
アンケート集計遅くなりました。申訳ございません。 

ｱﾝｹｰﾄ総数 67 通 ことり 29 通 ゆり 27 通 つき 11 通  メール複数 

親子ふれあい遠足・行き先について・例年の観光バスを利用した遠足に比べて       

1.  三浦海岸では、子供は友達と楽しんでいたが、せっかくクラス単位なので、クラス毎の遊びがあった方がよい。 つき 

2.  リーズナブルで、雤が降った時のキャンセル料のことを気にしなくてもよかった。 つき 

3.  海は悪くないと思うが、風があって砂が飛んでお弁当に入るので、風のことを考え、テントか何かあってほしい。 ゆり 

4.  観光バスを利用し、親子で行けるのは、幼稚園の時だけなので、やはりバスの遠足が良い。 ゆり 

5.  行き先を聞いた時は、行き慣れている海なので、ちょっとふまんでしたが、皆で行ってみると楽しくて大満足だった。海ま

で歩く距離があるから大丈夫かと思ったが、友達と一緒だと何でも結構大丈夫なんだと安心した。 
ゆり 

6.  去年は、有料遊具がある場所だったので、無駄にお金を使ったように思えます。今年は自然の中でお友達と一緒に

なって遊ぶことが出来る状況だったので、良かった。風が強かったのが残念。 
ゆり 

7.  バス遠足の方が楽しかった。来年も徒歩遠足なら、教室での解散後家に帰ろうと思う。 ゆり 

8.  住まいが三浦海岸なので、ただ幼稚園から徒歩で帰宅しているような感じになってしまい、尐しつまらない様子。それ

でも親子でおしゃべりしながら歩くいい機会ではあったと思う。 
ゆり 

9.  もっと他に行き先があったのでは？現地集合解散ならば、各自交通費を負担して楽しめる場所が適当。 ゆり 

10.  規模は小さくなってしまったが、子供は親子で園行事に参加しているだけで、大喜びだから、金銭的な面からみると徒

歩遠足の方が良い。ただ、昼食後１つでもレクリエーションがあると良かった。 
ゆり 

11.  観光バス遠足の方が良かった。結局仲の良いお友達とお弁当を食べただけで終わった。意味がない遠足だった。 ゆり 

12.  自由参加・目的地まで各自という形だと、元々仲の良い親子としか交流できず、尐し残念に感じたし、園の行事とい

う感じがしなかった。海まで歩いてお弁当ということ自体は楽しかった。 
ゆり 

13.  近場への遠足だったので、負担も尐なくて良かった。（小さい子がいるので） ゆり 

14.  バス遠足が無くなって、残念だなと思っていた。でも他園の遠足の様子を聞くと当日の天候で行き先が変わるので、

準備やｽｹｼﾞｭｰﾙ対応にも大変そうだと思ったのと、費用が思うより高額なので、バス遠足でなくても良いと思う。 
ことり 

15.  下の子がいるので、私 1 人で 2 人を連れて遠くに行くのは大変なので、良かった。 ことり 

16.  参観後なので、行き先は近くて良いと思う。 ことり 

17.  小さい子供がいるので、教室→園庭という事で良かった。遠い所へ行かなくても充分。 ことり 

18.  皆様の子供の様子が見られて良かった。プレゼントもあって満足。 ことり 

19.  トイレの心配があったので、園内で過ごせたのはありがたかった。 ことり 

20.  お弁当は持参しませんでした。思ったより沢山の人がお弁当を持ってきて園庭で食べるのも楽しそうだったので、来年

はお弁当持参で行きたい。子供たちにとっては場所よりもお友達と楽しく遊べれば良い思い出になる。」 
ことり 

21.  近くて良かった！！ ことり 

