
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 54 通 ことり 24 通 ゆり 18 通 つき 12 通  メール複数 

4/26 高濱先生講演会について 

1.  高濱先生の講演に参加して、得をした気分になりました。 ことり 

2.  はなまる学習会、以前から興味があり、楽しく聞くことができあっという間でした。なんだか気分もｽｯｷﾘし、子供との関

わり方も変わった。 

ことり 

3.  お話がとても上手でわかりやすく面白かった。子供の育て方等詳しくお話頂き、自分が育て方がわからない状態になっ

たとき、参考になるお話でよかった。 

ことり 

4.  とても勉強になりました。有名な方の講演を聞くことが出来、是非子育ての参考にしたいと思った。 ことり 

5.  母である自分のケアなど全く気にせずにいたから、心の余裕もなく、子供に接してしまったのかもと自分を振り返ること

が出来ました。まずは、自分が生き生き楽しくですね。 

ことり 

6.  男の子のやんちゃと元気ぶりに振りまわされて、子育てに悩んでいたﾀｲﾐﾝｸﾞで先生の講演を聴くことができ、肩の力が

尐し抜けました。話し方が面白くわかり易かったので、とても参考になりました。 

ことり 

7.  とても楽しいお話で、時間があっという間に過ぎました。また是非参加させていただきたいです。 ゆり 

8.  とても楽しく、勉強になりました。なるほど～と何度もうなずいてしまいました。来年も高濱先生に来て頂きたいです。 ゆり 

9.  最近子育ての講演会など聞きに行く機会がなく、今回とても良いお話が聞けて、参考になりました ゆり 

10.  この日以来、男の子のことを悩み過ぎないようにしようと思え、気が楽になりました。 ゆり 

11.  大変勉強になりました。会場が満席にならなかったのが不思議なくらい。あれだけの良い話を・・・もったいない。 ゆり 

12.  前から知っていたが、素晴しい講演でした。 ゆり 

13.  とにかく面白かった。3 歳までは、「おたまじゃくしと思え」「理解しようとするな」などその日から子育てが尐し楽になった。 ゆり 

14.  とても楽しく聞かせて頂きました。とても多忙な先生という事でしたが、このお話は是非お父さん達に聞かせたかった。 ゆり 

15.  日頃から子育てで悩むことは多いですが、先生のお話を聞いて、子供をどうにかすることより、まずは母親の私が変わ

らなければいけないことに気付きました。子育てのヒントになるお話がたくさんで、とても勉強になる講演でした。 
つき 

16.  内容も興味深く、先生の話のうまさに引き込まれました。「いつも通りの家」であること「母親の笑顔」心がけたい。 つき 

17.  すごく素敵なお話でした。息子に対して「どうしてこの子は・・・」と感じたことに対する答えが見つかりました。是非また

機会を作っていただきたい。 
つき 

18.  久しぶりにたくさん笑い、時に泣いて、息子の事は怒る事も多かったですが、「カブトムシ」と思うと、気持ちも楽に笑っ

て向き合えるようになりました。ぜひ、また高濱先生の公演を聞けたら嬉しいです。 
つき 

プレゼントについて。お子様の様子等。 
19.  初めて作ってくれたﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、とても感動した。大切にしたいと思います。私がつけていると、恥ずかしそうにしています。 ことり 

