
ｱﾝｹｰﾄにご協力ありがとうございました。皆様から頂いたご意見の一部をご紹介致します。 

今後の参考にさせていただきます。 

ｱﾝｹｰﾄ総数 平成 23 年度 82 通 つき 19 通 ゆり 22 通 ことり 31 通 なかよし 11 通 

 平成 22 年度 74 通 つき 21 通 ゆり 17 通 ことり 23 通 なかよし 13 通  

 平成 21 年度 65 通 つき 17 通 ゆり 24 通 ことり 20 通  学年不明 4 通  

役員様     平成 23 年度 26 通 つき 7 通 ゆり 8 通 ことり 11 通 

平成 22 年度 23 通 つき 7 通 ゆり 9 通 ことり  7 通 

成道会について 1：開催前後のお子様の様子。 
1.  家で練習していて、とても楽しみにしていた。両親に見てもらったのが嬉しかったらしく、満足気だった。 なか 

2.  家では恥ずかしがっていたが、幼稚園では頑張っている様だった。本番では堂々と踊っていて感動した。来年も楽しみ。 なか 

3.  とても楽しそうだった。本番は緊張してしまい、うつむいて隣の子の手を握っていた。それでもたまに手や足を動かして、あん

なに不安そうな顔や姿を初めて見た。でも泣かずにｽﾃｰｼﾞから逃げ出さなかっただけでも素晴らしい。 
なか 

4.  祖父母の家に行って「もぐらやって」というと得意気に踊ってくれた。他の子の踊りも覚えて、見せてくれた。 ことり 

5.  終了後、褒めると嬉しそうだった。年長になったら「AND GAN GAN」を踊りたいと言っており、他の踊りも楽しく見ていた。 ことり 

6.  曲が決まった時は、上の子が踊った曲と同じものだったので、とても嬉しそうだった。家では「踊ってみて」と言っても、ほとんど

踊ってくれなかったので、本番で上手に踊っていた姿を見てとても感激した。 
ことり 

7.  他の子の踊りや歌も教えてくれたり、練習をとても楽しくやっているんだなと思った。 ことり 

8.  昨年の DVD を見ながら毎日沢山の曲を踊っていた。 ゆり 

9.  成道会の前日まで帰宅後、毎日練習を見せてくれた。 ゆり 

10.  毎日毎日、歌ったり、踊ったり、昨年の DVD も見たりしていました。子供たちなりに練習をしていた。 つき 

11.  失敗してしまったことが、本人としても気になるようでしたが、「頑張ってやったことがママは嬉しいし、すごくかっこよかったよ」

と伝えると安心していた。 
つき 

12.  「この曲知ってる？」ともみじのメロディを歌って私に聞く姿は得意そうだった。 つき 

13.  開催前からとても楽しみにしていた。他の２つのグループの踊りまで覚えていて、凄い。当日は尐し緊張していたようでした

が、堂々と踊っている姿を見てとても嬉しかった。 
つき 

2：進行について 
14.  上の子の時からいつも思っていたが、あれだけのプログラムを段取り良く進めて下さって凄い。先生方はもちろん役員様、

本当にお疲れ様です。 
なか 

15.  間に手遊び等、見ている子供たちが、飽きないで良い。 ことり 

16.  その都度アナウンスが入り、入れ替え席の交代がスムーズでわかりやすかった。 ことり 

17.  子供達の移動、親達の参観席への移動、全てｽﾑｰｽﾞだった。 ことり 

18.  見学している園児が飽きないように工夫されていて、感心した。 ことり 

19.  安達先生の入れ替えのアナウンスがあったので、スムーズに入れ替え席に行くことができて良かった。 ことり 

20.  速やかでわかりやすい進行だった。帰りも園庭に出ての解散だったので、ごちゃつかず良い。 ゆり 

21.  安達先生のスムーズな進行はいつも安心。 ゆり 

22.  良かった。 ゆり 

23.  とても良かったと思う。お手伝い下さったお母様方、ありがとうございます。 ゆり 

24.  とてもスムーズで良かった。 ゆり 

25.  順調の一言。 ゆり 

26.  演目と演目の間で、先生方の対応が凄い。騒ぎ出す子供さんもいないし、だからスムーズに進行されると思う。 つき 

27.  入れ替え席の交代が終わってから次の演技を行う等、安達先生の心づかいでとてもスムーズだった。 つき 

28.  一つ一つの発表が尐し長すぎるように感じた。もう尐し短めにシャキッと終わった方が、見ている側もメリハリがあって良い。 つき 

29.  ｽﾑｰｽﾞ。 つき 

