 

子どもたちも、沢山の人が見ているホール等よりも練習の成果が出せたのではないかと思いま

す。先生方も日頃から感染対策を行いながらの練習や準備、大変お疲れ様でした。 

子どもの成長を見る機会を与えて下さって、とても感謝してます。嬉しかったです。ありがと

うございました。 

中止にせず配信という形で開催していただき感謝致します。 

画質・音声共概ね良く見やすかったが、引きの画では表情が分かりにくかったのでもう少しア

ップ状態で見たいですね。 

編集無しでの配信だともっと臨場感があって良かったと思います。 

大満足です。会場での観覧だと、場所によって子どもが見えにくかったり、子どもも緊張して

練習通りに発表できなかったりということが想定できたと思います。その反面、配信にしてい

ただいたことで、遠くの祖父母にもすぐ観てもらうことができましたし、なにより、子どもた

ちの本領発揮ぶりが観れたことが一番嬉しかったです。仕事のこともありますので、今後も配

信だと有難いなと思います。 

大きなホールでたくさんの人が参加すると、どんなにマスクや消毒などの対策をしても、やは

り、コロナ感染の不安があるため、今回は配信という形で良かったと思います。 

先生方には、いろいろな制限があるなかで、どうにかして親達に子どもの晴れ姿を見せようと

努力して下さって感謝しています。 

今回はコロナ禍ということで、配信での観覧のみでしたが、配信内容としても色々な配慮をし

てくださり、感謝しております。 

練習期間や時間、子供達の気持ちなどを考えると、やはりホールなどの大舞台で、沢山の観客

の中、お友達皆で発表する機会や拍手を浴びる体験を子供達にさせてあげたかったですが、先

生方も変わらずリハーサルや準備をいただき、園内での実施、無観客ではありましたが、子供

達も「本番」を体験できたのではないかなとおもいました。 

ありがとうございました。 

来年度はホールでの開催が可能となるよう、ただただ願うばかりです。 

いろいろな心配事がある中、いつも最善の方法を考えていただき感謝いたします。 

子どもたち、先生方の安全優先で今後もお願いいたします。 

動画はやはり見づらさがあるので、今回のような場合は、一クラスずつ保護者は 1 人にして参

観を希望します。 

みることができて嬉しかったです！ 

子どもたちのがんばっている姿を見ることができてよかったですが、やっぱり近く出る見たか

ったという気持ちがあります。 

配信については思った以上にスムーズに視聴でき、とても良かったです。ありがとうございま

した。ただ、近隣や他市の幼稚園、保育園では、クラスや学年別で保護者を入れて発表会を行

った所も多く、来年度は小規模でも、会場で観ることが出来ればいいなと思います。 

 今年度は、先生方も初めての状況の中、発表会の練習から、動画配信までありがとうござい

ました。 

 動画配信は、保護者全員向けの動画で、どうしても引きの映像になってしまうので、来年度

以降は、感染症の拡大状況にもよりますが、欲を言えば、直接参観し、記録に残したいと思い

ました。 

配信後も好きな時間に視聴することができ、また離れた義両親にも動画をシェアすることがで

き、とても良かったです。 

今回はいろいろ考慮してくれ、ありがとうございます。 

ゆりぐみとしては、最後の発表会、なんとか開催できて良かったです。 



 
ただ、画質が悪くて見辛かったです。また、全体を撮すため、個人の把握が難しかったです。 

来年度以降、マウスシールドをするなどの感染予防をしてホールでの開催を希望します。 

何もないよりはいいですね。無観客でも一つのクラスごと時間をずらすや、卒園のクラスのみ

ホールでしてもよいのではないでしょうか？ 

我が子を見たいので全体的に見ずらい。 

全体としては可。 

試行錯誤されてる様子を見ていて、うまく行くのかなあと心配も少しありました。結果、納得

できる発表会に仕上がっていたと思います。 

私もアーカイブを各クラス分、3 回ほど見ました。親御さんなら尚のことと思います。 

