
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 24 年度 69 通 つき 24 通 ゆり通 18 ことり 22 通 なかよし 5 通 

 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 24 年度 22 通 つき 7 通 ゆり 7 通 ことり 8 通 

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.  とても楽しみにしていました。3 度目の成道会、つき組として自信を持って発表できるよう、練習にも力を入れていました。

当日は緊張しているようでしたが、発表後は充実感のある「いい笑顔」をしていました。 
つき 

2.  かなりはりきっていました。普段あまりやる気を見せる子ではないので、」うちの子は最後の「天の旗大地の旗」を演じたので

すが、本当に素晴らしい（親バカ?）演技でした。思わず涙が出てきてしまいました。 
つき 

3.  「終わっちゃったね。次は器楽だね！」と目標を新たにしていました。 つき 

4.  本番までは見せてもらえず、練習もみられないように別室で練習していました。 つき 

5.  6年前にお姉ちゃんが踊った演目と同じ曲を踊れることをとても喜んでいて、家のﾋﾞﾃﾞｵを再生して何度も練習していました

し、当日の朝は「あ～緊張する」という言葉が出て、こんなに意気込んでいる姿は初めて見ました。 
ゆり 

6.  開催前は楽しみにしていた様子で、何度も歌いながら踊っていた。開催後はつき組さんへの憧れがとても強くなり、｢つき

組さんになったら○○が踊りたい!」と毎日のように言って踊っています。 
ゆり 

7.  昨年のゆり組のお兄さんにあこがれて決めた演目。ｽﾃｰｼﾞでは息子もお兄さんの顔になっていた。 ゆり 

8.  毎日、ﾄｲﾚやお風呂、いつでもどこでも歌って踊っていました。 ゆり 

9.  初めての成道会。とても楽しみにしていました。お友達の発表の曲も全部覚えて、毎日家で練習していました。当日は緊

張していた様ですが、上手に発表できて、また一つ成長した。先生、ありがとうございます。 
ことり 

10.  「俺頑張るね!見に来て!!」と言ってくれてすごくうれしかった。 ことり 

11.  帰宅すると、暇さえあれば踊っていた。自分の出番以外のものも踊っていた、と発表を見て分かりました。とても気に入って

いる様子です。 
ことり 

12.  自分がやるﾀﾞﾝｽ以外の歌や踊りも、踊って見せてくれた。ｽﾃｰｼﾞに上がって、今まであまり見る事のない緊張した顔が印

象的でした。指先・つま先もピンとしていて、一つ一つの動きに心をこめて踊っていて、嬉しかった。 
ことり 

13.  家でひそかに練習していて、覗くと恥ずかしそうに隠れていた。 ことり 

14.  舞台に上がって練習したよ!とか「○○～をおどるんだよ!」とはりきって話をしてくれていた。 なか 

15.  当日は預ける時に泣いてしまったが、舞台では泣きやんで頑張って踊っている姿に成長を感じた。 なか 

16.  開催前は家でも振付しながら、小さな世界を踊っていた。開催後は「頑張ったね」と言ったら、とても喜んでいた。何回も

撮ったﾋﾞﾃﾞｵを見ては、楽しそうに踊っていました。 
なか 

2：進行について 
17.  ｽﾑｰｽﾞで良い。 つき 

18.  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに、だいたいの時間が記入してあると良いのでは? つき 