3：運営について 
30.  毎年同じ曲で、同じ衣装でどうしてなのか。 ことり 

31.  下の子がいて、遊具で遊びながらだったので、外に中の進行状況がわかるように、放送が外にもつながってくれたら良い。 ことり 

32.  1 日ではなく、2 日ぐらいに分けてやったらどうか？同じクラスのグループの順番を近くにしてほしい。 ことり 

33.  後で立って見ている人、外で遊んでいる人が多かった。座れないせいもあるのでは。指定席を作らず、その分参観席を作

った方が良い。 
ことり 

34.  マイクのハウリングが耳障りだった。 ことり 

35.  先生方の頑張る姿は、とても素敵だった。 ゆり 



36.  良かった。 ゆり 

37.  運動会の様に、プログラムの横に進行時間が書いてあると良い。 ゆり 

38.  人数が多くて大変だと思うが、上手く運営出来ている。 ゆり 

39.  前もって子供の大体の位置がわかるのは、とても助かる。 ゆり 

40.  駐車場の係の方など、親切にしていただき、満足。練習指導に当たった先生や衣装作成など役員さんに感謝。 ゆり 

41.  先生方は大変かと思いますが、仏様を通し教えていただくことが沢山あるので、ただの“おゆうぎ会”より良い行事。 つき 

42.  ダラダラと 1 日つぶれるのではなく、二部制にしていただいてありがたい。 つき 

丸ごと一日参観 
43.  幼稚園での私と離れず過ごす時間を、1 日参観できて感心することばかり。一生懸命何事も頑張っている姿に感動し

た。参観して良かった。 
ことり 

44.  沢山の子供たちを相手に先生のクラス運営の凄さに感心した。いつもありがとうございます。 ことり 

45.  前回の参観の時より集中して先生の話を聞く姿勢が見られ、成長したと思った。 ことり 

46.  丸ごと一日参観なのに、お昼で一度外に出されてしまうのが残念。お昼も参観できて、午後までか午前で終了かどちらか

にしてほしい。一度外に出る意図が分からない。 
ことり 

47.  入園して半年でとても成長していると感心した。先生方のおかげと感謝。 ことり 

48.  先生方が 1 番疲れたと思う。ご苦労様でした。そして、見学に行くと先生方も気を使って下さり、その思いがうれしかった。

ありがとうございます。 
ことり 

49.  都合で午後は参観できませんでしたが、「どうして来られなかったの？」と言っていた息子。参観があると、パワーが倍になっ

て頑張る姿は、どのお子さんも素晴しい。 
ことり 

50.  数日前からママが見に来ると楽しみにしていて、サーキットから授業もとても笑顔で頑張っている姿に感動した。お誕生月

で分かれていたので、混乱することなくゆったり参観できた。 
ことり 

51.  昨年よりずっと成長している子供を見て、違いが分かったので良かった。 ゆり 

52.  先生の大変さが身に沁みた。 ゆり 

53.  あっという間に一日参観が終わりましたが、日ごろ頑張っている姿が見られて良かった。成道会の練習では、皆大きな声

が出ているのを見て感動した。 
ゆり 

54.  つき組の集中力には驚いた。名前カードを 5 人くらいまとめて一瞬しか名前を見せないのに、しっかりと自分の名前に手を

挙げていたので、年尐からたった 2 年でこんなになるのかと感心した。 
つき 

55.  昼食参観がないのなら、午前のみにするべき。体育参観で、はつらつとしているわが子を見て、嬉しく思った。 つき 

56.  いろいろなクラス・学年・活動がゆっくり全て見られるので良い。 つき 

お弁当の保温中止について 
57.  どうして中止したのか分からない。 なか 

58.  保温しなくて良いと思う。上の子は他の幼稚園で保温なしだったが、何の問題もなかった。 なか 

59.  やむを得ないと思う。冷えていても食べられるように工夫します。 なか 

60.  先生の手間を省くためかと思っていましたが、衛生上という理由なら仕方がない。 なか 

61.  教室にヒーターがついているので、ご飯がガチガチ、油が固まるほど寒くなることはないと思うので、気にしていない。プチトマ

トとか入れられる。 
なか 

62.  今まで保温してきたのと、保温は冬ならではなのに、残念。 ことり 

63.  特に気にならない。冷たくしても大丈夫だと思う。 ことり 

