
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。ご報告まで時間がかかり申訳ありません。 

ｱﾝｹｰﾄの総数  平成 23 年度 総数 53 通 つき 10 通 ゆり 24 通 ことり 19 通  

       平成 22 年度 総数 83 通 つき 26 通 ゆり 23 通 ことり 32 通 仲 2 通 

       平成 21 年度  総数 75 通 つき 21 通 ゆり 26 通 ことり 27 通 ﾒｰﾙ 3 通 

開催まで(お子様の様子・実施要綱等案内の手紙等について) 
1.  プログラムを何枚も配布して頂けたのは、助かった。 とり 

2.  雨で延期となった場合の表が分かりやすくて良かった。 とり 

3.  ﾊﾒﾊﾒﾊ大王の踊りを家でも見せてくれたり、玉入れをした日は、嬉しそうに話してくれていました。練習続きで疲れがた

まっていたようで、毎日 20 時頃には寝てしまっていた。 
とり 

4.  最後まであきらめないで頑張る！とはりきっていた。 ゆり 

5.  プリントも詳しく、競技のクラス別の場所が本当に助かります。 ゆり 

6.  タンバリン隊の踊りを家にあるおもちゃのタンバリンで、何回も見せてくれた。 ゆり 

当日(お子様の様子･時間の設定･演技の内容･会場等について) 
7.  毎日サーキットをしているのに、ことり組だけ走る種目がなかったのは、残念だった。お弁当が無いのは残念ですが、集

