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

役員様     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.  大きな舞台での発表に自信がついたようで、家族の皆から踊りを誉められて、とても嬉しそうだった。 なか 

2.  「こんなこ踊るのよ」と話したり、楽しそうだった。ビデオを何度も見て「じょうずだった？」と得意気だった。 なか 

3.  開催後ほめられて、嬉しそうにしていた。大興奮で帰宅してから大変でした。 ことり 

4.  園で練習やお友達の様子、いろいろ話してくれて、楽しみにしている様だった。終わった後は、興奮した様子で「楽しかっ

た？楽しかったね。」と話してくれた。 
ことり 

5.  開催前は、家でも歌いながらよく練習をしていた。当日は、緊張している様子でしたが、終わった後は、嬉しそうだった。 ことり 

6.  希望の曲が人気があり、自分は「お引越ししたの」とずっと決まった曲に不満があり、なかなか家でもやらなかった。 ことり 

7.  入れ替え席があり、長時間並んだり、場所取りの苦労がなくてとても良かった。 ことり 

8.  開催前は、家でも練習せず「踊ってみてよ」と言ってもなかなか踊ってくれなかったが、開催後「すごくカッコ良かったよ！」と

言うと、嬉しそうにしていた。 
ことり 

9.  当日は直前の体調不良があり、欠席が続き心配していましたが、笑顔で踊ることができ、安心した。 ことり 

10.  出場以外の曲も毎日練習していた。“ニコっ”と”シュワッチ“など暇さえあれば踊って見せてくれた。 ゆり 

11.  練習が始まると、「今日はね～」と毎日踊って見せてくれた。数日前になると、「後○日寝ると本番」と楽しみにしていた。 ゆり 

12.  普段マイペースな性格ですが、意外と緊張しつつ、わくわくしていました。もう来年踊りたい曲がいくつもあって、困っている。 ゆり 

13.  朝起きたらダンスが始まり、幼稚園から帰ってくるとダンス、おふろでも・・・本当に当日を楽しみに、ワクワクしていた。 ゆり 

14.  一日何十回も練習し、がんばりすぎて前日熱を出して、ビックリしたが、当日は最高の踊りができて、嬉しそうだった。 ゆり 

15.  毎日過去の DVD を観ながら練習していた。 ゆり 

16.  他の子の踊りまで覚えて、家で練習していた。「手はぴんと伸ばす」など、アドバイスをしたので、当日を楽しみにしていた。 ゆり 

17.  公園や家でも、踊っていた。細かい視線なども注意してきて、先生方は子供達に細かく指導して頂いているのだと思う。 つき 

18.  前年度のＤＶＤを見ながら「どっちが上手？」など見比べたりしていた。当日は笑顔で気持ち良く踊っているのを見て、入

園してから「とても成長したな～」と感動の涙が出てしまった。 
つき 

19.  最後の成道会、楽しそうに踊っていた。感動した。 つき 

20.  自分の踊り以外の２つの踊りも完璧に覚えていて、「すごいね！お友達がお休みしても代役できるね」と話していた。 つき 