20.  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄに感激。 ことり 

21.  初めて母の日にもらったペンダントは、すごく嬉しかった。子供が一生懸命丸めて作った姿を思うと、胸が熱くなります。

日頃幼稚園での様子等も見ることが出来てよかった。 
ことり 

22.  ネックレス「お母さんに似合うと思って、黄色にしたんだよ」とニコニコしながら渡してくれた。似顔絵は「むずかしかったけ

ど、頑張って描いたよ」と話してくれた。 

ことり 

23.  頑張って作ってくれたペンダント、絵、そして歌に、思わず涙。 ことり 

24.  3 月生まれで、やはり何事も他の子より遅いのですが、それでも一生懸命やっている姿に感動。 ことり 

25.  「うれしい？」と聞かれ「嬉しいよ。ありがとう」と言うと、とても喜んでいました。成長を感じる事ができて嬉しい。 ゆり 

26.  去年は丸のペンダント、今年はハート型になりました。「ﾏﾏにハートの形を作ったんだよ」と楽しそうに話してくれ、当日

も笑顔で渡してくれました。 
ゆり 

27.  「赤いおだんごネックレスを作った」と話してくれました。私がつけるとすごく嬉しそうです。 ゆり 

28.  画用紙に描く事は、子供にとって、難しい作業だと思いますが、とても大きく特徴をつかんで描けており、感動しまし

た。ペンダントも思いを込めて作ったと先生が話して下さり、とても嬉しかった。 
ゆり 

29.  ペンダントをもらうのは、今年で 3 個目になりますが、1 年ごとに成長が見られ、大きくなったと改めて実感。歌「ﾏﾏのそ

ばで」の歌詞もとても素敵で、子供の歌声を聞いて、子供をさらに愛おしく思いました。 
つき 

30.  制作前に好きな色を聞かれたのは、今年が初めてでした。今年が最後だと思うと淋しくも思いますが、3 個になったペ

ンダントは私の一生の宝物です。 
つき 

31.  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを渡す時、母も子も泣いてしまいました。私の宝物です。 つき 

