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ｱﾝｹｰﾄ総数５4 通              

懇談会、器楽演奏会、サーキット参観、作品展について感じた事              

1.  演奏会では、先生方の熱意もとても伝わり、子供たちがここまで上手に出来た事に感謝の気持ちでいっぱいです。 とり 

2.  
懇談会では、他の保護者の方のお話も聞けて、勉強になった。涙ぐんで話されている方もいて、誰にとっても育児は大

変なことなんだと改めて実感した。 
とり 

3.  器楽演奏会では、本物の楽器を使うなど、今後の子供の成長に大きく影響してくると思う。とても素晴らしかった。 とり 

4.  
作品展では、絵が上手になっていて、家族みんなで驚いた。器楽演奏会では、正直曲にはならないだろうと思っていた

が、しっかり音楽になっている事、一生懸命演奏している姿を見て、涙が出た。 
とり 

5.  懇談会では、他の保護者の話が聞けて良かった。 とり 

6.  
器楽演奏会で、つきぐみさんの合唱のとき、舞台袖の安達先生が後ろを向いて涙をぬぐっている姿。やはり、色々な思

い出がよみがえってくるのだと、すごく感動した。今のままの元気な安達先生で頑張ってください。 
とり  

7.  
1 学期のサーキットでは、キョロキョロよそ見をしたり、お友達と遊んだりしていたが、3 学期は、走る姿もカッコ良く、跳び

箱･鉄棒が出来るようになって、驚きました。スゴイ！ 
とり  

8.  サーキットのマラソン、自分のペースで一生懸命最後まで走っている姿を見て、驚いた。 とり  

9.  
作品展は、子供と一緒にとても楽しく見て回りました。一生懸命園内を案内してくれて、たのもしく感じた。準備など、ご

苦労とは思いますが、ぜひ来年度も開催して頂きたい。 
とり  

10.  本格的な器楽(子供から太鼓と聞いていたが、あの大きさとは・・びっくりでした)で、演奏でき、子供の自信となった。 とり  

11.  この前まで赤ちゃんだと思っていたのに、大きな会場で演奏している姿に成長を感じた。作品展は圧巻！！ とり  

12.  器楽演奏会、大変感動した。まだ 3 歳なのに、大きなホールの舞台に立ち、堂々と歌う姿に感動した。 とり  

13.  
作品展は色んな学年、クラスの絵を見る事ができて、楽しい。先生方の負担を考えると終わってしまうのはさみしいけど、

仕方がないと思う。 
とり 

14.  
器楽演奏会はとても素晴らしく、感動した。子供たちと先生の気持ちに感動した。何か辛い事があった時、DVD などを

見るだけでも、勇気がもらえそうだ。 
ゆり 

15.  作品展がなくなってしまうのは尐々さみしいですが、あれは結構大変だと思うので、しょうがないのでは？という気がする。 ゆり 

16.  作品展が今回で終わってしまうのが残念だ。 ゆり 

17.  懇談会では、欠席者が 10 人以上もいたので、延期するべきだったと思う。最後なので、皆の話を聞きたかった。 ゆり 

18.  

懇談会は緊張したが、他の子の様子を聞く事が出来たし、園長先生の良い話（日記）も聞く事が出来たので、出席し

て良かった。器楽演奏会は大変感動し、特に”パパの時間“の素晴らしさには涙があふれ出てきた。子供達も一生懸命

練習を重ねたと思う。先生方も相当なご苦労があったと思う。アンケートを書いている今も演奏会を思い出し涙が出てき

た。作品展がなくなってしまうのは、残念な気がする。 

ゆり 

19.  
器楽演奏会では、とても感動した。毎日家で口ずさんでいた、一生懸命覚えた暗誦、楽器があるつもりで、練習してい

た事とても自信を持って発表していたのを見て、胸が熱くなった。先生方のおかげと思います。ありがとうございます。 
つき 

20.  器楽演奏会、舞台の上でスポットライトを浴びている子供達、どの子もキラキラ輝いていた。 つき 

21.  懇談会では、他のママ達の意見を聞くことができ、とても参考になった。 つき 

22.  

最後の懇談会ということで、一言話すにあたり、幼稚園生活 3 年間を振り返る良い機会となった。器楽演奏会は、さす

がつき組、とても上手にまとまっていた。合奏は特に鳥肌ものでした。一生懸命な子供たちの姿を見て感動した。サーキ

ット参観、いろんな運動をこなす娘を見て、3 年間での成長を実感した。 

つき 

23.  