64.  寒いときには、「温かさ」も「おいしさ」のひとつだと思うので、できれば温めてほしい。 ことり 

65.  今回の節電や菌の件など納得し、良い。 ことり 

66.  中止で良い。さめたほうが食べやすい。 ことり 

67.  できれば続けてほしい。冬期だけでなく一年中やってほしい。 ことり 

68.  3/11に避難した者としては、いつも温かい物が食べられるわけではないと気付かされた。お弁当位は、冷めていても良い。 ことり 

69.  冬には使うと思ってアルミのお弁当箱を入園前に準備していたので残念。お弁当が冷たいままでも、外で食べるわけでは

ないので、賛成。 
ことり 

70.  食中毒を防げるのであれば、賛成。 ことり 

71.  出来れば再開してほしい。 ことり 

72.  良い。 ことり 

73.  幼稚園の方針通りで良い。節電にもなるし、自分たちの頃を思い返せば、冷たいお弁当でも友達と食べて、楽しくおいし

くいただけたのを思い返した。 
ことり 

74.  おにぎりの日は中止して、火・木は温めてもらいたい。子供も温かいご飯を楽しみにしている。 ことり 

75.  お弁当箱を用意してしまったので、残念。お茶が温かければ、お弁当は冷たくてもかまわないと思う。 ことり 

76.  菌の繁殖も気になるし、節電のためにも中止して良い。愛情あるお弁当で、お弁当の温かさより、心の温もりだと思う。 ことり 



77.  保温は良かったけれど、中身の腐敗や衛生面を考えれば、仕方がないのでは。 ことり 

78.  ごはんが固くなり、食べずらそうなので、再開してほしい。 ことり 

79.  入園前の手紙を見て、そこまでしてくれるのだと驚いたので、中止になっても特に思うことはない。温かくても冷たくても、お

母さんの作ってくれたおいしいお弁当には変わりはない。 
ゆり 

80.  子供もお弁当が冷たいとか何も言っていないので、保温がなければないでも良い。アルミのお弁当箱を用意された方には

申し訳ないですが・・・。 
ゆり 

81.  冷たくても食べられる習慣は、つけて正解なので良い。 ゆり 

82.  いつも楽しみにしていたので、残念。 ゆり 

83.  お弁当＝冷めているで良い。温かいのは、作り立てだと学ぶ事が出来る。また、それを食べられる事の良さを学べる。 ゆり 

84.  衛生上仕方がないのかと思いつつ、冬は温かいお弁当を食べさせてあげたい。 ゆり 

85.  お弁当を食べるときに、確かに温めすぎて熱いと言っていた。 ゆり 

86.  中止になっても良い。のりがふやけて食べずらそうだったので。 ゆり 

87.  中止になったのは、とても残念ですが、仕方がない。 ゆり 

88.  節電対策もあるので、仕方がない。 ゆり 

89.  最初は「えー？」と思ったが、幼稚園でお友達と一緒だったら何でもおいしく食べられる。 ゆり 

90.  もう 1 年早かったら、アルミのお弁当箱を買わずに済んだ。冷たくてもおいしいと思うので、温めないこと自体は構わない。 ゆり 

91.  今のところお弁当を残したり、不満を言ったりしていない。保温は確かに菌の培養になるので、止めて正解。 つき 

92.  節電をしなくてはいけないのは分かるが、中止の理由の中で、細菌・冷たくなっても食べられないとダメとあったが、ずっと前

から保温していたのに、なんだか納得がいかない。 
つき 

93.  冷たいご飯を食べられないのでは困るという園長先生の意見も分かりますが、親が家で教えればよい。 つき 

94.  特に必要ないと思う。アルミのお弁当箱は高い。 つき 

95.  今まで出来ていた事が、なぜ今年から出来ないのか疑問。そこまで電力のかかるものなのか、出来るなら温かいものを食

べさせてあげたい。 
つき 

96.  今後も電力不足が、世間では十分に考えられる。保温しなくても、おいしく食べられる子供に育ってほしい。 つき 

97.  別に良いと思う。 つき 

98.  出来れば再開してほしい。 つき 

99.  別に保温する必要はない。どんな食事でもおいしく食べられたら良い。 つき 

100.  ｢冷めてもおいしい｣で良い。菌が増えることの方が心配。 つき 

101.  園の考えに納得している。 つき 

2学期もがんばりました。先生方に一言！応援の言葉、改善の言葉(その一言でｽｷﾙｱｯﾌﾟ) 
102.  関藤先生、卒業した娘に「○○ちゃん」と声をかけて下さり、ありがとうございます。 なか 