22.  観光バスでの遠足の方が良い。お友達とバスに乗ってどこかへ出かける体験も大切な思い出になる。 ことり 

23.  大きな観光バスに乗る機会が無いので、子供にも体験させたかった。 ことり 

24.  園庭でお弁当というのは、「遠足」にしては、尐々淋しい感じがしたが、年尐の初回ではこれで十分。 ことり 

25.  観光バスでの遠足を希望。園庭でお弁当を食べるだけなら遠足とは言えない。 ことり 

26.  下の子の入園で、赤ちゃん連れでもなかったので、もう尐し遠くに行きたかったなとは思うが、やはり下の子連れや妊婦

さんもいるとおもうので、これくらいの距離が負担も尐なくて良い。 
ことり 

27.  どこかに行かなくても親子でお弁当を食べるだけでも楽しめた。お友達ともゆっくりお話し出来て良かった。 ことり 

28.  遠足というｲﾒｰｼﾞとは違いましたが、親子のふれあい、お弁当を楽しく食べるという点では、良かった。子供たちだけで

園バスで園外保育に行ってくれれば、観光バスを利用した遠足はなくても良い。 
ことり 

29.  ことり組にとってはどこにも行っていないので、遠足と名前をつけるのはおかしい。自由参加の遠足って何ですか？やる

なら強制で、皆で行きたい。 
ことり 

遠足前後のお子さんの様子 
30.  仲の良い友達と海で過ごせて楽しかった。 つき 

31.  海でお弁当を食べることを楽しみにしていた。 つき 

32.  行きは遠い歩きたくないと言っていた。帰りはお友達が走っていたので、一緒に走っていた。楽しんだようだ。 ゆり 

33.  とても楽しみにしていた。昨年は「遠足」の意味もわかっていなかったのに比べると、成長を感じた。 ゆり 

34.  仲良しのお友達と海で遊べて楽しかった様子。 ゆり 

35.  お弁当を食べて一緒に帰ったことが嬉しかった様子。 ことり 

36.  親と一緒にお弁当が食べられることを、とても楽しみにしていた。 ことり 

37.  お友達と仲良くなれたようで、お友達の名前がよく出てくるようになった。 ことり 

38.  今まで食べるのが遅く、お弁当を残していましたが、遠足を機に全部食べるようになった。とても楽しかったようだ。 ことり 

職員の対応でお気づきになられたこと。 



39.  横断歩道にも配慮していただき（帰りまで）助かりました。 つき 

40.  事前に海岸（トイレ）清掃をして頂いた先生方、いつも気持ち良く迎える為の努力を感じます。ありがとうございます。 つき 

41.  お弁当を食べている間に、何度も話しかけに回って来て下さった。 つき 

42.  どのクラスも先生が後から来られた事は仕方のない事。子供達はいないと「先生は？」と感じたと思う。 ゆり 

43.  味気ない遠足で、正直がっかり。 ゆり 

44.  先生も一緒にお弁当を食べて欲しかった。 ゆり 

45.  「何で先生は一緒にお弁当を食べないの？」と何度も聞かれた。 ことり 

46.  細かくテキパキしていたので、分からない事を質問してもすぐに対応してもらい助かった。 ことり 

47.  いつも細かい心配りに頭が下がります。 ことり 

48.  先生方も子供達と一緒にご飯を食べて頂けると、子供も喜んだと思う。 ことり 

不便を感じた事  

49.  お天気だったので、幼稚園～三浦海岸までは、気持ちが良かった。 ゆり 

50.  一日で２つの行事を終わらせること。 ゆり 

51.  下の弟を連れての移動で、解散後家まで連れて帰るのが一苦労でしたが、特別不便はなかった。 ゆり 

52.  特にありません。 ことり 