最後の器楽演奏会、前もって子供から「ママ歌聞いたら、感動して泣いちゃうから、ハンカチ用意しておいてネ」とても自

信満々だった。上手な歌でとても一生懸命に歌っている娘の姿を見たら、この 3 年間でこんなに成長したんだなとジーン

ときた。先生方がほめて子供に自信をつけさせてくれるから、前を向いて頑張ることが出来たと思う。 

つき 

24.  
器楽演奏会、素晴らしかったです。年尐から年中、年中から年長になるにつれて成長がよくわかり、本当に感動！涙が

止まりませんでした。子供達の頑張りと、先生方のご苦労がよくわかります。拍手！！！ 
つき 

25.  
懇談会の欠席者がいる事が信じられない！作品展では先生もいて、毎日の様子や作品の説明をしてもらったり、私が

照れてしまうほど、娘を誉めて下さった。 
つき 

26.  器楽演奏会では、クラスを越えた友達ができ、「今日も一緒に練習するんだ」と楽しく参加できた。 つき 



27.  

器楽が決まるのを今か今かと待っていた娘は、楽器が決まると、段ボールで楽器を作り、棒でたたき毎日練習をしていま

した。前日から、洋服の準備をして最後の器楽演奏会を本当に楽しみに頑張っていました。作品展は、できればこれか

らも続けていただきたい。 

つき 

お子様の成長の様子 

28.  
作品展では、想像以上に絵が上手になっていて、驚いた。ホールでは、他学年の作品を拝見し、1.2 年でここまで成長

するのだという近い将来を見る事ができた。 
とり 

29.  
毎日泣いて行っていて、この先ずっと泣いて行くのか？と思っていたが、夏休み明け、泣かずにいくようになった。母がいな

いと幼稚園では着替えもトイレもご飯を食べるのも全部１人でできるんだなと、しっかりしたことを実感した。 
とり 

30.  
幼稚園に入る前と比べると、本当に驚くほど成長した。楽器を弾けるようになり、絵も上手く描けるようになり、家で何度

も練習しても上手く書けなかった文字もいつの間にか書けるようになっていた。 
とり 

31.  
1 年で私が望む以上にお兄さんに成長し、学習・気持ち的にも自信を持ち、取り組んでくれている。平仮名はｽﾗｽﾗ読

めるし、弟達の面倒もみようと頑張ってくれて驚きます。 
とり 

32.  
出来ない事は出来るまで頑張るという、あきらめない気持を持てた事が大きな成長だ。みんなと楽しむという協調性が

身に付いた事がとても嬉しい。 
とり 

33.  家では、甘ったれですが、幼稚園では頑張っている姿、皆と一緒に取り組む姿、成長した。 とり 

34.  
製作は先生の話をきちんと聞き、一生懸命取り組んだ。1年前は○やグルグルだったのが、女の子や動物を描けるように

なり、驚いた。ﾁｭｰﾘｯﾌﾟも上手に弾けるようになり、おもちゃのｷｰﾎﾞｰﾄﾞで毎日弾いている。大きな声も出るようになった。 
とり 

35.  登園の支度が手早くなり、余裕を感じる。 とり 

36.  入園前は、人見知りで常に親の後ろにいるような子でしたが、この 1年で、挨拶もできるようになった。 とり 

37.  
年尐の時はペースがのんびり過ぎて、ついて行くのがやっとだったが、今では人のお世話をしたり、分からない子に教えてあ

げたりしているようだ。家ではそんな素振りは見せないので、尐し成長したと思う。 
ゆり 

38.  継続する事の大切さ、最初は出来なかった事でも、やればできる。出来るようになるという事が分かって来た。 ゆり 

39.  
体力はかなりついた。幼稚園から帰ってきたら、ｸﾞｯﾀﾘだった年尐の頃に比べ、ｻｰｷｯﾄのお陰でまだまだ体力が残ってい

るようです。風邪もひかなくなった。 
つき 

40.  入園したばかりの頃は、甘えん坊で大丈夫かと心配したが、今は人を思いやる子に成長した。 つき 

41.  
十分ではないが、話をする時、よく考えてから相手の事を考えながら話している。友達を通して、たくさんの事を学んでい

ると思う。友達と 1 つになって何かをするというのは、子供にとっては大きな宝物だと思う。 
つき 

42.  字もお手伝いも上手になり、家族の一員としても、頼れる存在に成長した。今のまま優しい気持ちでいてほしい。 つき 

43.  

ﾌﾞｶﾌﾞｶだった制服が気付けばﾋﾟﾁﾋﾟﾁに・・・よく泣いたり、疲れ果てていた年尐、年下のお友達が入ってきて、ちょっとお姉

さんになった年中、下の子達のお手本になろうと弱音をはかなくなった年長、この 3 年で心も体も大きくたくましく、思いや

りの心も育った。 

つき 

44.  
入園当初泣いてばかりで、人見知りだった娘が、今ではすっかり年長の顔です。お友達との遊びの中で、いろんなことを

学んだと、子供たちの社会に感心した。 
つき 

45.  
この3年間、親の手を離れ幼稚園という社会に出て、自分で自分の道を歩みだし、着実にそして、伸びやかに育ち満足

の日々でした。辛いことも楽しいことも子供ながらあったと思う。一つ一つ乗り越え、心も体もとても大きく成長した。 
つき 

46.  