19.  とてもよかった。 つき 

20.  先生方のまとめ方素晴らしかった。 つき 

21.  ｽﾑｰｽﾞだった。 つき 

22.  先生、役員の皆さんも時間通りに進めていただけた。でも、1 番は子供達がきちんと観覧していた事が素晴らしい。 つき 

23.  毎年ながら時間通り、すばらしい進行だと思う。 つき 

24.  安達先生の進行は、いつも素晴らしい。 つき 

25.  安達先生のｽﾑｰｽﾞな司会と、丁寧な進行で、年長さんの曲のやり直しについても「最後の発表ですので･・」との温かいお

言葉もあり感激致しました。 
つき 

26.  とてもｽﾑｰｽﾞで、入れ替え席の案内も分かりやすかった。 つき 

27.  いつも通り、ﾃｷﾊﾟｷした進行!陰で支える役員のお母様方と子供達をうまく誘導する先生方。ﾙｰﾙ通りに動く保護者、い

つも「これってすごい事だな～」と思います。 
ゆり 

28.  とてもｽﾑｰｽﾞで、間で色々な手遊びが入って楽しかった。 ゆり 

29.  ｽﾑｰｽﾞだったと思う。 ゆり 

30.  ﾃｷﾊﾟｷしていて良かったと思う。 ゆり 



31.  ﾃﾝﾎﾟよく進みとても良い。安達先生のｺﾒﾝﾄが温かく、嬉しい気持ちになる。 ゆり 

32.  安達先生の進行、良かったです。いろんなｴﾋﾟｿｰﾄﾞなど交えて話してくれて、とても温かく感じました。(雰囲気) ゆり 

33.  1 曲ごとに入れ替わりの案内が入るのがありがたい。 ゆり 

34.  安達先生の進行が良いです。先生同士連携している所、すごい。 ゆり 

35.  あんなにたくさんの発表があったのに、何のﾑﾀﾞもなく、見ていて安心する程。ｽﾑｰｽﾞで、先生方や役員ママさん達のがんば

りが良く分かりました。 
ゆり 

36.  安達先生のお話は心温まるものばかり。運動会・成道会共にとても良かった。「もう一度最初から・・」も素晴らしい。 ゆり 

37.  入替席があるのは、非常にありがたい。 ことり 

38.  言うことありません。 ことり 

39.  時間通り進んで良かった。午後の部でやり直しの場面がありましたが、あの心遣いが素敵だなと感じました。 ことり 

40.  子供が飽きないように、合間で手遊びをして下さっていた事に感心。 ことり 

41.  沢山の演目があるのをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを見て、時間内に終わるのか?と心配しましたが、とてもｽﾑｰｽﾞに進んだ。 ことり 