2：進行について 
21.  出演する保護者が優先席で撮影できるのは、とても良い方法だ。 なか 

22.  とてもスムーズで良かった。 ことり 

23.  とてもスムーズだった。席の移動も進行中に言ってくれたので、動きやすかった。 ことり 

24.  園庭にもプログラムのアナウンスが入ると助かります。 ことり 

25.  スムーズで良かった。 ことり 

26.  待つこともなく、スムーズだった。時間も予定通りだった。 ことり 

27.  入れ替え席もスムーズで、進行時間もテキパキと早く、良かった。 ことり 

28.  発表している子供達も、見ている子供もきちんとしていてすごい！演目の間も飽きないよう先生方の配慮を感じた。 ことり 

29.  安達先生の司会が分かりやすく、とても温かでほっとさせ、合間の先生方が歌を歌って、子供を飽きさせないようにしてい

るのは、さすがだ。 
ことり 

30.  スムーズであきない。毎回感動する。 ことり 

31.  安達先生の様子を見ながらの司会進行は“さすが”の一言だ。一日中立ちっぱなしで、お疲れになったのではと思います

が、帰りは門で笑顔で見送って下さり、感激致した。。 
ことり 

32.  出番待ちをしている子供達を飽きさせないようにしてくださっていた先生方、素晴らしかった。 ことり 

33.  出し物が多いにもかかわらず、時間通りの進行は素晴らしい。 ゆり 

34.  とてもスムーズだった。 ゆり 

35.  待っている子供達を飽きさせないように、ステージの合間の先生方のお気使いがとても良かった。進行も素晴らしかった。 ゆり 

36.  授乳室を利用したが、授乳室にいると出番が全く分からなかった。ﾎｰﾙの様子を授乳室のｽﾋﾟｰｶｰなどから流してほしい ゆり 

37.  多くの子供達をこんなにｽﾑｰｽﾞに誘導し、ｽﾃｰｼﾞで待たせることなく流れる動きに、裏方さんのすごさを感じた。 ゆり 

38.  衣装がとれたり、ズレたり、もう尐しきちんと着けられないか。せっかく練習してきたのに、衣装の事で踊りが中断してしまうの

は、とても残念だ。 
つき 

39.  入れ替えの時間がとてもスムーズで良かった。 つき 



40.  プリントに分かり易く書かれていたので、良かった。 つき 

41.  後ろの貼り物を貼る役員さんがﾃｷﾊﾟｷしていて、思った以上にスムーズだった。役員さん本当にお疲れ様。 つき 

42.  尐し衣装が崩れたぐらいでは、先生が直しに行かなくて良い。舞台に上がる前にきちんとチェックしてほしい。 つき 

3：運営について 
43.  入れ替え席にもかかわらず、座ったままの親子さんがいたので、退場する際に通りにくかった。 なか 

44.  発表の合間にも先生が園児を飽きさせないよう、手遊びや歌で興味をつないでくれていたのが素晴らしかった。 ことり 

45.  衣装が想像以上に凝っていて素晴らしかった。ｿｰﾏﾏさんありがとうございます！子供のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝも上がったと思う。 ことり 