職員の対応でお気づきになられたこと。 

32.  初めての参観でしたが、先生の子供達を楽しませながら進行していく姿は、さすがだと思った。 ことり 

33.  担任の先生以外の先生方が名前を覚えてくださっていて、声をかけてくれるのは、本当にびっくりします。 ことり 

34.  特にありません。 ことり 

35.  参観後、先生全員が門でお見送りしてくれた事に、嬉しく思いました。 ことり 



36.  きびきびとした動きで時間を無駄にすることなく、とても良い段取り。泣いている子がいても、冷静に対応していた。 ことり 

37.  担任の先生はもちろん、担任以外の先生や交通誘導をしていたﾊﾞｽのﾄﾞﾗｲﾊﾞｰさんにも親切にして頂けて良かった。 ことり 

38.  特にない。帰り際に先生方が見送ってくれてよかった。教室に入りやすく、声をかけ案内してくれて良かった。 ことり 

39.  皆さん凄く園児に対して真剣にやって下さるので、参観に行くたびに、頭が下がります。 ゆり 

40.  長島先生、いつもありがとうございます。 ゆり 

41.  先生はいつも頑張っています。ドライバーさん達の車の誘導も助かります。 ゆり 

42.  加藤先生はよく頑張って下さっていました。あれだけの人数をよくまとめて下さって、ありがたいです。 ゆり 

43.  いつも丁寧に接して頂き、ありがとうございます。 ゆり 

44.  常に子供と話すときは、子供目線でした。（しゃがんでいた） ゆり 

45.  三富先生が笑顔で頑張っている姿が素敵でした。 ゆり 

46.  宮下先生の子供達への指示は、とても明るく大きな声でして下さるので、参観をしている保護者にも、今子供達が

何をしなくてはいけないのかが分かりやすくとても良かったです。 
つき 

47.  特にありません。 つき 

48.  当日の進行もとても良く、全員に気を配っているのが伝わりました。 つき 

不便を感じた事  

49.  特にありません。 ことり 

50.  特になし。 ことり 

51.  ありません。 つき 

52.  ありません。 つき 

クラス別参観、懇談会について 

53.  他のお母さんと話す機会がなかなかなかったので、良かった。 ことり 

54.  懇談会で、一人一人我が子の良いところを話、同じクラスにどんなお友達がいるのかがわかってよかった。 ことり 

55.  皆さんの子供に対する熱意が凄い。 ことり 

56.  今野先生がテンポよく進めてくださり、楽しい参観でした。懇談会は、ｸﾗｽのお友達の性格や良い所も分かり、有意

義な時間でした。 

ことり 

57.  皆の前でお話しするのに、すごく緊張しました。皆の子供達の様子聞けて、とても楽しかった。 ことり 

58.  1 年間お世話になる保護者の方々と子供の様子を聞きあうことができ、とても良かった。園長先生の話、とても興味

深かった。もっとお聞きしたかった。 
ことり 

59.  懇談会では、わざわざ園長先生も出席されて驚いた。 ことり 

60.  子供の様子を見られる時間が長くて、とても良かった。懇談会も他のお家の様子を聞けたりして楽しかった。 ことり 

61.  懇談会も初めて参加し、園長や主任が担任と共に参加する事に驚きました。しかし、それだけ各クラスや園児に気を

配っていただける事を嬉しく頼もしく感じました。 

ことり 

62.  他のお子さんの様子が聞けて「うちと一緒だ」と共感できることがたくさんあり、「うちの子だけじゃないんだ」と妙にホッと

したことが沢山ありました。なかなか他のお子さんの様子をじっくり聞くことが出来ないので、とても良かった。 

ことり 

63.  一緒にお弁当を食べられて、いつもの様子がわかり良かった。 ことり 

64.  ｸﾗｽの中での子供の様子が分かり、とても良かった。沢山のお母さんとお話ができたり、お家での様子を聞けて、色々

参考にさせてもらえて良かったです。 

ことり 

65.  1 名欠席で、29 名出席でした。出席率が高く驚きました。先生が園での子供達の様子を一生懸命お話して下さっ

て、ｸﾗｽでの様子もよく分かりました。話すのも緊張しますが、いい経験をさせて頂ける場だと思う。他のお母さん方の

話も聞くことが出来るので、必ず出席させて頂いています。 

ゆり 

66.  ｸﾗｽでの様子がよく分かりますし、懇談会も同時にあるので、助かります。 ゆり 

67.  いつも自分の子供のことを話すのは緊張しますが、参加して良かったと毎年思います。 ゆり 

68.  毎年お話しするのに緊張します。でも、他のお母さんのお話を聞くのも参考になります。園長先生のお話はいつもため

になりますし感心します。あの間の取り方、説得力、お坊さんだからでしょうか。 

ゆり 

69.  一人一人自己紹介するのが、緊張しました。園長先生が教室まで来て下さり、お話を頂け、とても勉強になった。 ゆり 

70.  懇談会はいつも緊張します。でも、他の方の話を聞くと、参考になることが多いので、毎回参加しています。 つき 