53.  園庭でのお昼は日陰が尐なく、また風が強い時などは、砂が入ったりすると食べにくい。 ことり 

54.  園庭で食べたお弁当、日差しが厳しかったので、ホールや教室を開放して頂けると有難かった。 ことり 

55.  特になし。 ことり 

クラス別参観、懇談会について 

56.  年長になり、内容もより濃く感じた。 つき 

57.  「子供の良いところ」の発表はそれぞれの良い所が分かり、我が子と比べるというより、個性が分かる良い機会。 つき 

58.  懇談会では、たくさんのお母様方のお話が聞けて、とても良かった。 ゆり 

59.  懇談会で親の発表が緊張して何を話したのか覚えていない。他のお母さんの話が聞けて良かった。 ゆり 

60.  子どもと一緒に汗をかけて楽しかった。 ゆり 

61.  学習をしている様子が見られて良かった。園長の話も為になった。自己紹介は緊張した。 ゆり 

62.  年尐の時から参加させて頂いているが、それぞれのお母さん方のお話を聞くのはとても楽しい。 ゆり 

63.  他の保護者の話が参考になる。 ゆり 

64.  涙ぐむ方もいて、苦労して大切に育てているのは、どこも同じだと感じた。 ゆり 

65.  懇談会では、お友達のご両親の人柄を見る事ができ、親心を共感でき、とても良かった。 ことり 

66.  息子は先生の話を聞いていないようで、聞いている事に驚いた。 ことり 

67.  幼稚園での様子が見られて良かった。子供も参観に来てくれてありがとうと喜んでいた。懇談会も長くもなく良かった。 ことり 

68.  懇談会では、他のお母さん方からのお話を聞けて、すごく勉強になった。 ことり 

69.  子供の様子が見られて良かった。帰りは、子供はバスにしてほしい。 ことり 

70.  他の保護者の方の話を聞く事が出来て、新鮮で楽しかった。先生の子供を飽きさせないように対応する姿には、脱

帽です。3 歳児がきちんと席に着いて授業ができることに驚いた。 
ことり 

71.  懇談会では、1 人 1 人の挨拶の時、自分だけではなく、皆不安だったり、悩んでいた事も分かり安心した。 ことり 

72.  園や担任の先生の方針や他の子供達、ご家族の貴重な意見が聞ける場だと再認識。園と家庭での教育方針があ

る程度そろって、初めて子供達の成長の為に必要な事が見えてくると思った。 
ことり 

73.  年尐といえども、自分達で出来る事の多さに気付かされ、育児のヒントになった。懇談会での保護者の一言、緊張

しましたが、皆さんのお顔が分かって良かった。 
ことり 

74.  普段の様子が見られて嬉しかった。着替えや用具の準備等もしっかりやっている事にホッとした。親子の触れ合いの

時間もあるのが良い。 
ことり 

サーキット参観について 

75.  一生懸命頑張っている子供の姿に胸が熱くなった。高橋先生の講演の後、質問できる時間があると良い。 つき 

76.  年長さんになって、ブリッジや逆立ち等、色々な事が出来るようになり、本人も楽しんでいる。 つき 

77.  参観の父母が誕生日月別になって、とても見やすくなった。 つき 

78.  跳び箱やマット・鉄棒・その他も自分でやりたい事を決め、順番を守って行え、集団生活・幼稚園の生活も慣れてき

た様だ。サーキットのおかげで、子供もずいぶん体力がついている。 
ゆり 

79.  見やすかった。 ゆり 

80.  毎晩主人の背中で跳び箱の練習をして、「参観で跳び箱ビデオとってね」と言っていた。マラソンも一生懸命走ってい