46.  良かった。 ことり 

47.  先生、慣れたママ役員さんに感謝です。 ことり 

48.  事前に詳しいプリント「こばと組たより」で位置まで分かっていたのが良かった。駐車場もスムーズに停められた。 ことり 

49.  素晴らしい内容で、見ている側も楽しく、引き込まれた。 ことり 

50.  父母に問題あり、入れ替え席の通路の逆行や私語、演技中の席の移動等の迷惑行為が目についた。 ゆり 

51.  最新曲をやるのもいいかなぁ～と思っていたが、やっぱり津久井はこのままのやり方で時代に流されないで良いと思った。 つき 

丸ごと一日参観 
52.  一日見守られて、子供も恥ずかしいような、でも嬉しいような、ﾊﾆｶﾑ良い顔が見られた。ｻｰｷｯﾄも、ｻｰｷｯﾄ参観よりいろ

いろな種目に挑戦していて、成長が見られた。 
ことり 

53.  子供もすごく頑張っていて、大変なこともあるのだと気付き、もっと褒めようという気持ちになった。 ことり 

54.  我が子の喜ぶ顔を見ると、参観に来て良かったといつも思う。 ことり 

55.  一日の流れを見られる事は、とても嬉しい。一学期の始めの参観では、移動も不安で涙を流していたが、今では笑顔で

お友達と並んで歩いている姿が見られ、安心した。 
ことり 

56.  朝から子供の様子を見ることができて良かった。「父の日・母の日参観」より普段の様子に近いのでは、と思った。先生方

は本当に大変だと思う。お疲れ様でした。 
ことり 

57.  尐ない人数で普段の様子が見る事が出来、大変良い。 ことり 

58.  2 日間に分けて下さり、とても見やすかった。道子先生が、全員の子供達にアンテナを張りめぐらせ、対忚している姿に感

動した。主人は「素晴らしい、出来る先生だ！」と感心していた。 
ことり 

59.  一日参観できるチャンスをいただいて、とても良かった。子供の色々な姿を見る事が出来た。担任の先生の生徒たちに対

する情熱には、本当に頭が下がります。 
ことり 

60.  ゆっくりと拝見することが出来て良かった。成道会前の忙しい時期に、担任の先生は大変だろうなと思った。 ゆり 

61.  昨年の子供達の姿がよぎり、成長した子供達を見て涙してしまった。先生が必死な姿に心打たれた。 ゆり 

62.  子供はずっとﾆｺﾆｺしていた。一日どのようにすごしているのか、知ることができるので、良い参観だ。 ゆり 

63.  手洗いうがいの習慣がよくついている。 ゆり 

64.  一年ですごく楽しみにしている参観です。 つき 

65.  正直なくても良いと思う。お弁当の時間が早すぎて、午前はあまり参観できなかった。やるなら行事の後にして欲しい。 つき 

66.  サーキットでのチャレンジ精神、前向きな成道会の練習、楽しそうだったお弁当の時間、不得意な体育、日々の成果が

出た字の練習、成長した息子を見られた 1 日だった。 
つき 

67.  親に見てもらいたいという純真なキラキラした目が印象的だった。 つき 

68.  小学校に上がってからも、津久井幼稚園と同様の教育が受けられたら、どんなに良いだろう。横須賀・三浦市の小学校

の先生が津久井幼稚園に研修に来てほしい。 
つき 

2学期もがんばりました。先生方に一言！忚援の言葉、改善の言葉(その一言でｽｷﾙｱｯﾌﾟ) 
69.  10月からの園生活ですが、幼稚園に通うのが楽しみな様子でいるのは、先生方が優しく、愛情たっぷりに子供に接してい