71.  園長先生の話で、男の子の気持ち、女の子の気持ち、強さの話があり、これから子供達に接する時に参考になる。 つき 

72.  懇談会の個人発表は本当に緊張して頭が真っ白になりますが、他のお母さん達のお話が聞けるのは嬉しい。 つき 

73.  後藤先生の撮ってくれる、子供とのお弁当の 2 ショット写真が嬉しい。実は、子供との写真は尐なく、思い出になる。 つき 

74.  他のお子さんのお話は勉強になります。 つき 

サーキット参観について 

75.  思っていた以上に走ったり、ハイハイしたり、とび箱、平均台とできていて、驚きました。誉めてあげようと思った。 ことり 

76.  2 日間あったので、充分見ることができて良かった。 ことり 



77.  参観では見られない活き活きとした顔を見る事ができ、息子の成長を感じる事ができた。「すっごい速いからね」ってア

ピールをしてくれました。走っている姿は本当に得意気で表情もニコニコ。私の前を颯爽と走って行きました。 
ことり 

78.  整列もしっかりできていて、入園して約 1 ヶ月半、成長したと感心。 ことり 

79.  元気に走り回ったり、踊ったりする様子が見られて良かった。入園して 2 ヶ月できちんと並んで、先生の指示に従って

いる事に驚き、成長したと感じた。 
ことり 

80.  ｻｰｷｯﾄ後のお参りや歌が、入園２ヶ月でこんなに上手に歌えるのかと驚きました。 ことり 

81.  年中になり、ﾏﾗｿﾝも園庭になり、見ごたえもあり、成長も感じました。体操等もしっかりできていたので、次のｻｰｷｯﾄ

も楽しみにしています。 
ことり 

82.  想像以上に走り回ったり、ジャンプしていたので、驚いた。 ことり 

83.  頑張っている姿に感動しました。とても楽しそうに取り組んでいて、こちらも嬉しくなった。 ことり 

84.  どのように行われているか、ｻｰｷｯﾄの様子がよく分かりました。 ゆり 

85.  とび箱が飛べるようになっていて、とても驚いた。これも”無理なく楽しく“ご指導いただいている先生方のおかげだと思

います。主人も初めて参観できたが、わが子の頑張っている姿、先生方のご指導の素晴しさに感動。 
ゆり 

86.  普段、家で走っている姿とは違い、真剣に一生懸命取り組んでいる姿に感動しました。できなくても、失敗してしまっ

ても、前向きにチャレンジしていく姿は、素晴しい。 
ゆり 

87.  皆楽しそうに走ったり、とび箱を飛んでいたのが印象的でした。「おはようございます」と知らないお友達も挨拶してくれ

ることに感心。 
ゆり 

88.  私の前を走る時に、スピードが上がる息子。とてもかわいいです。年尐のときに比べるとどれも上達していて、日々の

頑張りを感じます。 
つき 

89.  2 日間あったので、ゆっくり見られて良かった。 つき 

90.  暑い中で頑張っている子供達、元気いっぱいの姿を見て、私自身もパワーを頂きました。 つき 

91.  子供は見に来てくれる事を楽しみにしています。年尐のときに比べると、今日は先生を抜かしたよ！など頑張っている

様子がよく分かる。 
つき 

６月参観前後・当日のお子さんの様子 

92.  

朝の挨拶、フラッシュｶｰﾄﾞ、返事(手をしっかり上げて大きな声で)こんなにも成長するのだと驚いた。特に父親は平日

は子供と接する時間が尐ないので、驚いていた。参観当日「今日は、お父さんにプレゼントがあるからね」と笑顔で登

園していきました。似顔絵も入園前に描いたものと比べたら、何倍も上達していて、子供も得意気にしていました。 

ことり 

93.  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを渡す時間が事前にわかり、主人もその時だけ仕事を抜けてかけつけることができ、ありがたかった。 ゆり 

94.  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄのあと、英語の様子を見られた事が嬉しかった。 つき 

95.  お父さんへの歌がとても感動的で良い。 つき 

96.  みんなが歌を唄ってくれましたが、涙があふれてきて止まりませんでした。つき組さんはさすが!歌もとても上手で感動。 つき 

97.  この日は、いつもは母親にべったりの子供ですが、1 日お父さんにべったりでした。 つき 

98.  
｢ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄがあるんだよ!｣と当日を心待ちにしていた。お父さんと一緒にｻｰｷｯﾄ出来たことが、とても楽しく嬉しかったよう

だ。主人も子供のｻｰｷｯﾄを間近に見られて、喜んでいました。子供が手作りしてくれたﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄは一生の宝物です。 
つき 