お泊まり保育に行く時は、涙涙のお別れだったが、帰って来た時は、ひとつの事を成し遂げた感じで自信がついた様子だ

った。その後、運動会～鼓笛発表～成道会～器楽と一つ一つやり終える度に満足気でした。やはり、発表する迄のプ

ロセスが大事なんだと思いました。 

つき 

在園中のｻｰｷｯﾄを通じ、お子様の体力は？/ＮＯおかずに取組み、食に変化はありましたか？ 

47.  体力もつき、とても助かる。 とり 

48.  
歩くのが大嫌いだった子ですが、歩いたり走ったりよくするようになった。最初は小さなおにぎりだったが、2 学期、3 学期に

なると｢足りないから｣と、みるみる大きなおにぎりを作るようになった。 
とり 

49.  子供はおにぎり大好きです。食べやすいし、親も助かる。幼稚園の影響で、英語･鍵盤に興味を持っている。 とり 

50.  サーキットのおかげで体力がついた。 とり 

51.  体力は非常に向上した。今冬は 1 度も熱を出さずにすんでいる。 とり 

52.  筋肉がついてきた感じがする。体力面も健康面でも丈夫になった。 とり 

53.  以前よりも、体を動かすことが楽しくなって、家でもまねて遊んでいる。おにぎりにする事で、食べる量が増えた。 とり 

54.  体を動かす楽しさを体で感じている。しっかり睡眠ができ、熱を出しても、1 日で回復するようになった。 とり 

55.  体力はかなりついている。本当は、昼寝？なのに、幼稚園から帰ってきて、また公園で兄姉と共に遊んでいる。 とり 

56.  明らかに風邪をひく回数が減った。 とり 

57.  
走るのが速くなった。鉄棒で前回りが出来るようになった。マットの前転も家でやっている。体力がついて、早寝早起き、

ご飯は残すことが尐なくなり、おにぎりが大好きで、おかわりするようになった。 
とり 

58.  
体力はずいぶんついたと思う。前転のコツをつかんでできる様になった頃は、目が回るまでやっていた。おにぎりが大好き

で、もともとうす味なので、尐しでも味が濃くなると「カライ！」と言ってそれ以上食べません。 
とり 



59.  お米が大好きになり、体ががっちりしてきた。 とり 

60.  入園当初は帰ってくると疲れて寝てしまっていたが、今は昼寝をしなくなり、生活リズムが整った。 とり 

61.  サーキットで、体力はついてきている。日々接している私より、たまに帰省すると走り回る様子に祖父母が驚いている。 とり 

62.  ご飯の食べる量、時間がものすごく変わった。量も多く、短い時間で食べられるようになったので、驚いた。 とり 

63.  
朝食はパンが多かったのですが、子供から「ご飯がいい」と言い出し、ほぼ毎日ご飯食になった。おなかにたまりやすいの

か、以前は「おなかがすいた」と言っては、おやつに手を出すことがあったが、ご飯食にしてから、あまり言わなくなりました。 
とり 

64.  入園前はご飯が苦手で、パン等を出すことが多かったが、ＮＯおかずのおかげで 3 食ご飯を食べるようになった。 とり 

65.  入園当初はすぐに抱っこをねだっていたが、今では進んで散歩に行くようになった。 とり 

66.  

サンドウィッチを食べたいと子供が言うので、NO おかず DAY ではない日に初めて持たせました。しかし、帰宅してからやけ

に聞きわけがなく、普段と様子が違った。後から考えると、腹持ちの良い「米」に比べ、「パン」ではすぐ空腹になってしまっ

たのかもしれません。おやつと夕食を沢山食べて落ち着いた。 

ゆり 

67.  朝はパン食からご飯へ変わり、休みの日でも昼食に「おにぎりが良い」と言って、おにぎりを食べるようになった。 ゆり 

68.  NO おかず DAYは楽しみにしている。毎日の様に「今日はおにぎりの日？」｢明日はおにぎりの日だよね｣と聞いてくる。 ゆり 

69.  年尐の時はほとんど参加していなかった、年中になってからは体力がついてきたのか、よく走っていて、楽しそうだった ゆり 

70.  
わが子は、毎日 NO おかずで、おにぎりが大好きです。以前は食が細かったのに、今はよく食べる。食べ物への感謝の気

持ちも感じられるようになった。 
ゆり 

71.  体力はかなりついた。 ゆり 

72.  
初めは、おにぎりだけでは飽きてしまうのではと思ったが、今では「ママのおにぎりが1番おいしい」と何よりも好きな様だ。食

べるのが遅いので、おにぎりだとパクパク食べられるのも良いと思う。おにぎりは幼稚園での思い出の食べ物になった。 
つき 

73.  