お疲れ様でした！苦労は報われたと思います。 

先生方には普段から大変な中、どうにか子供達の頑張りを見せていただく努力をいただき、誠

に感謝しております。 

個人的には大きなホールで緊張の中やるより配信で普段の練習場所で安心したように見えてと

てもよかったと思います。 

いずれにせよ、ご準備が色々大変だと思いますので先生方の少しでも楽な方でやっていただけ

ればと思います。 

ご配慮も先生方の大変さも痛感しておりますが。 

年長児は、やはり最後の行事なので、各クラスごとの開催や、時間差での開催があってもよか

ったかなとも思います。 

配信であれば、画質のよいもので、やはり録画機能などがあばよかったかなと思います。ま

た、写真の販売などもなかったのは、残念でした。今回写真撮影がない、その理由などもわか

らないまだったので。  
動画配信でしたが発表会を無事見ることが出来て良かったです。子供が泣いてしまったり固ま

ってしまったりが無いのでその意味では動画配信で練習通りの様子が見れて良かったのかなと

思います。やっぱり直接見たかった気持ちがあるのと、我が家では動画配信だとスマホの小さ

い画面でしか見れないので見にくく画質もあまり良くなかったので子供の表情が見たくて拡大

するとモザイクのようになってしまい良く分からなかったのでそこはデメリットかなと思いま

した。それでも安全を第一に考え慣れない動画配信で発表会をしてくれた事にはとても感謝し

ています。ありがとうございました。 

祖母が他県にいるので、YouTube の URL を送るだけで済んでよかったです。 

YouTube の配信は期間限定だったので見れる時間、ツールが限られていました。期間が過ぎ

ても観れるように DVD 販売や写真販売をしてほしいです。 

毎年緊張して発揮出来なかったらのですが、いつも練習している場所で安心して出来たようで

良かったです。 

動画が保存出来なく残念ですが安全第一で対策して頂いた先生方に感謝しています。 

沢山の観客が居ない分、子供達の緊張が少なく楽しく取り組めたのではないかと感じます！ 

今の状況に合わせた対応で良かったと思いました！ 

安全性が担保されたことはもちろん、弥生の風ホールの発表会では見れない普段の子供の姿が

見れて嬉しかったです。 

直接観覧したい気持ちもありますが、今回配信映像を見て、配信でも十分満足できることがわ

かりました。見逃し配信があったこともよかったです。 

リアルタイム生配信や、そのあとに繰り返し見れたり、普段来れない人にもリンクから見ても

らえてよかった。実際に臨場感を味わいながら観たい気持ちもあるが、どのような形であれ、

配信してもらえたことはありがたい。 

社会的背景もあり致し方ないことは重々承知の上ですが、それでもやはり、大きなホールや園

などで子どもたちを生で観たかったというのが正直な気持ちです（もちろん園の選択が間違っ

ているという事ではありません）。 

DVD が貰えると嬉しいです。 



 
発表会が中止になるよりは配信してもらってみれた事は良かったですがやっぱり見にくいです

し同じ子ばかり写っていて不公平に思いました。発表会に関係なくみんな我が子を見たいので

写真などもまんべんなく映して欲しいと思います。 

もっと画質がよくて音も良ければまた違うとは思います。 

でも生で見るのが一番感動するし成長を感じれるなぁと思いました。 

他の園では、観客ありで発表会を実施しているところもあったので、いっちんもそうしてほし

かった。 

無観客で見に行けなかったので、今年くらいは無料で DVD を作ってほしかった。施設管理費

を毎月払ってるのに。 

たいへんな状況の中、色々と考えて頂き、配信を行なって頂きありがとうございました。こど

もたちの真剣な表情や動きを見ることができ嬉しかったです。早く近くで観覧できる時が来れ

ばよいなあ、と思っていますが、動画(園での本来に近い姿)、観覧(親が近くにいてる状態での

姿)、どちらもみられたら、と欲ばりに思ったりもしだしました(笑)。またどんな形であれ、ど