幼稚園に対し先生に一言。応援の言葉、改善の言葉 

99.  
佐竹先生が、お忙しい中お電話を下さるので、とてもうれしいです。子供の様子もよく見ていて、親が気付かない｢良

い部分｣をたくさん教えて頂けて、感謝しています。 
ことり 

100.  美咲先生の事が子供は大大大好きです。優しくしてくれて、ありがとうございます。先生からのお電話楽しみです。 ことり 

101.  
どの先生も笑顔で挨拶!本当に嬉しいことです。担任の今野先生、細かい所まで見逃さず、対応してくれています。

安心して子供を託すことができます。ﾊﾞｽの先生、笑顔がとても素敵で、こどもも楽しくﾊﾞｽに乗り込んでいきます。 
ことり 

102.  一人一人の子供の名前をしっかりと覚えていて凄いと思う。 ことり 

103.  
先生方には頭が下がる思いでいっぱいです。どの先生にも名前を覚えていただき、本当によく目の届いた幼稚園だな

ーと感心します。先生の笑顔と元気と礼儀で、この幼稚園を選びました。 
ことり 

104.  
宮下先生、遠くにいても必ず声をかけてくれ、お迎えの時は、すぐに子供を連れて来て下さり、気持ちのいい対応をし

てくれます。大好きです。 
ことり 

105.  いつも笑顔で明るく、きめ細かい気配りをありがとうございます。ほめて伸ばすをどの先生も実行しているのが有難い。 ことり 

106.  
全ての先生に感謝の気持ちで一杯です。担任の田中先生の笑顔が素敵です。授業を見る度にクラスがまとまり、ど

んどんﾃﾝﾎﾟが良くなっていくので、驚いています。安心して息子をお任せできる先生ばかりで、本当に感謝しています。 
ことり 

107.  
美咲先生の笑顔がかわいらしく、親切に接して下さり、ありがとうございます。ｺﾝﾋﾞﾊﾞｽの沼田さん、細い道の運転で、

気を使って運転されている事でしょう。いつも安全運転で子供達を送り届けてくださり、ありがとうございます。 
ことり 

108.  理想的な関わり方をして下さっていると感激し、私も見習っています。 ことり 

109.  
三富先生、一生懸命頑張っている姿、いつも素敵です。ｸﾗｽの子供達のことが好きなんだととても感じます。どの先

生もいつもﾆｺﾆｺと元気よく挨拶して頂き、本当に気持ちが良いです。 
ゆり 



110.  
三富先生、4月から 2 ヶ月経ち、不安そうな表情が消え、自信にあふれています。これからもその笑顔で、子供達をよ

ろしくお願いします。 
ゆり 

111.  
子供達の目線にさがり、対応してくださる姿勢が、親としてもいつも安心しています。明るく元気いっぱい、笑顔あふれ

る先生方ありがとうございます。 
ゆり 

112.  
加藤先生は、子供達の様子をしっかりと見て下さっている。お電話でよくわかります。いつも感謝しています。明るく元

気で優しい加藤先生は、子供も大好きです。いつもありがとうございます。 
ゆり 

113.  息子は「加藤先生優しい、スキ！」と言っています。 ゆり 

114.  三富先生の笑顔が子供も親も大好き。 ゆり 

115.  10 号車のﾊﾞｽの運転手さんがいつも笑顔で手をふって下さるので、朝から嬉しくなります。ありがとうございます。 ゆり 

116.  
いつも笑顔で子供達と接していただいて、ありがとうございます。家では、よく怒ってしまいますが、先生達を見習い、笑

顔で子供をたくさんほめてあげたいと思います。 
ゆり 

117.  どの先生も挨拶と笑顔が印象的で安心して任せられます。 ゆり 

118.  いつも笑顔の三富先生、子供達に愛情たっぷりなのが伝わってきます。 ゆり 

119.  三富先生、子供達への想い＆愛を感じます。これからも三富先生を応援しています。 ゆり 

120.  沢山の子供を見て、大変だと思いますが、1人1人よく見ていただき、ありがとうございます。これからもおねがいします。 ゆり 

121.  先生達を見て、いつも勉強になります。これからもよろしくお願いします。 ゆり 

122.  長島先生、大好きなようで、家で先生の絵を描いています。 ゆり 

123.  
佐藤先生のお話をすると一番優しいという言葉が出てきます。先生とおそろいの黄色い笛を持って、大好きな先生に

なりきり、幼稚園ごっこをしています。 
つき 

124.  息子は大串先生が大好きです。 つき 

125.  幼稚園最後の年に、大串先生のクラスになれてよかった。 つき 

126.  佐藤先生の子供の心に寄り添ってくれる姿、優しい気持ちはこれからも持ち続けてほしい。 つき 

幼稚園への希望（ソフト面・ハード面。その他） 

127.  
近所に津久井に入りたいというお子さんが沢山いますが、ﾊﾞｽが近くまで来ないということを理由にあきらめてしまうご家

族が多いので、すごく残念。 
ことり 

128.  今後も変わらず温かいご指導をよろしくお願いいたします。 ことり 

129.  高濱先生はじめ、子育てのｱﾄﾞﾊﾞｲｽになる講演をして頂ければ嬉しいです。 つき 

新入園児の方へ 入園前；入園後のお子様の様子 

130.  