て、昨年一学期のサーキット参観は、大泣きで心配したが、成長を感じた。 
ゆり 

81.  見に行くまでは、ちゃんとやっているか不安でしたが、一生懸命走っている姿を見て、とても感動した。皆と一緒なら何

でもできるんだと思った。 
ゆり 



82.  走る事が増えた様ですが、楽しそうに走っていた。つき組さんの走る姿がかっこよかった。 ゆり 

83.  マラソンで最後の園児が、まだ頑張って走っているのに、我先にと園内へ戻ろうとした保護者がいる。一生懸命走って

いる子供に失礼だ。 
ゆり 

84.  スロープの上り口に設置されている泥落としにつまずく子を見かけた。危険なので、ﾏﾗｿﾝ時には片付けた方が良い。 ゆり 

85.  境内を走る姿を初めて見られて良かった。色々な種目にどんどん参加しているのを見て、年尐の時より成長したと感

じた。遅バスでも、朝にｻｰｷｯﾄが出来るので、疲れもなくｲｷｲｷしていた。学習も運動後の方が集中できるという。 
ゆり 

86.  最終日、全員参観可能の園長先生のご判断。素晴らしい。 ゆり 

87.  誕生月で親の参観日を分けても守るわけなく車も多かった。以前の方が良かった。 ゆり 

88.  全員→半分になったので、参観しやすかった。 ゆり 

89.  参観できる日程が複数あって良かった。今の様子から次回の参観時にどのくらいの変化が見られるか楽しみだ。 ことり 

90.  年長のお兄さん達に良い刺激を受け、自分もカッコ良くありたいという意識を持つようになった。最近では、着替えや

朝の洗顔など全て 1 人で行うようになったり、お風呂でも 1 人で洗ったり、自立心が今まで以上に芽生えた。 
ことり 

91.  子供の一生懸命な姿や、普段の様子が拝見でき、安心した。 ことり 

92.  子供が多いので、自分の子がどこにいるのかすぐ分からなかったけど、みんな元気に動いていて目が輝いていた。朝礼

でのお話も大事な日課になると実感。 
ことり 

93.  全日参観できるととてもありがたい。 ことり 

94.  人と車の多さに驚いた。朝から体を動かす事は、良い事だと思う。3 年続けた後の体力のつき方が楽しみだ。 ことり 

95.  笑顔で走っている子供を見て、入園した時は、行き帰り泣いていたのに、頑張っている姿を見てとても安心した。 ことり 

96.  一ヵ月ですが、体力がつき、足が速くなった。 ことり 

６月参観前後・当日のお子さんの様子 

97.  綱引きが楽しかったようで、家でもよく話をしている。 つき 

98.  綱引きは、あの様に親と一緒にやるのはとても良い。 つき 

99.  雤のため順延になったが、中止にならず良かった。 つき 

100.  園庭での「綱引き」は子供はとても楽しかった様だ。 つき 

101.  当日父親は来られず残念だったが、家で渡すことを楽しみにしていた。 つき 

102.  ホールでのイベントなど楽しかった様です。 ゆり 

103.  仕事の都合でパパが行けない予定でしたが、日曜日になって行けることがわかり、嬉しそうだった。 ゆり 

104.  ホールでの親子体操も良かった。 ゆり 

105.  
父親は参加出来なかったが、代休を利用してﾎｰﾙで関口先生と行ったお楽しみを家で一緒にやり、親子のふれあい

の時間が持てた。 
ゆり 

106.  5 月にもらったペンダントをしていくと、思った以上に喜んでいた。 ことり 

107.  4 月の頃に比べると、不安な表情もだいぶ無くなっている事が何より嬉しい。 ことり 

108.  