103.  ハサミは「ぐう～ぱあ～」など、先生が教えてくれたことを自宅でも話しています。先生は本当に教えるのが上手。 なか 

104.  幼稚園に楽しく通えているのも、先生のおかげ。いつもありがとうございます。家で妹やいとこ・友達を前に、幼稚園ごっこで

先生の真似をしているのが面白く、「名前の呼び方」「立ってください」などの一言一言が先生の口調ぽく言っているので、

先生が大好きなんだと思う。 

なか 

105.  当初は泣いてばかりで、私自身も不安でしたが、担任の先生をはじめ、いろいろな方々に支えられて、今では「今日は行

くの？」と聞かれます。先生方の明るい笑顔と挨拶にとても感謝。 
なか 

106.  新任の先生がどんどん自信をつけてきた感じがわかる。昨年・今年と新任の先生が多くて、正直尐し心配はありました

が、頑張っている姿を見たら、不安は減りました。毎日たくさんのパワーを注いでいただき、ありがとうございます。来年度以

降さらにお世話になることになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

なか 

107.  関藤先生の明るく元気に接してくださるところが、とても良い。 なか 

108.  今野先生の話をする時の息子は、とても嬉しそうに話してくれます。できることが尐なかった子が、先生のおかげで、一年で

とても成長してくれました。ありがとうございます。 
ことり 

109.  藤田先生にお世話になっています。とても感謝しています。大好きです。わからないこと、心配なことなど伝えると、とても親

切に教えてくれます。先生の温かさを親子共々いつも感じています。ありがとうございます。 
ことり 

110.  藤田先生マメに電話で様子を伝えてくださり、ありがとうございます。 ことり 

111.  月末おたより帳に貼っていただくコメントで、今取り組んでいる事がわかり、子どもとの会話が弾みます。子供もお褒めの言

葉が書いてあると、誇らしげな様子で、何度も「もう一回読んで～」とせがみます。 
ことり 

112.  鈴木麻美先生はいつも子供をよく見ていて、必ずフォローを入れてくれる。マメに電話を下さり、様子を教えてくれるので、

信頼しています。我が家のお人形はすべて「あさみちゃん」と子供が名づけています。 
ことり 

113.  道子先生。たくさんの子供達がいるのに、一人一人の個性やすばらしさ、日々の様子をきちんと把握されています。子供

を安心して幼稚園に預けられます。いつも 120％のパワーで子供達に接して下さる先生方に感謝感激。 
ことり 

114.  長島先生、いつもありがとうございます。こまめに様子を教えていただけるので、ありがたいです。成道会にも感動しました。 ことり 



先生のおかげです。いつもたくさんの感動をもらっています。 

115.  津久井の先生は皆、清楚で素敵です。大きな声でハキハキ頑張って下さい。 ことり 

116.  子供達の様子に気を配りながら、ご指導いただき、感謝致します。おかげで親として、我が子の頑張る姿が見られて、感

動させて頂きました。長島先生いつもありがとうございます。 
ことり 

117.  近所の方にも幼稚園に行くようになってから、しっかりして来たと言われた。大変だと思いますが、今野先生に感謝です。 ことり 

118.  鈴木先生いつもありがとうございます。一学期よく泣いていた娘が、二学期には泣かずに幼稚園に通うようになりました。 ことり 

119.  鈴木先生ありがとうございます。子供は鈴木先生が大好きです。 ことり 

120.  息子は幼稚園が大好き。 ことり 

121.  いつも本当にありがとうございます。 ことり 

122.  笑顔が素敵な畑中先生。たくさんの言葉がけをしてくれ、子供もとても喜んでいます。ありがとうございます。 ゆり 

123.  何かと相談すると、すぐに対応してくださる先生。おかげさまで毎日楽しそうです。美咲先生ありがとうございます。 ゆり 

124.  幼稚園を休まず通えた事。その事が毎日楽しく幼稚園生活を送れたと感じています。美咲先生に感謝。 ゆり 