42.  ｽﾑｰｽﾞで良かった。 なか 

43.  ﾃｷﾊﾟｷしていて良かった。 なか 

44.  良かった。 なか 

45.  「成道会」初めての私達親も、余裕をもってカメラ・ﾋﾞﾃﾞｵ撮影が出来る進行でとても良かった。 なか 

3：運営について 
46.  音楽･ﾀﾞﾝｽが尐し古い感じがする。”伝統“だと思えば良いのかな。衣装の乱れは、演技中にわざわざ直さなくても良いと

思う。帽子が尐しくらいずれたって、一生懸命踊っている証拠で、愛嬌というわけにはいかないのか。 
つき 

47.  開場前に早くから並んでいるのに（境内側）、気付くと駐車場側にもﾊﾟﾗﾊﾟﾗ・・その方達が開場すると列に並ばず、先に入

っているのは、ﾏﾅｰ違反ではないでしょうか？ 
つき 

48.  とても良かった。 つき 

49.  つき組は、ゆり・ことり組に比べて一つ演目が長い事が分かり、工夫されている。 つき 

50.  子供を飽きさせないように、先生方が手遊びをして下さったのが、素敵でした。 つき 

51.  待っている間の手遊び、子供達も楽しそうで良かった。 つき 

52.  とても素晴らしいと思う。言うことなしです。 ゆり 

53.  園長先生が撮影された写真が毎年楽しみです。（とてもきれいです） ゆり 

54.  言うことありません。 ことり 

55.  とても大変な準備であったと思います。役員の方々や先生方に感謝です。 ことり 

56.  子供達の目がｲｷｲｷしていて、お利口で、先生達のお仕事が増えて大変だと思いますが、このまま続けて欲しい。 ことり 

57.  良かった。 なか 

58.  入替席があったので、ｷﾞﾘｷﾞﾘで来ても前で見る事ができて良かった。 なか 

59.  来年も楽しみにしています。 なか 

丸ごと一日参観／作品展 
60.  来年から、他の行事と併催する作品展はいらない。 つき 

61.  様子が分かって嬉しい。先生方、お疲れ様でした。 つき 

62.  作品の名前が近くに行かないと見えない。 つき 

63.  子供の様子を、丸々見られるので、この日が大好きです。 つき 

64.  子供達の成長が素晴らしいと感じました。 つき 

65.  一日の流れを見る事が出来て良かった。子供達の頑張っている姿がよく分かりました。先生方ありがとうございます。 つき 

66.  尐し緊張していたようですが、普段、どんなことをしているのか様子がよく分かったので、良かった。とても楽しかった。/かわ

いい作品を見られて嬉しいです。 
ゆり 

67.  なかなか丸ごと一日参観できる幼稚園ってないと思うので、貴重。 ゆり 

68.  普段の様子が見られて良かった。お昼 1 時間見られないので、その間待つのが大変。ﾎｰﾙを開放してくれると良い。 ゆり 

69.  先生方の大変さを、再確認するといった感じで、感心するばかりです。特に参観の２日間はお疲れさまでした。 ことり 

70.  丸ごと一日参観で、普段の様子が見られて、ﾃﾝﾎﾟよく、ﾑﾀﾞがなく、先生も子供達もいろいろやっている事が分かった。 ことり 

71.  楽しそうにしている様子が見られて良かった。 なか 

お弁当の保温中止について 
72.  何も問題ない。 つき 

73.  出来れば、温かいものを食べさせてあげたいけど、諸事情を考えると仕方がない。 つき 

74.  園の方針におまかせします。 つき 

75.  基本、お弁当は、朝作る→お昼食べる＝冷めている物なので、保温は必要ない。 つき 

76.  保温しなくて良い。 つき 



77.  特に問題ありません。 ゆり 

78.  残念ですが、園で決まった事なので、文句はないです。 ゆり 

79.  どちらでも良い。 ゆり 

80.  特に問題ないと思う。お弁当は冷たいものなので。 ゆり 

81.  食中毒のことを考えるとやむをえない。 ゆり 

82.  本来のお弁当は冷えたものです、中止でいいと思う。 ゆり 

83.  良い。細菌の件も納得。 ゆり 

84.  真冬の中、冷めたお弁当はちょっと・・と思ったが、園の方針の考えは最もだと思い、共感が持てる。 ゆり 

85.  園の方針におまかせします。 ことり 

86.  保温によって、おにぎりが熱すぎて持てない事もあり、細菌が繁殖するとの事なので、中止して良かったのではないか。 ことり 

87.  寒い日に温かいものを食べさせてあげたい!とも思いますが、理由を考えるとしょうがない。と納得します。 ことり 

88.  全く問題ありません。空腹であること以上に、ご飯をおいしくするために必要なことなどないと思います。 ことり 

89.  私自身子供のころ、冬の温かいお弁当が楽しみだったので、保温中止は残念な感じもする。おにぎりではない日だけ、保

温しても良い。 
ことり 

90.  〝細菌繁殖防止のため“とのことで、仕方がない。 ことり 

91.  衛生面を考えて、中止して良い。 ことり 

92.  細菌が増殖するﾘｽｸ等を考えると中止した方が良い。 ことり 

93.  特に問題なし。何でもおいしく食べられる様になるのが大切。 ことり 

94.  食中毒のことを考えるとやむをえない。 なか 

95.  理由も分かりますが、温めてくれた方が子供の楽しみも増えるのかな。 なか 

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) 
96.  畑中先生、いつもかわいがって下さり、ありがとうございます。姉妹二人とも畑中先生が大好きです。 つき 

97.  笹井先生、成道会の最後に園庭での涙。私達も同じ思いでしたが、先生のご指導のおかげで、良い演技が出来たとお

もいます。つき C 組の皆と笹井先生にﾊﾅﾏﾙをあげたいです! 
つき 

98.  2 学期は行事の多い中、本当に頑張っていらっしゃると思います。その中、笑顔で挨拶する姿には、尊敬の一言です。そ

のままの津久井の雰囲気で続けて下さい。先生も裸足でビックリ! 
つき 

99.  毎日子供達のためにありがとうございます。先生方のおかげで毎日楽しそうです。 つき 

100.  山崎先生をはじめ、諸先生方。本当にいつも子供達を温かく見守っていただきありがとうございます。感謝で一杯です。 つき 

101.  いつも元気にありがとうございます。 つき 

102.  成道会で「天の旗大地の旗」を指導して下さった、担任の笹井先生。先生の指導の成果がとても表れていました。あの

やる気のない息子が、あそこまで出来たのは、笹井先生のおかげだと思っています。本当に感謝しています。この頃涙もろ

い先生、卒業式には大号泣!?私も!?家族皆笹井先生の事が大好きです。残り尐ない幼稚園生活宜しくお願いします。 

つき 

103.  園児が多いのに、いつも行き届いた保育ありがとうございます。 つき 

104.  初めて鼓笛を教える先生方が今年は多かった。先生達も大変だったはずなのに、子供達に寄り添って励まして下さり、立

派な演奏が見られて感動しました。ありがとうございます。 
つき 

105.  本人はとても楽しく毎日通っています。残り尐ない幼稚園生活、よろしくお願いします。 つき 

106.  どの先生方にも不満はありません。ですが、最後の先生が山崎先生で本当に良かったと、一日参観で改めて感じた。 つき 

107.  布目先生、いつも笑顔をありがとうございます。 つき 

108.  千葉先生、いつもありがとうございます。いつもﾆｺﾆｺ優しい先生。息子は大好きです つき 

109.  布目先生は、いつも笑顔で子供達に接していて、すごいなぁ～としみじみ思います。℡でも、子供の様子を詳しく教えて

いただき、親としても安心して先生にお任せしています。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。参観の時