当日は、ママ達が気になるようで、ﾁﾗﾁﾗと後ろを向いてﾆｺﾆｺしていた。この 2ヶ月で園での流れを把握し、頑張ってい

る姿が見られ、嬉しく思った。帰ってからは「また幼稚園に来てね」と言っていた。パパが仕事で来られなかったが、特に

淋しい思いをすることなく息子は楽しんでいたので、良かった。 

ことり 

幼稚園に対し先生に一言。応援の言葉、改善の言葉 

109.  「笹井先生大好き」と言っています。「今日先生に誉められたよ」と嬉しそうに報告してくれる。 つき 

110.  家で幼稚園ごっこをやるときに、乙川先生になり切ってやっているのを見ると、先生の事が大好きの様だ。 つき 

111.  新任の先生とは思えない安心感がある。言葉遣いも笑顔の対応も好きです。 つき 

112.  大沢先生いつもﾆｺﾆｺ笑顔で子供達の接し方も上手だと思う。これからもよろしくお願い致します。 つき 

113.  先生達の笑顔を見ると元気が頂けます。 つき 

114.  
布目先生、いつも笑顔でありがとうございます。担任になってからまだ 2 カ月なのに、ガッチリと子供の心をつかんでいま

す。優しくしっかりと落ちついていて、安心して毎朝息子を送り出せます。 
つき 

115.  大串先生いつもハキハキ、パワー一杯頑張ってくれています。 つき 

116.  新しい先生という事で、心配でしたが、よく面倒を見て頂いて、安心した。千葉先生がﾊﾞｽの中に見えると娘が喜ぶ。 ゆり 

117.  美咲先生は新任の先生とは思えないほど、落ち着いていて、子供からも好評！これからもよろしくお願いします。 ゆり 

118.  宮下先生が大好きで「宮下先生はいつぞうバスに乗ってくれるかな」と楽しみにしている。 ゆり 

119.  千葉先生の一生懸命な姿、素敵です。これからもよろしくお願いします。 ゆり 

120.  美咲先生の笑顔と明るさで授業がとても楽しい。 ゆり 

121.  