125.  宮下先生の授業の進行、生徒への対応が素晴らしい。三学期もよろしくお願いします。 ゆり 

126.  先生達には頭が上がりません。子供達のために、必死に向き合う姿にすごく感謝。 ゆり 

127.  千葉先生のおかげで、毎日楽しく通園しています。子供も親も先生も、日々共に成長できていることが、二学期は特に

感じました。横山先生は、子供の話を良く聞いてくださっているようで、家でよく話をしてくれます。 
ゆり 

128.  千葉先生が、みんな大好きです。三学期もお願いします。 ゆり 

129.  一日入園で、道子先生がマジックをしてくれてたり、サンタになって楽しませてくれたり、すごいなーと思っています。手話の

「素敵な世界」は下の子も覚えて、家でみんなで歌いながらやっています。 
ゆり 

130.  宮下先生、泣き虫なこですが、いつも優しく接してくださって、ありがとうございます。 ゆり 

131.  千葉先生が大好きで、バス担当の時は、大喜びです。 ゆり 

132.  いつもニコニコしていて、私も子供も千葉先生が大好きです。 ゆり 

133.  日々成長していくわが子を見ていると、先生方の努力は、ものすごいのだと感謝。行事で感動できるのも、裏で頑張ってく

れる先生がいるからこそだと思う。 
つき 

134.  成道会の始めの言葉も、先生に励まされてうまく出来た。乙川先生が娘は大好きです。 つき 

135.  大沢先生の子供達との接し方を見て、母親の私も勉強になります。子供も大沢先生の笑顔「かわいい」と言っています。 つき 

136.  笹井先生の事が大好きです。新人の先生とは思えない位、細かいところまで気がついてくれます。ありがとうございます。 つき 

137.  山崎先生いつもお世話になっています。残り数ヶ月ですが、F組を引っ張っていって下さい。 つき 

138.  布目先生、とても信頼しています。細やかに子供のことを報告して下さるので安心。 つき 

139.  藤田先生、子供と本気で向き合って遊んでくれ、「しっぽ取りをしてくれる藤田先生が大好きなの」と言っています。 つき 

140.  運動会から始まり、成道会・鼓笛の練習。一つもくじけず頑張れたのは、大串先生のおかげです。明るいパワーいつも、

元気を頂いています。ありがとうございます。 
つき 

141.  いつも園での様子を連絡頂いて、ありがとうございます。娘も先生が大好きで、家で大串先生の話を聞かせてくれます。 つき 

142.  いつも笑顔で挨拶してくれる先生方に感謝。 つき 

143.  バス停の変更などいろいろお願いすることが多いのですが、希望通り対応していただいて、ありがとうございます。 つき 

144.  笹井先生、とてもしっかり見てくれて、新任の先生とは思えない。家でも先生が大好きと言っています。 つき 

145.  息子は、笹井先生・津久井の先生が大好き。津久井幼稚園で良かった。 つき 

今後幼稚園に希望すること 
146.  成道会の時、境内の入り口でしゃがみこんでタバコを吸っている方々がいました。とても悲しい光景でした。幼稚園の質も

悪くなってしまうと思いました。 
なか 

147.  特に思いつきません。信頼しています。 ことり 

148.  小学校は私立も考えているので、受験に対して、先輩ママさんの話や情報などがあったら有難い。 ことり 

149.  夏休み明けに、いきなり平常保育では、いくら家庭で規則正しい生活をしていたとしても、体力的に負担が大きいので、

二学期の始まりの週は午前保育にしていただきたい。時に年尐さんにはキツイ。 
ことり 

150.  この数ヶ月で「やる気スイッチ」たくさん押してもらいました。今後も心と体、しっかり鍛えて下さい。 ことり 

151.  昼のはみがき指導希望。 ことり 

152.  このまま変わらずに子供達第一でやってもらいたい。 ことり 

153.  保温お弁当をはじめ、三学期の「おかいものごっこ」もなくなると聞きました。いつも上手に作り、お金を持って家でもよく使

っていたほど楽しみなイベントなのに、残念です。 