に、成道会の練習が観られました。笹井先生がとても熱心に教えて下さり、笑顔もすごく素敵。 

つき 

110.  欠席した際も、まめにお電話をいただきありがとうございます。信頼してお任せしています。3 学期卒業まで引き続き宜しく

お願い致します。 
つき 

111.  いつも元気で、優しい笹井先生が大好きです。先生の話をしている子供の顔がとても嬉しそうで、楽しい様子が分かる。 つき 

112.  田中先生ありがとうございます。「幼稚園楽しい」と言ってくれるようになりました。 ゆり 

113.  家で文字や絵をたくさん書く姿が、多く見られるようになりました。先生の名前を書いて嬉しそうにしています。きっと先生の

事が大好きだと思います。優子先生いつもありがとうございます。 
ゆり 

114.  田中先生には｢叱られたことがない、いつも優しくて大好き｣と言っています。私が厳しい方かもしれないので、とても感謝し

ています。いつもほめていただいて、私も嬉しいです。ありがとうございます。 
ゆり 

115.  三上先生、いつも子供の細かい事に気がつき、声をかけてくれたり、電話をくれたり、とても素敵な先生で、私も息子も大

好きです。しっかりと叱ってくれるのもありがたいです。笑顔も可愛くて、元気をもらえます。 
ゆり 

116.  いつも楽しく、時に厳しく指導していただき、ありがとうございます。 ゆり 



117.  とにかく話しやすい大串先生!お話していると、楽しい幼稚園の様子が浮かぶ。成道会でも皆を盛り上げ、楽しい雰囲気

で練習していて、感謝でいっぱいです。 
ゆり 

118.  細かいところに気付いてくれる三上先生。会うと息子の頑張っている姿を話してくれます。参観を見ていても、さすがだと思

う。親子で三上先生が大好きです。 
ゆり 

119.  優しい佐竹先生の雰囲気が教室の中の子供たちにも良い影響を与えていると思う。皆いつも楽しそうで、それが一番! ゆり 

120.  三上先生いつもありがとうございます。何かあったら、すぐに対応して下さるので、いつも安心しています。 ゆり 

121.  佐竹先生、息子は大好きです。ほっぺにﾁｭｰをしてしまう程。（息子が初めてだったので、それ位大好きだったんだな～） ゆり 

122.  成道会で涙している先生を見て、それだけやって下さったんだと感じ、親として感謝。 ゆり 

123.  運動会も成道会も最高でした。お疲れ様でした。 ゆり 

124.  田中先生、いつもお世話になりありがとうございます。ゆったりしている様でﾃｷﾊﾟｷと子供を操りすごい。 ゆり 

125.  道子先生はじめ、先生方。本当にいつも子供達を温かく見守っていただき、ありがとうございます。子供も先生が大好き

で、パワーをもらっているようです。感謝の気持ちでいっぱいです。 
ことり 

126.  藤田先生の明るさで、娘は幼稚園で泣く事がなくなり、お友達が大好きになりました。 ことり 

127.  いつもがんばっている先生方、ありがとうございます。子供達を一生懸命見て下さってありがたいです。 ことり 

128.  道子先生へいつもﾊｷﾊｷしていて、本当に良い先生だと思っています。 ことり 

129.  鈴木先生、いつもおおらかに子供達を見て下さって感謝!!の一言です。こちらも安心してお任せできます。「ｵﾚの先生だ!!」

と自慢しています。 
ことり 

130.  いつも素敵な笑顔をありがとうございます。いつも先生やﾊﾞｽの運転手さんのﾏﾈをして遊んでいます。よほど好きなのだと思

います。お休みの日も幼稚園へ行きたい!と言います。本当にありがとうございます。 
ことり 

131.  どの先生も、いつも礼儀正しく頑張っていると思う。参観に行くたび、私もあれ位ｷﾋﾞｷﾋﾞ動かなくてはと思います。 ことり 

132.  今野先生、いつも子どもの様子を詳しく教えて下さり、本当に安心できます。ありがとうございます。 ことり 