入園式の当日、横山先生の子供達の対応に尐し不安がありましたが、会う度いつも笑顔なので、今は不安はなくな

った。横山先生の笑顔ｽﾃｷです。三上先生の子供をよく見てくれている感じがわかるので、安心して行かせられる。お

電話の対応もとても親切。これからもよろしくお願い致します。 

ゆり 

122.  畑中先生が優しくて大好きと言い、毎日はりきっています。ありがとうございます。年尐の時から大好きな森崎先生。 ゆり 



必ず先生の話をしてくれて、パワーをもらったと喜んでいる。子供への言葉がけありがとうございます。 

123.  沢山の園児がいるにも関わらず、担任の先生以外も沢山の先生に名前を覚えてもらい、気にかけていただけ感謝。 ゆり 

124.  先生のお手伝いが出来るお当番さんがとても好きな息子です。 ことり 

125.  いつも優しい鈴木先生。子供は先生が大好き。先生の姿が見えると大声で叫んでいる。いつもありがとうございます。 ことり 

126.  入園して 2 カ月弱ですが、成長を感じる。 ことり 

127.  
鈴木先生いつも細やかな気配りありがとうございます。先生からのお電話で、園の様子が思い浮かびます。先生のお

かげで、お弁当も残さず食べられるようになった。 
ことり 

128.  いつもよく見て下さってありがたい。相談するとすぐに対応して下さったので、安心して預けています。 ことり 

129.  親子共にすぐに名前を覚えていただき、笑顔での挨拶がとても嬉しい。 ことり 

130.  
藤田先生クラス全体を把握し、皆に声をかけて下さりありがとうございます。優子先生、入園当初バスの担当をしてい

ただきましたが、いつもﾆｺﾆｺ笑顔で子供も安心して園に登園できました。優子先生の笑顔はとても素敵です。 
ことり 

131.  
ぞうバスの運転手の方が毎朝目礼して下さり、好印象です。なかなかお話する機会はないのですが、安全運転して

下さり、感謝しています。子供も親しみを感じているようです。 
ことり 

132.  要望に対して、すぐに対応して頂いているので、助かる。 ことり 

133.  今野先生は優しく、楽しい歌を沢山教えてくれると子供は大好きです。 ことり 

134.  いつも細かい所まで気を使っていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。 ことり 

135.  こまめに園での様子を教えていただけ、子供が笑顔で行けるようになったのも先生のおかげです。ありがとうございます。 ことり 

136.  電話で普段の様子を知らせてくれるので、とても安心。回数を重ねると信頼関係も増していく。 ことり 

137.  
道子先生へ息子の長所をくみ取って接してくれている。息子の様子、話している事を聞くと私も幼稚園に通いたいな

と思ってしまいました。（笑） 
ことり 

138.  
先生方の元気な挨拶に朝からとても良い気分にさせて頂いている。些細なことを質問しても、いつも丁寧に接して頂

き嬉しくおもう。先生方の笑顔が幼稚園の宝。 
ことり 

139.  
息子は長島先生が大好き。入園当初から、気になる様子などあれば、電話で知らせてくれて、とてもよく子供を見て

くれていると感じています。これからもその笑顔と元気で頑張って下さい。 
ことり 

幼稚園への希望（ソフト面・ハード面。その他） 

140.  
他の幼稚園より、授業料その他費用が安く、沢山色々な事を取り入れてくれているので、本当にありがたい。下の子

も入園させる予定なので、事情もあると思いますが、授業料等現状維持して頂けると助かる。 
ゆり 

141.  弟妹の優先入園枠。 ゆり 

142.  
アンケートを毎回読ませて頂いていますが、良い事、悪い事半分ずつ載せてほしい。園側としては、良い事が沢山の

方が良いのは分かりますが、他のママ達も同じ事を思っているのだと共感したい面もあるのが本音です。 
ゆり 

143.  兄弟の入学優先制度をつくってほしい。 ゆり 

144.  兄弟優先入園枠を作ってもらいたい。他は言う事なし。 ゆり 

145.  歯磨きの習慣があったら嬉しい。 ことり 

146.  HP がずいぶん見やすくなった。 ことり 

147.  特にありません。 ことり 

148.  新入園児で体力がまだあまりないので、夏休みまでの水曜日は午前保育だと嬉しい。 ことり 

149.  プリント類が細かい。必要事項を探して読むのが大変です。 ことり 

150.  今まで通りの保育で満足している。 ことり 

151.  手紙が分かりにくい。 ことり 

新入園児の方へ 入園前；入園後のお子様の様子 

152.  悩んだが、3 年保育を選んで良かった。 ことり 

153.  何度も園服を着てみて、「早く行きたいな」と言っていた。 ゆり 

154.  

幼稚園に行ける事をとても楽しみにしていた。「早く行きたい」と家で何度も制服を着たり、本当に楽しみにしていた。慣

れない環境の中にも関わらず、頑張っている様子が伺えた。「楽しかったよ」と帰ってくるものの、幼稚園では涙していた

事もあるようです。1 ヵ月経った今は「今日○○やったんだよ」とか幼稚園での様子を自分から話してくれ、先生の名前

やお友達の名前を沢山覚えるようになりました。 

ゆり 

155.  なかよし教室の頃から毎日行きたいと言っていたので、楽しく過ごしている。 ことり 

156.  