ゆり 

154.  写真などが、パソコンでしか買えないのは、とても大変。私の家にはパソコンがないので、子供の写真が買えません。携帯

では写真の拡大ができないので、買うことができません。今まで通り、園に行って、見て写真が買えるようにして欲しい。 
ゆり 

155.  満足しております。いつもありがとうございます。 ゆり 

156.  兄弟優先入園制度がほしい。 ゆり 



157.  来年小学校の私立受験を考えているので、情報などがあったら聞きたい。 ゆり 

158.  ”どの子も伸びる“是非ともずーっと続けて下さい。 つき 

159.  特に希望する事はありません。今のままでとても素晴らしい。 つき 

160.  遠足を元のバス遠足に戻してほしい。つき組のお別れ遠足にも賛成。 つき 

161.  今のままで良い。 つき 

役員様のご意見：成道会について 
162.  舞台上をやらせていただきましたが、サンプル写真があったので、とてもスムーズに絵を貼ることが出来た。白・黒幕で、鍵

盤の時がどちらか不明だったので、記入された方が良い。 
ことり 

163.  前回わかりずらかった物については、詳しくなり、改善されていたので、スムーズに行えたのではないか。 ことり 

164.  演目の間、白幕を閉めた方が良いのでは。 ことり 

165.  今年のｿｰｲﾝｸﾞママは、例年より作成期間が長いとの事でよかった。 ゆり 

166.  子供達は立派に成道会をできて、泣いている先生方を近くで見て、とても感動したし、そんな先生方のおられる園に子供

がいることをうれしく思った。去年より成長している子供を見て、涙が出た。 
ゆり 

167.  衣装に着替える前は緊張している姿の子供達も自分の曲の衣装に着替えると、気持ちを入れかえ自信に満ち溢れてい

た。一生懸命着替える姿は、毎日の頑張りが伝わってきました。挨拶もとてもしっかりできて驚いた。 
ゆり 

168.  裏方として参加することで、先生方や園児の皆、他の保護者の方の努力がよくわかり、貴重な体験ができた。 ゆり 

169.  アクシデントがあったりしましたが、無事に終わって良かった。来年から見られないのが残念。 つき 

170.  役員席がすみの方に尐しだけだったのは残念。 つき 

171.  舞台を終え、ホッとした表情とニコニコした笑顔で元気いっぱい戻ってくる子供達。「頑張ったね」と声をかけると「うん！」と

自信いっぱいの返事が来ました。とても良い行事だと子供達の反応から読み取れます。 
つき 

エプロンママ／ソーイングママ／役員全般について 
172.  エプロンママ、本当に嬉しい一日です。ありがとうございます。 ことり 

173.  役員の仕事は、子供達に会える機会が多くなるので、楽しくやらせてもらっています。避難訓練など、役員の参観をさせ

てもらえることで、お友達のママ達に様子を伝えられて、とても良い。 
ことり 

174.  エプロンママはたくさんの子供たちが顔を覚えてくれ、声をかけてくれるので嬉しい。皆と食べる給食はおいしい。 ことり 

175.  ことり組の時、子供に「どうしてママは、給食のときに来てくれないの？」と言われて、初めてソーイングママに挑戦しました。

エプロンママ、一緒に給食を食べることができて、とても良かった。 
ゆり 

176.  ソーイングママの第二回目のミーティングは、必要なかった。 ゆり 

177.  役員とは名ばかりで、おかげでわいわい給食や運動会、成道会などお手伝いさせて頂き、素敵な時間をたくさん頂いた。

おかげで、自分の子供だけでなく、クラスのお友達ともお話できて、とても楽しかった。担任の先生はもとより、園の先生方

が本当に一生懸命保育に頑張っている姿を拝見する機会を多く頂けた事は良かった。 

ゆり 

178.  今年は、簡単なベストを担当しました。かわいい幼稚園のお友達が、自分の作った衣装を着て、ニコニコ踊っている姿を

見てとても幸せに思う。エプロンママも楽しい。また来年もぜひ参加させてもらいたい。 
ゆり 