サーキットを通じ、とても体力がついた。実際年長の息子と一緒にマラソンをすると、私のほうがついて行くのがやっと･･見

習わなくてはと思う。以前は、おかずばかり食べて、ご飯を残す子だった。でも NOおかず DAYでご飯が大好きになり、今

では残さずしっかり食べるようになった。 

つき 

74.  

年長になっても、休む事はあるが、年尐から休む日数も尐なくなり、マラソンの走るコースが変わって、だんだん体力がつ

いてきた。活動量も増えたし、入園してお弁当が全部食べられず、先生に「お弁当箱を小さくしてみて下さい」と連絡を

もらい、これ以上小さくできないであろうサイズにしても残してきたが、今では「おなかがすいた」と帰ってくるようになった。 

つき 

75.  低体重児で生まれた息子、何かと体力はなく、不安だった。しかし、半袖・サーキットでかなり強くなった。 つき 

76.  体がとても柔らかくなり、驚いている。NO おかずは母親にとっても楽で、ありがたいです。 つき 

77.  幼稚園から帰ってきてから、友達と遊び、家に帰ってきて弟と遊び、一日中元気に過ごし、夜はぐっすり寝ている。 つき 

78.  体力はこの 3 年間で確実にアップした。多尐難しいことやいろいろな事にチャレンジする精神ができてきた。 つき 

79.  
NO おかずの取り組みを通じて、子供が食べ物としてのご飯(お米)を意識的に見る様になれた。お米の一粒一粒がおい

しいという事。それがわかったのではないか。今では、「塩むすびでいいから！何もまぜないでネ」と言うようになった。 
つき 

80.  サーキットのおかげで体力がつき、尐々の風邪は寝れば治ってしまう程。 つき 

81.  最後のサーキット参観、跳び箱を上手く跳んだことがない娘が、8 段を跳んだのを見た時は、胸が熱くなった。 つき 

82.  

ゆり組の時は、サーキットはあまり好きではなかったようです。つき組になってからは、マラソンと飛び箱が好きになったみたい

で、「今日は○○君を抜かしたよ」とか「跳び箱 6 段跳べたよ」とか聞けるようになりました。NO おかずに関しては、おにぎり

が好きになり、お休みの日に昼食もおにぎりが良いと自分で作って食べていました。 

つき 

83.  
運動はどちらかといえば苦手な子ですが、毎日のサーキットを通じ、努力して頑張れば、尐しずつでも出来るようになること

を学んだ。なわとびが何回か飛べるようになり、誇らしげに見せてくれる。 
つき 

幼稚園に対して・・・特に満足した事 

84.  大人数なのに、いつも時間通りなのは関心(行事の際) とり 

85.  