るからだと思う。尾高先生いつもﾆｺﾆｺ笑顔で子供だけでなく、私まで優しさを頂いています。ありがとうございます。 
なか 

70.  子供は「幼稚園へ行きたくない」と言いません。いつも楽しみにしています。先生方のおかげで、子供がﾊｷﾊｷしてきた。 なか 

71.  9 月から通い出して、尐しづつですが、社会性が出てきた。人とかかわりをもつようになった。本当にありがとうございます。 なか 

72.  なかよしさんの小さな園児達も元気いっぱいみんな踊っていて、先生方のご指導のおかげです。本当に貴園に決めて良か

ったと改めて感じています。ありがとうございます。 
なか 

73.  幼稚園から帰ってくると、いつも誇らしげな表情で、たくましさを感じる。一度も行きたくない等とﾏｲﾅｽの話をした事が無

く、楽しい時間を過ごしていると嬉しく思い、感謝の気持ちで一杯です。早くゆり組に入る姿を見たいと楽しみにしている。 
なか 

74.  布目先生・大沢先生いつもお世話になっております。 ことり 

75.  布目先生をはじめ、先生方にはお礼の言葉もない程感謝しています。子供は、この半年で信じられないほど成長した。 ことり 

76.  いつもﾆｺﾆｺの鈴木先生！家族みんなが大好きです。穏やかで、とてもｽﾃｷです。３学期もよろしくお願いします。 ことり 

77.  先生方のいつも元気な笑顔に子供も幼稚園が楽しいようで、家でも毎日幼稚園ごっこをしている。 ことり 

78.  先生方が子供に沢山の言葉をかけてくれて、毎日帰宅すると嬉しそうにその様子を話してくれる。 ことり 

79.  成道会、きちんとお友達を見て座っていたのにびっくり。間を楽しく過ごせるように、先生がして下さり、見ていて楽しかった。 ことり 



80. 1 毎月 2-3 回くらい子供の様子をお電話で連絡して頂いているので、助かっている。子供の事がよく分かり、良い。 ことり 

81.  優しく穏やかな大沢先生。時には厳しくお母さんのように子供と接して下さっていると聞きました。とても感謝しております。 ことり 

82.  道子先生大好き！！な園児と母です。本当にいつもお世話になっています。３学期もお願い致します。 ことり 

83.  厳しさの中にも、大きな愛情と笑顔で子供達をよく見てくれている道子先生。娘は先生をとても信頼し、幼稚園大好き

になった。引っ込み思案だった娘が、今では楽しそうに歌って踊り、大きな声で返事をし、発言している姿を見て驚きまし

た。道子先生ありがとう！！ 

ことり 

84.  いつも子供達と同じ目線で接して下さる鈴木先生「ﾎﾞｸの鈴木先生がねぇ～」と園から帰るとたくさん鈴木先生のお話を

してくれるほど、先生のことが大好きです。 
ことり 

85.  幼稚園の先生は忍耐と無償の愛と努力なかなか大変な偉大な仕事だ。 ことり 

86.  道子先生、可愛いくてしっかりしていて、きびきび！それで温かい。本当に素晴らしい先生と夫婦で大変喜んでいます。 ことり 

87.  大沢先生には、たくさんのフォローをしてもらっている。幼稚園で楽しく過ごせるのは、先生のおかげだ。 ことり 

88.  布目先生のおかげで、2 学期子供は、毎日幼稚園に楽しく通う事ができた。一番感動したのは、勤労感謝の意味を子

供達に教えて下さり、子供が家に帰ってきて、すぐに感謝の気持ちをのべてくれた事。「布目先生が教えてくれたよ」と子供

も嬉しそうに言っていた。 

ことり 

89.  毎回電話を下さり、一つ一つ丁寧に解決して下さる布目先生。ありがとうございます。 ことり 

90.  先生の話を聞き、授業も集中して取り組んでいた。先生の優しさと励ましで、日々子供達は成長していると実感した。 

ありがとうございます。 
ことり 

91.  いつも一生懸命な布目先生！丸ごと一日参観を見て、改めて先生の笑顔が子供達をさらに元気にﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟさせてく

れている。これからも、今のままの布目先生でいて。 
ことり 

92.  大胡先生、いつも落ち着いており、迅速・的確な対忚で親としていつも感謝しています。子供は大胡先生大好きです。 ゆり 

93.  いつお会いしても、大胡先生の変わらない笑顔に安心しています。３学期もよろしくお願い致します。 ゆり 

94.  大胡先生はいつも明るく落ち着いていて、子供も大好きです。 ゆり 

95.  後藤先生に感謝の一言です。親目線の対忚と視野の広さ、まめな電話ありがたい。 ゆり 

96.  子供は先生が大好きです。でも、それ以上に親の方が先生大好きで、先生を見るとテンションが上がる。笑顔で子供達

と接して下さり、言葉で言い表せない位の感謝でいっぱいです。 
ゆり 

97.  後藤先生大好きです。9 月からの担任を引き受けて下さり、本当にありがとうございます。子供も毎日楽しく通うことが出

来、感謝の気持ちでいっぱいだ。 
ゆり 

98.  新人の藤田先生、がんばっている姿に忚援しています。毎日遅くまで・・・頑張って下さい。 ゆり 

99.  三上先生、いつも明るく子供を本当によく見て下さって、感謝しています。 ゆり 

100.  親子ともども、佐藤先生の笑顔が大好きです。 ゆり 

101.  幼児期の感情も発揮する時期の子供達にとって、母親変わりでありますが、たくさんの愛情を子供はもらって、笑顔で帰

宅します。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 
ゆり 

102.  若い先生ばかりなのに、本当に尊敬します。一生懸命指導・見守っていただいてありがたい。 ゆり 

103.  乙川先生いつもありがとうございます。帰ってくると「先生と同じ髪型にして～」「先生とこんなお話したよ～」などとうれしそう

に話している娘を見て、私も嬉しくなります。乙川先生のニコニコ笑顔が大好きです。これからもよろしくお願いします。 
つき 

104.  毎日元気良く登園しています。いつも笑顔で優しく元気一杯の大串先生が大好きです。 つき 

105.  素敵な笑顔の大串先生！！その笑顔と共に子供達、そして私達と成長していきましょう。息子も私も大好きです。 つき 

106.  間違えた事を注意されただけで泣いてしまった娘に対して、「強く叱ったつもりはないのですが、泣かせてしまって申し訳あり

ません」とわざわざお電話を頂きました。逆に叱っていただき、ありがとうございます！！ 
つき 

107.  富田先生身重なのに、本当にお疲れさまでした。冷静に活動を進めていく中で、子供の様子を把握していて、きっと良い

ママになると思う。卒業式来れたら来て下さい。富田先生大好きです。 
つき 

108.  卒園まで、気付けば後尐し・・・山崎先生の笑顔で子供達にたくさんの想い出を作ってあげて下さい。 つき 

109.  色々な経験をする事ができて、自信を持って小学校へ入学する準備ができているようで、嬉しいです。 つき 

110.  大串先生がいつも元気でﾆｺﾆｺであれば、子供達も同じだとおもう。 つき 

111.  家の子は私が嫉妬するほど？乙川先生が大好きです。そんな先生に出会えた我が子は幸せだ。 つき 

112.  乙川先生、1 学期よりも落ち着いて指導されている。1 年目とは思えない。ｸﾗｽの雰囲気も良い。3 学期お願いします。 つき 

113.  山崎先生のパワーを毎日もらい、楽しく幼稚園に行っています。日々先生達に感謝です！！ つき 

今後幼稚園に希望すること 
114.  1・2 学期と園での様子、お友達の名前が出てくるようになり、自分の居場所を見つけ、楽しく過ごしていると安心してい

る。是非、下の子も入園させたいので、兄弟の優先入園制度をお願いしたい。「行事が多いでしょ？」と言われる事もあ

るが、成道会が終わり、改めて行事がある事で、子供をほめてやれる機会を与えていただいていると思う。行事は大事！ 

ことり 

115.  今のままで良い。 ことり 

116.  どの行事も定刻まで入れず、外で並ぶやり方について、もう尐し柔軟に対忚してほしい。 ことり 



117.  兄弟の優先入園枠があると嬉しい。 ことり 

118.  いつも歌っている月影の歌詞の意味を何かの機会に、お話頂きたい。 ことり 

119.  分かりやすく対忚して下さり、温かで、言う事ありません。 ことり 

120.  子供の数が多いのにもかかわらず、先生方の細かいケアには本当に頭が下がる。担任の先生だけではなく、子供が色々

な先生とかかわっていただいて、嬉しい。 
ことり 

121.  「どの子も伸びる」この言葉に励まされ、親も日々の育児を頑張れる。今後も「子供第一主義」でお願い致します。 ゆり 

122.  新園舎のトイレとてもきれいで可愛く、ここが幼稚園ということを忘れてしまう位です。保護者の方までの気配り、さすが津

久井幼稚園ですね。園長をはじめ、先生方の笑顔にいつも元気を頂いています。 
ゆり 

123.  向上心ある園長をはじめ、先生方、すばらしいと思う。これからも変わらず頑張って下さい。 ゆり 

124.  願書の兄弟枠を作って欲しい。 つき 

125.  兄弟優先枠を作っていただきたい。 つき 

役員様のご意見：成道会について 
126.  午後の部はスムーズに進行して、トラブルもなくとても良かった。初めは狭い舞台裏に役員の人数が多いと思ったが、それ

ぞれ抜ける時があるので、ちょうど良かった。 
ことり 

127.  担当の役員さん、先生方、観覧席を順序良く譲り合う保護者の方々、みなさんが協力してそれぞれの役をはたし、ﾏﾅｰ

を守ったおかげで、とてもスムーズに進行して、素晴らしい会だった。 
ことり 

128.  初めて役員をやり、着衣を担当した。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ順に箱がおかれていた物は分かりやすかったが､ﾊﾝｶﾞｰにかけてある物はど