179.  エプロンママは、家では見る事の出来ない子供の姿が見られました。皆で食べるご飯は、とてもおいしいそうです。役員が

出来て、とても良かった。 
ゆり 

180.  衣装を間近に見て、改めて「よくできているなぁ」と感心した。 ゆり 

181.  エプロンママとても楽しみにしています。役員会も必要最小限で行われたので、負担がなくよかった。今年最後の学年で、

役員になることが出来て、本当に良かった。 
つき 

182.  役員会は年に数回しかないので、負担にならなくて良い。他園では、運動会やお遊戯会前に何回も打合わせに行くの

で、大変と言う話を聞きました。本番前の打合わせ一回で、きちんと役をこなしてしまう津久井の役員さんはすごい。 
つき 

183.  ソーイングママの特典はいらない。なくてもやりたい方はいるはず。かわいい子供達のためなのですから。 つき 

 

スナップ・スナップ：ネット写真販売について 
  ‘11 ‘10  ‘11 `10  `11 '10 

利用について 1.利用した 54 37 2.利用していない 22 31    

今後は 1.利用する 43 26 2.たぶん利用する 20 29 3.旧来の方法がいい  8 14 

費用について 1.適当 39 33 2.高い 29 28 3.安い  1  0 

 

その他のご意見 
184.  家でゆっくり選べて良い。 なか 

185.  HP がリニューアルさせて、以前より尐し使い勝手が良くなった。 なか 

186.  スナップスナップの写真は、画質が良いので、親が参加できない行事（遠足など）の時、たくさん撮ってほしい。 ことり 



187.  家でゆっくり決められるので、すごく楽！！ ことり 

188.  ネット販売も便利だが、忙しい先生方には申し訳ないが、遠足や成道会などだけでも教室前で、スナップを張り出して注

文出来ると助かる。 
ことり 

189.  データ販売はありがたい。 ゆり 

190.  メール便でのあの費用は高い！！（普通 80 円のはず） ゆり 

191.  先生の労力を思うと仕方ないと思うが、ﾊﾟｿｺﾝがない方は写真を見る機会が減ってしまうので、旧来の方法も良かった。 つき 

 

お弁当の保温中止について 

アンケートにご協力いただきありがとうございます。 

本来全てのご意見に一つ一つお返事するべきですが、ご指摘は今後検討

改善いたします。応援メッセージは何よりも私たちの｢励み｣になります。

たくさんのアンケートありがとうございます。 

どうぞ三学期もよろしくお願い申しあげます。 

「どの子も伸びる」私たちは信じています。      津久井幼稚園 余郷 有聡 

お弁当保温について 

7 対 3 で 温めなくても良いとのご意見です。 

節電により「温めない」、弁当箱のふたにつく水分により細菌が繁殖する等々のリスクのため保温を中止してい

ます。コンビニの弁当は、工場出荷後は低温で店頭に並びます。そして食べる寸前に「チン」します。温かいま

ま販売しないのは、細菌の繁殖を防ぐためです。ご家庭でお弁当を作ったあと、温かいままフタをする方はいま

せん。冷めてからフタをします。なぜか？フタの水分を防ぐためです。（冷ましている間、ティッシュを弁当の

上に置くとホコリを防ぎます）。 

子どもの食事は命をつなぐものです。「温かいものを食べさせたい」。愛情は誰でも同じです。細菌繁殖の

リスクとどちらを選択するか？ 手をかけるだけが愛情ではなく、幼児期だからこそ忍耐、我慢を教えることも

愛情です。 

保護者様からのお話です。「温かい、冷たいではなく、温めなくても、温かい愛情をこめてお弁当作ります」 

温かい食事はご家庭で、幼稚園のお弁当は温かい愛情が必要です。 

大きな電子レンジがあってお弁当を食べる寸前に「チン」ができたら理想ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 年度 

賛 成 54 通 

反 対 23 通 

どちらともいえない 5 通 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