毎日の様子を写真でサイトに UP してくれること。担任の布目先生が頻繁に電話を下さったこと。孤独な育児をしてきた

(途中引越しなどあって)ので、わが子のことで話せる方がいてくれるのは、とても心強かった。すべての先生が子供の名前

を覚えてくれているのも驚いた。 

とり 

86.  
たくさん誉めて子供を伸ばすという園の方針のおかげで、家でもたくさん誉めようという気持ちになり、親子共々成長した

事、とてもありがたい。 
とり 

87.  参観だけでなく、今野先生の連絡によって、幼稚園生活への安心が増えた。 とり 

88.  元気にあいさつができるようになった。「おはようございます」「ありがとう」言えるようになった。(姿勢良くなった) とり 

89.  お勉強のイメージが強く言われてしまう事があるが、運動にも力を入れてくださり、バランスよく活動していること。 とり 

90.  担任以外の先生まで、名前を覚えていて、話しかけてくれることは、とてもうれしく感じる。 とり 

91.  先生！！(質の高さ！マインドの高さ！) とり 

92.  園長はじめ先生方が子供の成長に重点をおいている所。 とり 

93.  通し席には満足。とても助かった。 とり 

94.  今まで読み書きに興味があまりなかったので、良かった。本人の希望で、簡単なドリルを買って家でもやっている。 ゆり 

95.  毎日のサーキットが本当にありがたい。健康な体づくりが出来る。 ゆり 



96.  良い先生達に恵まれとても感謝している。 ゆり 

97.  よく担任の先生が連絡をくれて、子供の様子を教えてくれるので助かる。親の気付かないような事も気付いてくれる。 ゆり 

98.  園に行って、子供の様子を見られる事が多いので、とても良い。 ゆり 

99.  ほぼ全てにおいて満足している。 ゆり 

100.  
毎日｢まっすぐ立ち、手を後ろに組む｣を続けたせいか、なんとなくその体制に・・そんなクセをつけて頂いた幼稚園に感

謝！誰にでもお勧めできます！！ 
つき 

101.  トイレのスリッパ並べ。家でも親の分までそろえてくれるようになった。親戚にも誉められた。 つき 

102.  1 回怒ったら 7 回誉める。わかっていても難しい。実践している先生方はすごい！！ つき 

103.  マラソンコースが延びた事。先生の笑顔。 つき 

104.  
1人 1人の先生方に大満足。担任の先生はもちろん、他の先生も名前を覚えてくださり、どの先生も対応が良く出来て

いる。先生方が素晴らしいので、安心して幼稚園へ預けられた 
つき 

105.  幼稚園に行って、子供の様子を見る機会が多い事。小学校になると、そういった機会が減るだろうから、すごく寂しい。 つき 

106.  先生方の子供たちと向き合う姿勢。情熱！津久井幼稚園の先生方はレベルが高い。 つき 

107.  午前・午後との通し席があるのは、とても助かる。 つき 

108.  サーキットです。毎日続ければ、体力がつき尐々の風邪は寝れば治ってしまう程。 つき 

109.  
今年は役員もやらせてもらい、幼稚園に行く機会が多かったのですが、その度に子供の様子も分かり、とても楽しい幼稚

園生活が送れました。色々な参観が多くて、先生方は大変ですが、今後も続けて欲しいと思います。 
つき 

ここはもうちょっと・・・と思う事 

110.  
作品展が今回で最後になるかもということですが、子供達の感性の成長をたくさん見る事が出来た。大変な作業かと思

いますが、ぜひ続けてほしい。 
とり 

111.  ちょっとバス停が遠い。工事の関係で、たびたび更に遠くなり、下の子を連れているので、大変。 とり 

112.  歯・口腔衛生に対する教育があれば良い。昼食後皆で歯ブラシタイムなど。 ゆり 

113.  ありません。とても満足している。 つき 

114.  ｽﾅｯﾌﾟｽﾅｯﾌﾟの期限を学期毎にしてもらいたい。まとめて購入したい。メール便だと、その都度 120 円かかるので。 つき 

115.  兄弟の優先わくがほしい。 つき 

先生に一言！応援の言葉、改善の言葉（その一言でスキルアップ） 

116.  津久井の先生は本当に素晴らしい。これからもよろしくお願いします。 とり 

117.  津久井の先生には、何の不満もありません。どの先生も子供達に対しての愛情が感じられた。感謝の気持ちで一杯。 とり 

118.  
先生方のおかげで、家では学ぶことの出来ない多くのことを学ぶことが出来、感謝している。先生方の指導の仕方がとて

も勉強になる。これからも、変わらぬ教育方針を続けていただきたい。 
とり 

119.  
一年間本当に一生懸命頑張っていただいたと感謝。3～4歳の大事な一年を一緒に育児していただいて、息子は充実

した日々を過ごした。日々育児について自問自答する日々ですが、幼稚園の教えにならい、頑張りたい。 
とり 

120.  先生達の笑顔が子供達に安心とやる気を持たせてくれた。本当に感謝です！ありがとうございます。 とり 

121.  

一年間ありがとうございました。この一年は全てが初めての毎日でした。子供だけでなく、親としても、成長できた。息子

はずっと今野先生がいいのに・・と言っていました。その一言を聞けたことで、息子にとってこの一年充実した一年になった

のだと感じた。本当にありがとうございます。感謝の気持ちで一杯です。 

とり 

122.  
短い間でしたが、大沢先生には本当にお世話になりました。大沢先生の笑顔には癒されます。いつもほっとします。クラ

スが変わっても、声をかけて下さいね。ありがとうございます。 
とり 

123.  

子供はもちろん、布目先生 LOVEです。「幼稚園で 1番ｶﾜｲｲんだよ」と言っている。高校生の娘は、将来幼稚園教諭

になることを目標に頑張っている。｢布目先生のようになりたい！｣といつも言っている。家族みんな布目先生を応援して

います。いつまでも今のままの元気な布目先生でいてほしい。残り尐ないひよこ組ですが、よろしくお願いします 

とり 

124.  いつも笑顔で元気で、子供と向き合ってくださり、ありがとうございます。 とり 

125.  器楽演奏会後、子供を迎えに行き、先生からのお話で涙されていて、もらい泣きしそうになった。 とり 

126.  
一年間ありがとうございます。疲れているときもあったとおもいますが、いつ見てもニコニコ笑顔が子供の不安を取り除いて

下さった。お世話になりました。先生のことが大好きで、家でも先生の話ばかりしています。 
とり 

127.  家でなかなか親の言うことを聞いてくれないのに、先生はさすがだと思います。 とり 

128.  