入園前は自分が思っていることを言葉で伝えることが尐なかったのですが、入園後は普段家にいる時も積極的に伝え

ようと一生懸命話してくれるようになりました。団体行動で鍛えられているおかげか、周りの状況を察して自ら進んでお

手伝いをしてくれるようになりました。 

ことり 

131.  ゆっくりではあるが、挨拶や手伝いを自分から積極的にするようになってきた。 ことり 

132.  
入園前は、ご飯をあまり食べてくれなかったが、最近は帰ってくるとおやつより先に「ご飯を食べたい !」と言います。早寝

早起きのﾘｽﾞﾑも良く、規則正しくなりました。 
ことり 

133.  
入園式が楽しかったようで、それが自信になり｢1人で行けるよ!泣かない｣と言うようになった。入園から 2 ヶ月が経ち、今

では毎日幼稚園を楽しみにしています。 
ことり 

134.  
とても楽しみにしていた幼稚園。入園後もその思いが膨らむ一方で張り切って登園しています。今までにはなかった目の

前のﾊｰﾄﾞﾙを 1 つ 1 つ越えている姿に、ｴｰﾙを送る毎日です。 
ことり 

135.  入園してから、いろいろなことに積極的になり、人見知りせず、外で遊びまわっています。 ゆり 

136.  
入園し、色々な経験をした事で自信を持つことができ、何事にも積極的になりました。時計を見て行動が出来るように

なり、時間に余裕を持って生活できるようになった。 
ゆり 

不便・不信を感じた事（入園前に、入園後） 
137.  説明会の書類が分かりにくいので、困った。 ことり 

138.  入園準備のﾌﾟﾘﾝﾄが分かりにくい。ﾁｪｯｸﾘｽﾄを作成してくれると助かる。 ことり 

入園式のご感想 

139.  
先生達の優しさが伝わりました。園長先生が外で一緒に写真を撮って下さったり、ﾊﾞｽを見ることができたり、子供が

安心して幼稚園に通うことができる。 
ことり 

140.  入園式のﾎｰﾙで先生方が順番に回って子供達 1 人 1 人と握手をしに来られたのは、とても良かった。 ことり 

141.  仏様に見守っていただき、大変厳かな式で感動いたしました。園長先生と記念撮影していただき、思い出に残った。 ことり 

142.  
親子共に緊張して家を出ましたが、園でお友達や先生方の笑顔に触れ、これからの園生活への希望でﾜｸﾜｸしてき

ました。ﾎｰﾙで仏様にお参りして厳かな気分になりました。 
ことり 

143.  
式に無駄がなく、時間も短く子供も集中することができてよかった。親と同席なのが良かったと思う。保護者のﾏﾅｰが

気になりました。駐車場でのタバコ。 
ことり 



144.  
入園式は、長くもなく短くもなく、小さい子供にとって適当な時間配分だった。お母さんと一緒にホールで座る等、子

供を不安にさせない気配りなどが行き届いてとても良かった。 
ことり 

145.  
とても楽しく、素敵な式でした。ﾎｰﾙでも親の元を離れることがなかった事が良かったのかもしれません。ｸﾗｽに移動し

ても、1 人で座って先生の話を聞いていて感動しました。 
ことり 

146.  進行もとてもｽﾑｰｽﾞで素晴しい入園式でした。子供達をあきさせない工夫が素晴しい。 ことり 

147.  
親子共々、期待と不安で迎えた入園式でしたが、先生達の劇があったり、月曜日から楽しみになるように言葉を下さ

ったり、とても良いスタートができました。 
ことり 

148.  あんなに多人数なのに、混乱もなくｽﾑｰｽﾞで良かったと思います。 ことり 

149.  
余裕ある中での落ち着いた雰囲気で行え、とても楽しかったと思っております。園庭での写真も先生方が撮って下さ

り、家族写真が残せたので良い思い出になりました。 
ゆり 

アンケートにご協力ありがとうございます。 

懇談会について 

アンケートにご協力ありがとうございます。 

高濱先生の講演会ぜひ来年も開催してほしい。 

  土日のスケジュールは取れない状況です。従って平日の本年と同時刻の開催になります。現在日程交渉中。 

懇談会について 

  人前で話すことは緊張するが、クラスのママの話が聞くことができよかった。参考になった。とのご意見が

多かったです。3 学期に学年末の懇談会、参観を行います。是非ご出席ください。私も皆様のお話を伺えて

良かったです。 

マラソン短い？のではないか？ 一周しかしなかった 

  時間は同じです。短くなっていません。以前は柿木を回っていましたが、現在は本園舎前プールまで回って

います。時間は変わりませんが、距離は長くなっています。 

駐車場に車止めを設置してほしい 

車止めは墓地側のみ設置しています。後ろをたけのこ、なかよし教室の園児が通行するため。その他の場所

は設置していません。駐車枠を超えて駐車誘導する場合があります。また車が止まっていない時は、車止め

による転倒防止のため、車止めは設置していません。気を付けてご利用ください。 

誕生写真、先生との写真は自園プリントではなく外注にして欲しい 

  誕生月毎、ホームページに掲載します。先生との写真も時期を見て同様に扱います。名前等、個人が特定で

きないよう、名札は加工します。 

先生が元気で明るい、子どもたちの名前を全員覚えていて、担任以外でも名前を呼んで声掛けしてくれる。 

  管理職としてうれしい限りのお言葉をたくさんいただきました。ありがとうございます。すくすく成長する

お子様、協力的な保護者様、何事にも真摯に取り組むスタッフに囲まれ「日本一幸せな園長」です。ありが

とうございます。 

 

  津久井浜学園 余郷有聡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