うぞよろしくお願いします。 

YouTube での配信は思っていたよりも良く、子どもたちの本来の姿を見れるので、練習の成

果を十分に発揮できたのではないかと思います。また例年に比べ無観客なのでお客さんに圧倒

されることなく、子どもたち自身も負担が少なく済んだのではないかと思いました。 

ですが一度ホールでの発表会を見てる以上、迫力も全然違いますし、やっぱり生で子どもたち

の姿を見たいという思いがすごくありました。コロナ禍ではありますが、どう感染予防をすれ

ば良いのかも、コロナと付き合う上で、日が経って明確に見えてきているので、ホールでの発

表会をするにあたって、しっかりとした感染対策を徹底すれば、今まで通りホールでの発表会

を行えるのではないかと思います。 

発表会を中止にすることなく、園内で配信という手段を取ってくれたことに感謝しています。

ありがとうございました。 

とても嬉しかったです！コロナ禍で仕方がないと諦めてしまう事が多い中、先生方が試行錯誤

がんばっていただいたお陰で家族みんなで子供の成長を見る事ができました。感謝の気持ちで

いっぱいです。 

配信して頂きありがたかったです。 

でも全体の雰囲気はわかったのですが、子供を探すのが、難しく画面が切り替わると見失いま

した。仕方ないことですけどね。 

無観客だったので、緊張感は味わえなかったかもしれないですが、頑張った子供達は、素敵で

す！ 

先生方ありがとうございました！ 

◎配信によって、家族が、それぞれの持ち場で、見られたので、仕事への影響がありませんで

した。 

◎繰り返し見られて、とても可愛いかったです。 

◎生活発表会にふさわしい内容だったと思いました。（暗記や腰骨を立てます！）なども、楽

しく拝見しました。 

△愛嬌や、味のような気もするのですが、先生のピアノは、せっかくの配信なので… もう少し

ミスが少ない事を希望します。 

◎今年度は、色々な行事の中止や変更の中ではありましたが、日々の先生方のご配慮に、心よ

り感謝致します。ありがとうございました。  
感染予防対策のため、仕方なく、保護者は園の方針に従い、動画配信という形の生活発表会で

あったが、参観と比べると動画配信は良くなかったし、できれば参観したかった。保護者が観

られるようにという姿勢はありがたかったが、このような発表会には、もうなってほしくな

い。 

また、参観の保護者はせめて 2 名までにしてほしい。 

はじめての発表会だったので何が良いか悪いかは分かりませんが、泣かずに練習どおりの姿を

見れた事大変嬉しく思います。 



 
たとえ泣いてしまったり緊張したりしたとしてもそれは子供たちの成長過程だと思いますし、

画面越しではなく生の姿や声を目で見て感じたいという思いは強くあります。 

乳児クラスは距離が近く表情が見れてよかったです。また保護者を見て泣くといったこともな

かったのでよかったです。 

幼児クラスは全体を映すために距離が遠く、寄りでも撮っていましたが子供たちの立ち位置に

よっては表情まで分からないのが残念でした。 

また乳児幼児ともに YouTube では動画の保存が難しく、画質も視聴環境によって変わるの

で、やはり自分の目で見たうえで、画質の良い手持ちのビデオカメラで記録を残したいと思い

ました。 

BluRay の販売もありますが、自分の子供中心のものではないので、親としてはきちんと自分の

子供を中心で撮った記録を残したいと思います。 

正直、知り合いの幼稚園、保育園では普通に発表会やって見に行ってるのに…と残念な気持ち

もありました。 

ですが、練習から本番までの頑張りを、中止という形ではなく、無観客という形で子供たちに

思い出を作ってくださったことに感謝します。 

急な決定で準備も大変だったと思いますが、子供たちのためを思って踏ん張ってくださり、担

任の先生、補助の先生、ありがとうございました。 

コロナ渦なので、配信と言う形でも 発表会をしてもらえて良かったと思います。 

 