いつも先生方には感心しています。沢山の子供達を言葉でしかるのではなく、まとめて引っ張っていく力。なかなか出来

ないことです。大人の私までついていきたくなるような、魔法にかかったような力があります。だらか、子供たちは先生たちが

大好きなんだと思います。 

とり 

129.  
担任の道子先生には本当にお世話になりました。内気だった娘が、こんなに楽しく幼稚園に通えるのは、先生のおかげ

だと思っています。ありがとうございます。 
とり 

130.  本当にお世話になりました。鈴木先生の細やかな気づかいにとても感謝です。ありがとうございます。 とり 

131.  
鈴木先生ありがとうございました。私も子供も鈴木先生が大好きです。息子の初恋の人鈴木先生。ご迷惑かけたと思

いますが、私達親子は鈴木先生に感謝してもしきれない。 
とり 



132.  
一つ一つの行事、日々の生活。どれも藤田先生ならび諸先生方が温かく見守って下さったおかげで、親子共に楽しく過

ごさせて頂きました。ありがとうございました。 
ゆり 

133.  先生の電話でも、ポジティブな言葉にいいオーラを頂けます。 ゆり 

134.  

藤田先生へ個人面談でお話してから、新人とは思えないほどしっかりして子供をよく見ていてくれていることがわかり安心

しました。子供も先生が大好きで、いつバスに乗ってきてくれるか毎回楽しみにしています。尐しやせられた様な気がしま

す。体に気をつけて子供達の大好きな先生でいてください。 

ゆり 

135.  
3 学期は特に行事が続いた気がします。先生方は本当にお忙しかったはず。特にうちの子をあれだけ成長させ、自信を

つけさせてくださった佐藤香織先生には心から感謝しています。 
ゆり 

136.  藤田先生 1 年目の先生とは思えぬほどの心配りと一生懸命さに親子共々感謝の気持ちで一杯です。 ゆり 

137.  藤田先生、1 年間ありがとうございました。器楽も大成功で良かったですね。もらい泣きしてしまいました。 ゆり 

138.  
佐藤先生、1 年間本当にありがとうございました。細やかな気配りやいつも明るく楽しくシャキッと指導してくださる姿には、

頭が下がる思いです。見習いたい部分もありますし、安心して子供を預けられました。 
ゆり 

139.  
娘は｢後藤先生はかわいくて優しいから大好きなんだ｣とよく家で話してます。先生と同じ髪型にするとうれしそうに幼稚園

に行きます。笑顔がステキな後藤先生が私も娘も大好きです。ありがとうございました。 
ゆり 

140.  

いつも遅い時間までご連絡を下さり感謝しています。作品展・器楽演奏会と休日も行事が続き、たまたまその間にあっ

たお誕生日会も該当月だったので、参観しましたが、先生たちの熱心な劇や子供達の為にひたむきな姿に感動し、とて

も良い園だとつくづく感じました。 

ゆり 

141.  「幼稚園に行きたくない」とは一度も言いませんでした。そんな楽しい場所にして頂いた先生にすごく感謝しています。 つき 

142.  
石川先生、短い間でしたがお世話になりました。先生と卒園式を迎えられて私も子供もとてもうれしく思っています。あり

がとうございました。 
つき 

143.  

明るく元気で楽しい山崎先生のおかげで 1 年間楽しく過ごすことが出来ました。よくお電話をしてくださり、幼稚園であっ

たことは私にはわからないので、先生の電話で知ることが出来ました。山崎先生に 1年間みていただけて幸せでした。あり

がとうございました。 

つき 

144.  

笑顔を絶やさず、一生懸命頑張っている大串先生、本当にありがとうございました。新任とはとても見えず（はじめの面

接のときから）子供も私も安心して過ごせた一年でした。幼稚園から帰ってくる息子の話を聞くと「先生が大好き」というの

があふれでていました。いっぱい先生には「ありがとう」があります。どう書いていいのか？足りないくらいです。一年間（幼稚

園生活）を楽しく過ごせました。本当にありがとうございました。 

つき 

145.  バスの沼田さん大きな声でいつも「おはよう」と言ってくださって、ありがとうございました。 つき 

146.  事前の細かなプリントや当日のスムーズな流れどれをとっても大人数の幼稚園なのに、本当にすごい。 つき 

147.  

山崎先生、一年間ありがとうございました。厳しさの中に優しさのある山崎先生、娘も大好きです。園庭開放で乙川先

生に「○○ちゃんいつもがんばっていますよ」と娘のことを言われて、親子で喜びました。園長先生･安達先生・先生方バ

スの運転手さん方、皆様に感謝の気持ちで一杯です。三年間ありがとうございました。 

つき 

148.  