133.  藤田先生は、やる気にさせる声かけがとても上手。 ことり 

134.  いつも子供の様子をよく見ていて下さり、成長の一つ一つを共に喜んで下さる担任の先生には、大変感謝しています。他

の先生方も、送りの時など、子供の名前を皆呼んでくれて、満面の笑顔で迎えて下さり、本当に子供一人一人を大切

にして下さる素晴らしい先生だと思います。 

ことり 

135.  泣きそうになった我が子をｷﾞｭｯと抱きしめてくれたり、声をかけてくれたり、先生に頭が下がります。道子先生大好きです。 ことり 

136.  道子先生、毎日ありがとうございます。子供の成長を見る度に先生に感謝。 ことり 

137.  先生方は名前も覚えてくれていて、皆さん素晴らしい。感謝しています。特に今野先生は優しくかわいくて子供も私も大

好きです。 
ことり 

138.  いつも笑顔で優しく、とても喜んで通っている娘の元気の源です。これからもよろしくお願いします。 なか 

139.  手のかかる娘にいつも優しく接していただき、ありがとうございます。 なか 

140.  本当によく見ていただいて感謝の一言です。電話連絡も忙しい中、頂けて嬉しいです。様子を知るチャンスなので。 なか 

141.  子供の｢先生大好き｣という言葉で、本当に幼稚園で良くしてもらっていると感謝しています。これからもお願いします。 なか 

142.  加藤先生!!いつも優しい笑顔、そして言葉かけありがとうございます。子供もたくさん話しかけてもらえる事が嬉しい様で

す。”ママ加藤先生になって、ﾋﾟｱﾉ弾いてね“と食事の前に手を合わせています。いつの間にか色々な事が出来るようにな

って、なかよしさんに通って成長したな･・と思います。3 学期もどうぞ優しく、時には厳しく子供達を見守って下さい。 

なか 

今後幼稚園に希望すること 
143.  先生方が、いつも笑顔で元気でいて下さい! つき 

144.  維持して欲しいと思います。 つき 

145.  行事の代表になる子は、数回出来るのに、全く自分の子供は出来ません。もう尐し、全員が出来るように与えていただき

たい。器楽や鼓笛も本人の希望する物が出来ませんでした。役員をして自分の子供を沢山出したい。と思っている親御

さんもいますが、もう尐し配慮しないのですか？ 

つき 

146.  理事長先生のご容態はいかがですか?娘も「おじいちゃん先生はおうちに帰って来たの?」と心配していました。幼稚園には

理事長先生がいて、今、病院にいる事を園児皆で応援出来たら・・その想いが届いたら・・と思います。園長先生をはじ

め、ご家族の皆様と温かく穏やかな時間を過ごすことが出来ますよう、お祈り申し上げます。 

つき 

147.  特になし。よろしくお願いします。 つき 

148.  お店屋さんごっこは、今年はやるのかな？一年のうちのビッグｲﾍﾞﾝﾄ№1 な位、子供は楽しみにしていた行事なので、続け

て欲しいです。 
ゆり 

149.  今まで通り、色々とお世話になります。よろしくお願い致します。 ゆり 

150.  行事の曲や踊りが毎年同じなのが、尐し残念です。 ゆり 

151.  手紙の内容をまとめてほしい。行事が終わっても片付かないプリントが多々。 ゆり 

152.  1 日参観日を増やして頂けたら、嬉しい。 ゆり 

153.  先生、いつも笑顔で元気で頑張って下さい! ことり 



154.  卒業式の席は、子供のとなりをやめてほしい。 ことり 

155.  先生方、いつも笑顔であいさつして頂き、本当に気持ちが良いです。ありがとうございます。 ことり 

156.  園長先生のメールが分かりにくい。単刀直入に、結論が欲しい。 ことり 

157.  維持していって欲しいです。 なか 

158.  特になし。 なか 

役員様のご意見：成道会について 
159.  幕・カーテンに飾りをつける時、うまくできず、もたもたしていたら、安達先生のﾌｫﾛｰのお言葉があり、とても嬉しかった。 つき 