入園式には、とても張り切っていましたが、だんだん靴箱の場所が分からない、ボタンができない、お弁当を早く食べられ

ない等、かべに当たっていて、泣いて行く日もありましたが、5 月半ばから、尐しずつそれらができるようになり、楽しんで

行くようになりました。先生のお声がけ等のおかげだと思う。 

ことり 

157.  担任の先生からのお電話だけが、園の様子を知る手だてで、毎回電話の度に安心させてもらっています。 ことり 

158.  
園生活のペースに慣れてからは、自ら進んで園の支度をしています。着替え・体操・歌・挨拶など沢山学んでいるよう

で、家でも実践している姿に成長を感じている。 
ことり 



159.  Y シャツのボタンが出来なかったのが、冬服から夏服に変わる頃には、ボタンが出来るようになった。 ことり 

160.  「ママ大好き」とギュッと毎日甘えてくれるようになった。離れている時間が親子愛を深めてくれた。 ことり 

161.  歌や先生のお名前、お友達のお名前、毎日違う事を覚えて来ています。刺激がいっぱいで楽しく通っている。 ことり 

162.  入園前、母が作る上履き袋やお弁当袋など、出来上がるのを見て「これ持って行くんだね。」と気持ちが高まり入園。 ことり 

163.  入園前よりも、お兄ちゃんになったと感じる。靴を揃えるなども自分でやるようになり、毎日成長を感じる。 ことり 

不便・不信を感じた事（入園前に、入園後） 
164.  年間予定表に書いてあるスケジュールがよく変更になるので、毎月 1 ヵ月ごとにしてほしい。 ことり 

165.  特にありません。 ことり 

166.  ありません。 ことり 

167.  制服（夏服など）一度に受け取りたい。名前付けやマークを買う都合があるので。 ことり 

168.  特にありません ことり 

入園式のご感想 

169.  二部制でホールがごったがえしたりせず、スムーズに行われ、とても良かった。 ゆり 

170.  普段下の子がいるので、なかなかひざに座るという機会がなくなっていたので、入園式でひざに座れて嬉しそうでした。 ゆり 

171.  雤が残念でしたが、心に残る入園式だった。 ことり 

172.  クラス別の記念写真（集合写真）等があると記念に残る。 ことり 

173.  制服を着るととてもお姉さんに見え、すごく成長を感じた。 ことり 

174.  子供を抱っこして出席できるのは、親も子も安心できて良い。 ことり 

175.  
親の膝に座っての入園式、とても安心したようだ。クラスの集合写真があると記念になり、うれしい。子供とクラスのお

友達の事など会話のきっかけになるとおもうので、入園式の集合写真が欲しかった。 
ことり 

176.  雤の中、親は大変でしたが、本人は大喜びで登園していた。 ことり 

177.  雤の中でしたが、誘導係の方の対応もよく、またｷｯﾁﾘした中にも子供達を和ませる雰囲気もあり、良い式だった。 ことり 

178.  雤が降ったので、残念でしたが、不都合もなく良い思い出になった。 ことり 

179.  先生方の親切な対応、誘導で移動もスムーズで良かった。 ことり 

180.  とても良かった。 ことり 

181.  仏教らしい素敵な式でした。心に残る素敵な一日になった。 ことり 

182.  クラス別での集合写真が撮りたかった。 ことり 

アンケートにご協力ありがとうございます。 

遠足について 

賛否両論ご意見をいただきました。比較的に新入園児様は近くて良かった。進級児様は、観光バ

スで行く遠足が良い。と回答いただきました。いろいろ個人的なご意見の中、次年度以降の遠足

をどのように開催していくか？が課題です。幼稚園様によっては、親子遠足は、卒業時の親子遠

足だけ実施している園様もあります。いただいたご意見の中で「子どもは大好きなお友達、先生

と行けば、行き先はこだわらないようです。みんなと一緒にお弁当を食べ砂浜で遊んだことがう

れしかったようです」とのご意見が心に残っています。 

お礼 

多くの保護者様より教職員へ高い評価をいただきました。現場でお子様と共に学び、遊び、育っ

ていく教職員を評価くださることは大きな喜びです。管理職一同、心から御礼申上げます。そし

てこれからも 温かいご支援ご協力をお願いします。 

「教育」は「共育」。人間は、子育てを通し、親として、人間として成長していきます。とてもあ

りがたいことです。 

当園の教諭 スタッフも一人ひとりのお子様の成長に携り よりよい幼稚園教諭として 大人と

して成長していきます。 

津久井浜学園は卒業証書を渡すだけ 楽しい思い出を作るだけの幼稚園ではなく 将来お子様が

独立された時 「社会に貢献できる自立した大人」に成長されるよう幼児教育運営を行います。 

津久井浜学園は｢どの子も伸びる！｣の言葉を信じ、｢進化｣します。 

｢教育は共育｣  津久井浜学園 余郷有聡 