正直言うと年長さんになったばかりの頃、新しい先生ということで、とても心配していました。でも、そんな心配はまったく必

要がなく、娘はすぐに乙川先生が大好きになりました。乙川先生は若いのにとてもしっかりしていて、子供たちをよく見て

いてくれると安心して幼稚園に通わせる事が出来ました。年中からお世話になった森崎先生といい、乙川先生といい素

晴しい先生方が担任で本当に良かったです。感謝しています。これからも頑張ってください。 

つき 

149.  乙川先生一年間お世話になりました。娘も私も乙川先生が大好き。器楽演奏会のピアノとても上手で素敵でした。 つき 

150.  長島先生の笑顔に励まされた一年でした。ありがとうございます。 つき 

151.  山崎先生のおかげで、娘は楽しく明るく幼稚園に通うことが出来ました。母として安心して預けることもできました。 つき 

152.  

大串先生本当にありがとうございました。1 年目の先生とは思えないほど、細やかな気配りと明るい笑顔で指導していた

だき感謝しています。息子は先生が大好きで、帰ってくると先生のことを楽しそうに話してくれました。これからもお体に気

をつけて頑張って下さい。3 年後は下の子も見てもらいたいです。本当にお世話になりました。ありがとうございます。 

つき 

今後幼稚園に希望する事 

153.  兄弟優先入園枠があると嬉しい。 とり 

154.  
春の遠足がなくなってしまうのが、とても残念です。どうして、ほんのわずかな尐人数の意見を聞き入れてしまい廃止にし

てしまうのでしょうか。行きたい人の意見は聞かないのですね。幼稚園でしか体験できないものをなくさないで下さい。 
ゆり 

155.  バスコースがのびてくれるとうれしいです。 つき 

津久井のおすすめポイント！幼稚園選びに迷っているママにアドバイス！ 
156.  アレルギーのある子供にはやはり、お弁当が安心。月・水・金がおにぎりなので、ママの負担も尐ない。 とり 

157.  
頭(知識)も、体(体力)も、心もバランスよくのばしてくれる。ｶﾘｷｭﾗﾑと幼児教育への熱意ある園と思う。「人は資産であ

る」という言葉通り、若さあふれる先生方の元気をもらえる園です。 
とり 

158.  
津久井はやる事が盛りだくさんで、大変そうと思われるかもしれないけど、たくさんのことに取り組む事では誉められる機会

も多く、自分に自信を持て、すすんでお手伝いや新しいことにﾁｬﾚﾝｼﾞしてくれる。｢幼稚園休みたくない｣と言っている。 
とり 

159.  先生方が素晴らしい！！ とり 



160.  集まりが多くて、すごく面倒くさい！！と毎回思いますが、行った後は「行って良かった」とすがすがしい気持ちになる。 ゆり 

161.  英語教育も行っており、無理なく小さい時から英語に親しみが持てて良いと思う。いつの間にか、口ずさんでいる。 ゆり 

162.  トイレがきれいな事、先生方が感じの良い。運動も勉強も沢山するのに月謝が良心的なところ。とてもありがたいです。 ゆり 

163.  

「津久井幼稚園は、お勉強幼稚園なんでしょ」「毎日お弁当大変じゃない」とか言われます。でも、実際授業参観等を

見ると、ずっと机に向かって勉強しているわけではなく、テンポ良く、楽しく学ぶをモットーに勉強しているように感じる。そし

て、勉強だけでなく、体力づくりにも力を入れていて、毎朝もしくは、帰り時間行われているサーキットでは、体力もそうで

すが、忍耐がつくと思います。毎日お弁当・・作る側としては、悩む所ですが、月・水・金曜日が「NO おかず DAY」なの

で、あまり苦には感じません。手の込んだキャラ弁ではなく、愛情を込めたお弁当を作ってあげようと毎日頑張っています。 

つき 

164.  先生が良い。サーキットで体力 UP。楽しんで学べる。 つき 

165.  勉強・運動のバランスが良い。子供も気に入っています。体力もつきました。先生達の一生懸命な所がとても良い。 つき 

166.  

先生方が全ての園児、そして親の顔を覚えている。500 人以上いるのにびっくりです。毎日のサーキット。体力だけでなく

精神力も身についたと思う。動→静へのメリハリさ。休憩時間がなくて、子供は尐し大変みたいですが、集中力を高める

には良いと思う。参観が多い。 

つき 

167.  