の曲で使用するのか書かれておらず、ちょっと分かりにくかった。サンバの衣装で腕につける赤・青・黄の腕輪の順番がﾚｵﾀ

ｰﾄﾞの色によって違うのですが、写真には一種類しか写っていなく、注意書きもなく手伝うお母さん達は困ってしまったので、

もう尐し気を使ってほしい。肌着も全部脱ぐのか、一言説明を先にして欲しかった。 

ゆり 

129.  自分が衣装作りに参加させていただき、感謝しています。皆のために、来年も作ってあげたいという気持ちになりました。津

久井幼稚園の子供達は先生のお話をよく聞けて、お利口だった。 
ゆり 

130.  みんな上手でした。そのお手伝いができてとても良かった。 ゆり 

エプロンママ／ソーイングママ／役員全般について 
131.  役員とはいえ、何も大変な事もなく、また来年もと思えた。 ことり 

132.  お洋服を着た子供たちがﾆｺﾆｺとｽﾃｰｼﾞの上で踊っている姿を見た時は、達成感と幸せな気持ちでいっぱいになった。 ことり 

133.  エプロンママ、子供達の様子を見る事ができ、子供達のために何かお役に立てられれば。運動会や成道会などほんのお

手伝いではありますが、先生方をはじめ、役員さんお手伝いの保護者の方と楽しい会にしようと一つの目標に向かって一

緒に頑張って取り組めたので、役員の仕事を引き受けて大変良かった。勉強になった。 

ことり 

134.  ワイワイなどで、園に行く事ができ、普段のクラスの様子などを観る事が出来、役員をやって良かった。 ことり 

135.  来年もできる範囲で関わっていきたいと思います。 ことり 

136.  エプロンママは楽しい。いろんな子が話しかけてくれて、顔も覚えてくれるので、嬉しい。行事の裏には先生方の多大な努

力と役員達の協力があってこそ成功するのだと実感した。 
ゆり 

137.  先生の頑張っている姿や、普段の子供達の様子を近くで見る事が出来て良かった。 ゆり 

138.  人数が多いので、役員会を開催しないのか。ｱﾝｹｰﾄよりも、直接意見を交わす中で、より良い方法が見い出せる。 ゆり 

139.  ｴﾌﾟﾛﾝﾏﾏは子供達の様子が見られて楽しい。2 ヵ月に 1 回では尐ないくらい。 ゆり 

140.  わいわい給食に毎月参加出来たら嬉しいです。 つき 

 

スナップ・スナップ：ネット写真販売について 
利用について 1.利用した 37 2.利用していない 31   

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

費用について 1.適当である 33 2.高い 28 3.安い  0 

 

その他のご意見 
141.  締切がもう尐し後だと、運動会～遠足～成道会までまとめて注文できて良いが、難しいのか。 ことり 

142.  すごく良い。私は携帯のみなので、もう尐しアップになると助かる。 ことり 

143.  先生の負担が尐なくなるので、仕方がないですが、ＰＣを持っていない方は大変なようだ。 ことり 

144.  ネットだと、自宅でゆっくり選べるので便利。フォトブックとして、アルバムを作っているので、画像データとして買えるのは助か

る。現像した写真だと、スキャンしなくてはいけないから。 
ことり 

145.  集合写真の画質が良くなかった。気軽に家から注文できるので、とても嬉しい。 ことり 

146.  手間のかかる写真のことなので、ﾈｯﾄ販売はとても良い。 ことり 

147.  参観の時は、お母さん同士で「可愛く撮れているね」「楽しそうだね」と話しながら見る時間が楽しかった。 ゆり 



148.  画面が小さい為、不便ＰＣをもっていない人は大変だと思う。今まで通り幼稚園にての販売にしてほしい。 ゆり 

149.  便利である。一枚 L判 90 円は高すぎる。 ゆり 

150.  携帯の画面で見るので、子供の顔が見にくい。一枚一枚見ているので、とても時間がかかって不便。 つき 

151.  2 年前から利用したかった。 つき 

152.  ＰＣのない家庭は携帯等では見づらく、最初の登録も分かりづらい。 つき 

153.  メール便代金がかかるので、尐しの枚数を買う時に高い気がしてしまう。 つき 

154.  先生方の負担軽減になるのは良い事。ＰＣでゆっくり見られるのも良い。でも、尐し高い気がする。 つき 

155.  集合写真は顔の表情がよく分からないこともあり、旧来の方法の方が選びやすい。 つき 

 

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、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 