160.  派手さはないものの、かわいらしい姿が見られるので満足です。 つき 

161.  例年より着くずれたりすることが尐なく、安心して見ていられた。反面、自分が作った衣装が、踊ってる最中に着くずれた

り、ほつれたりしないか、ある意味、自分の子供の発表より緊張しながら見ていた。無事に終わって、ホッとした。 
つき 

162.  衣装がきちんと分かれて箱に入っていたり、着せ方の写真があったり、とても分かりやすくｽﾑｰｽﾞに着替えられた。 ゆり 

163.  年中、年長と着替えが上手な子が多く、ｽﾑｰｽﾞに着替えが出来たと思う。｢お願いします｣「ありがとうございます」とお礼も

きちんと言えていました。 
ゆり 

164.  成道会のﾌｨﾅｰﾚの時、役員数名で舞台袖で見ていましたが、あるつき組の子が「ありがとうございます」と言ってくれて、と

ても感動しました。 
ことり 

エプロンママ／ソーイングママ／役員全般について 
165.  わい×2 給食も、下の子を連れて行けるので、助かります。クラスのお友達もたくさん声をかけてくれて嬉しい。 つき 

166.  ｴﾌﾟﾛﾝﾏﾏ、とても楽しく参加させて頂いています。幼稚園に行く機会が増えますが、自分の子供がお世話になっているの

で、できる事があれば、出来る時にしてあげたいので、負担には感じません。(皆さん同じだと思います。) 
つき 

167.  津久井幼稚園の役員会は、楽しく、やりがいがあります。他の園の役員の事は分かりませんが、食事会等の集まりは、私

は必要ないと思う。先生方は準備等で大変だとは思いますが、お手伝いをさせていただけるのは、本当に楽しみです。 
つき 

168.  役員の写真はいらない。 ゆり 

169.  いつも楽しませてやらせてもらっています。お母さん達の交流もとれ、色々な事を教えてもらっています。 ゆり 

170.  来年は一人一人の負担をもう尐し軽くするために、人数が必要だと思う。 ゆり 

171.  子供は友達がすぐにできるけど、私はなかなかﾏﾏ友ができないので、ｴﾌﾟﾛﾝﾏﾏをやらせて頂きました。参観に行った時、

話す人ができて良かった。 
ゆり 

172.  子供達が皆話しかけてくれるので、面白い。 ことり 

173.  ｴﾌﾟﾛﾝﾏﾏは、ｸﾗｽの子の名前と顔が覚えられるので、家に帰ってからも子供と話が出来るし、子供達も顔を覚えてくれ

て、声をかけてくれるので嬉しい。 
ことり 

174.  衣装作成までの期日が短かった。子供達がこの衣装を着て、踊ってくれる姿を想像すると、楽しく作成することが出来た。 ことり 

 

スナップ・スナップ：ネット写真販売について 
  ‘12 `11 ‘10  ‘12 ‘11 `10  ‘12 `11 '10 

利用について 1.利用した 46 54 37 2.利用なし 21 22 31     

今後は 1.利用 35 43 26 2.たぶん利用 18 20 29 3.旧来 8  8 14 

費用について 1.適当 31 39 33 2.高い 27 29 28 3.安い 0  1  0 

 

その他のご意見 
175.  送料もかかるので、金額面での負担が大きい。先生方の事務仕事削減のためなら・・と思って我慢します。 つき 

176.  ｽﾅｯﾌﾟｽﾅｯﾌﾟさんが写真を撮ってくれるので、ゆっくりと子供の姿を見られます。写真はとても自然に撮れていて、毎回楽

しみにしています。 
ゆり 

177.  うちにはﾊﾟｿｺﾝがありません。そういう家庭のために、幼稚園で販売等して欲しいです。 ことり 

178.  パソコンがなく、携帯から見る事になるのですが、小さくて見にくいです。 ことり 

179.  ｽﾏﾎから画像確認を出来たら便利。 なか 

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 



お弁当の保温中止について 2011 年度実施 

7 対 3 で 温めなくても良いとのご意見です。 

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

は行いません。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。 

 

丸ごと参観時、近隣で昼食をとれるところもないので、ホールを昼食会場に開放してほしいとの意見があります。

この時期は、ホールは成道会練習のため、分刻みでクラス割り当てが決まっています。練習して上手なところを

見せたい！お子様、先生方の思いをご理解ください。 

 

手紙、メールが分かりにくい。→日々の連絡事項を、言葉でなく、文章で簡略に伝えることはとても難しいです。

最近一層その難しさを感じています。メールは助かる、手紙は丁寧で分かりやすいとのご意見もいただきますが、

今後もよりわかりやすいメール、手紙制作に努めます。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛 成 54 通 

反 対 23 通 

どちらともいえない 5 通 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