幼稚園生活の中での、静と動。いろいろな手法を取り入れているので、子供があきる事がない。家では見た事のない位

の集中力が幼稚園で見る事が出来る。子供をひきつける先生方の努力はすごい。子供を１人の人間として意見をちゃ

んと聞いてくれる先生方、ｻｲﾊﾞｰﾄﾞﾘｰﾑ（英語教材）や器楽で使う楽器など、子供を取り囲む全ての環境が子供だまし

ではない本物です。 

つき 

168.  
サーキットなどで体力がつき、丈夫になること。年長さんが小さなお友達をやさしくお世話をしてくれて、お世話されていた

子供が、今度は自分より小さい子供のお世話をしてくれるやさしい心が育ちます。 
つき 

転入園前と現在でお子様の成長に変化はありますか？ 

前幼稚園様の教育運営と当園を比較しお気づきになられた点はありますか？ 

169.  － － 

ご意見 

170.  

入園を決める前に、3 年で入れるか、2 年にするか迷ってメールをした事があります。丁寧に返信をしていただき、3 年で

入園しました。園長先生のおっしゃった通り、3 年で入れて良かったと思っています。お忙しい中、手を煩わせてしまったと

今でも思いますが、本当にありがとうございました。 

つき 

171.  

今年も役員をやらせていただきました。子供達の事がとても身近に感じられ、とても楽しかったです。そんなに大変な仕事

もないし、やってみる価値は大です。他の役員さん達とも親しくさせて頂いて、情報交換なども出来て、充実した園生活

を送る事ができました。 

つき 

172.  
どの行事も当日までの準備、当日の進行、後片付け、とても大変なことと思います。子どもが成長できて、親が子ども 

の成長した姿を見て感動ができるのも、すべて先生方のお陰です。本当に感謝しています。 
ゆり 

 
たくさんのご意見ありがとうございました。 
運動会、成道会の際、「参観の保護者様のマナーが良くなった」といただきました。 
私どもも、平素の教育運営、また行事の際、いつも「皆様協力的」と深く感じ、感謝いたします。 
行事終了の際、学期の始業終業時、そして毎日の終礼でも｢これで良いはありません。『next one』、
今回の教訓を生かし、次を最高のものに、明日を最高の日にしよう｣と常に向上心を持ち教職員と努
力しています。 
ふと振返ると「運動会」「成道会」「器楽演奏会」行事終了の際、私のあいさつはいつも「お礼」で
はなく「お子様の今日までの努力をたくさん褒めてあげてください！」と「お願い」でした。翌登
園日にお子様が口々に「パパとママがすごいねぇってたくさん褒めてくれたよ」と聞きました。 
「お子様の更なる成長」のために、いつも「お褒めのお言葉」をいただきありがとうございます。 
また私ども教職員にも身に余るお言葉をいただき感謝、感謝です。 
私は「園児が多い園がいい幼稚園だ」とは思いません。ご縁をいただいた全ての方に「ああ津久井
にして良かった」と言っていただければそれで良いのです。 
  
器楽演奏会時は、自家用車のご利用を控えていただきありがとうございます。 
 
「ある鉄道会社の社長の話」をご紹介します。 
あるアメリカの鉄道会社の社長が、現場の視察に出かけたときの話です。 
線路の修理現場を視察したとき、一人の作業員が近づいてきました。 
見ると、なんと約 10年前、一緒に鉄道作業員として働いていた友人でした。 
その友人は今も作業員をしているようでした。その友人は次のように話しかけてきました。 
 「君はずいぶん出世したね。君が社長になったときは驚いたよ。10年前は、お互い50ドルの日給をもらうため



に働いていたのにね。」社長は答えました。 
 「そうだったのか。君は 50 ドルをもらうために働いていたのか。私は、10年前も今も、 
この鉄道会社のために、そして、世の中の人たちに快適な移動や旅をしてもらうために 
働いているんだ。」そう言ったそうです。 
50 ドルをもらおうと思って働いていた友人は、「もらおう」という意識でしか働けていなか 
ったのです。そこに、「与える」という気持ちはなかったのです。 
そしてこの社長になった人は、同じ作業員の仕事をしていたときも、鉄道会社のために、 
世の中の人たちのために何か自分にできることはないか、快適な旅をしてもらうため 
には…と、「与えよう」と思って働いていたのです。 
まさに、「与えるものは与えられる」の法則どおり、この社長に就任されたのでしょう。 
そして社長は、今も、地位や収入ではなく、お客様や、部下から信頼され、周りの人 
から本当に感謝されて、「あの人と一緒に働けてよかった」とみんな思ってくれていた 
のではないでしょうか。 
これは、地位やお金には変えられないものです。 
信頼や感謝は、お金なんかよりもよっぽど価値があります。 
卒業生にも こ の社長さ んのよ う に「与え る 」人になっ ていただき たい。 
「一人ひと り の成長」そ れが私たち の喜びです 。 
「教育は共育」 
 津久井浜学園 余郷有聡 

 
 

 
 