合時間・終了後の子供の疲れを見ると、なくて良かった。 
とり 

8.  とても人が多く、スケジュールもびっしりなので、ゆっくり楽しむ事が出来ず忙しい。お昼ごはんは、お弁当を持ってゆっくり

やって欲しい。各学年にあった演技で成長を感じた。 
とり 

9.  内容もちょうど良かった。 とり 

10.  午前中で終わるので、親にとっては楽で良い。下に小さい子がいるので、オムツ替えする場所もあって助かった。 とり 

11.  トラックエリアが設けられているので、子供を間近で応援出来て嬉しかった。 とり 

12.  通常より１時間早めに家を出発。尐し眠そうでしたが、久しぶりに家族で電車に乗る事が出来て、良かった。会場は駅

から遠くなかったので、良かった。 
とり 

13.  朝から張り切って起き、小学校までの道のりもとても嬉しそうだった。 とり 

14.  お弁当なしの半日では、物足りないかと思ったが、終わってみれば十分満足だった。先生や役員の方準備のご苦労は

さぞかしと思われます。ありがとうございます。 
とり 

15.  欠席だったが、家で一人運動会をしていた。当日お疲れの所、園長先生が来て下さった事に感激した。 ゆり 

16.  パパと電車に乗って行けて、とても喜んでいた。立って見るのは疲れたが時間が、午前中と短いので良かった。サーキット

の成果が出て、みんなとても上手だった。 
ゆり 

17.  お弁当なしの午前中だけで充分。 ゆり 

18.  時間通りで、問題なく終了し良かった。 ゆり 

19.  午前中で終わるのはとても良かった。授乳室もあり、助かった。 ゆり 

20. ｂ 午前中でサッと終わるので助かる。サーキットの成果(とび箱・ﾘﾚｰ等)つき組はすごいと感動した。 ゆり 

21.  生徒数が多いのに、進行がスムーズで半日で終わり、親としては、兄弟を連れての参加なので、負担が軽くて良い。

「ごほうび」は、あの場でやる必要性があるのだろうか。 
ゆり 

22.  ゆり組になって、堂々と元気に踊っているのを見て、お姉さんになったと胸が熱くなった。 ゆり 

23.  とても頑張っていて、その姿に感動した。年長さんが楽しみ。 ゆり 

24.  サーキットの成果が分かりました。進行も順調だった。 ゆり 

25.  ことり・ゆりの時に比べると成長を感じる演技をしてくれ、涙が出そうになった。組体操には感動させられた。 つき 

26.  いつも朝は、身支度に時間がかかるが、当日はいつもより早いのに、自分で起きて身支度も早かった。 つき 

27.  苦手でも、砂だらけで頑張る息子。惚れ直しました。やはりお昼で終わるのは、助かります。 つき 

終了後(お子様の様子･その他) 
28.  午前中と言うのも、子供達の体力面でも丁度良い。親もお弁当の作る時間などなく、その分子供と過ごせて良い。 とり 

29.  プレゼントが嬉しかったようで、早速絵を描いていた。 とり 

30.  毎年ながら、喫煙している人がいたのが残念です。 ゆり 

31.  頑張って楽しかった運動会。夜はバタンキューでした。頂いたおえかき帳に色々描いて楽しんでいた。 ゆり 

32.  練習の成果が出たようで、「上手に出来た！」ととても喜んでいた。大沢先生、ご指導ありがとうございます。 つき 

33.  苦手な事でも、頑張っていたようで、また一つ自信がついたようだ。励まし続けて頂いた先生方、ありがとうございます。 つき 
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34.  2 つを同じに行けるのは、とてもありがたく、助かる。 とり 

35.  水谷先生のお話は、とても心に響くものがあり、涙が止まりませんでした。つい子供を叱ってしまう時、一息入れ、どうし

たら子供に伝わるのかを考えるようになりたいと思う。 
とり 



36.  とても分かりやすく、良い講演だった。本当に勉強になった。 とり 

37.  普段の子育てについて振り返る良い機会になった。 とり 

38.  初めて、水谷先生の講演会に出席し、話の内容に思わず涙が出てしまった。今後の子育ての参考になった。参観で

は、更に｢成長した子供の姿が見られビックリした。先生との信頼関係の深まりも感じた。 
とり 

39.  とても素晴らしい講演で、参加できて嬉しかった。 ゆり 

40.  講演は、とても聞きやすく、ためになるお話だと感じた。 ゆり 

41.  とても良い話が聞けました。自分を顧みる機会となった。また聞きたいです。 ゆり 

42.  授業参観は、子供ってすごいなと感心した。みんな一緒だと何でもやろうとする。 ゆり 

43.  普段、講演会なんて子連れで行けないので、とてもためになります。 ゆり 

44.  興味があってもなかなか子連れで行けないので、幼稚園でやっていただけ、とてもありがたく、集中して聞くことが出来

た。ありがとうございます。 
ゆり 

45.  水谷先生の話は、とてもリアルで興味深いものだった。子育てを誤ると、話にあったようなことも現実となるのでしょうが、

やはり幼尐期からの子育てが大切だと再認識した。 
つき 

46.  3 年間の講演会で一番胸を打たれました。主人も聴講できて良かったと言っていた。 つき 

わいわい給食・エプロンママ（役員様）について 
47.  かってが分からず、何をしたらいいのかという感じでしたが、他のママもいるのでやりやすかった。 とり 

48.  月に一度の給食を楽しみにしている。 とり 

49.  エプロンママの人達に親切にしてもらい、助かっている。 ゆり 

50.  エプロンママはとても楽しみです。声をかけてくれる子供達がとてもかわいい。 ゆり 

51.  エプロンママになりたくて、ソーイングママに初挑戦しました。子供は嬉しかったようで、「また来てね！」と言います。 ゆり 

52.  いろいろなおかずが入っていて、味も濃くなく￥２７０はありがたい。 ゆり 

53.  いつもわいわい給食を楽しませてもらっています。クラスの様子が見られるのが良い。 つき 

サ－キット参観・｢コミメル等｣について 

54.  前回のサーキット参観の時よりも、子供が真剣に取り組んでいて、成長を感じることができた。 とり 

55.  思っていた以上にマラソンを何周もしていたので、驚いた。楽しんで取り組んでいたので、安心した。 とり 

56.  子供の様子が見られる貴重な機会だと思い、できるだけ足を運んでいる。特に不満はありません。 とり 

57.  親の方を見ずに、ひたすら走っている姿を見て、感動した。 ゆり 

58.  誕生月ごとの参観にするのは、混乱せずに見られるので、とても良いやり方だと思う。サーキット参観ごとに子供のできる

事が尐しずつ増えてきているので、毎回楽しみ。 
ゆり 

日頃子ども達のために努力している先生の応援メッセージを！ 
59.  入園してから、本当に子供が成長したと感じます。ありがとうございます。 とり 

60.  つばめ組の今野先生は、優しいのに、テキパキと対応していて子供は大好きです。私達家族も大好きで、よく家の話

題にも出して会話を楽しんでいます。これからも素敵な笑顔で頑張ってほしい。 
とり 

61.  本当に毎日感謝です。いつもありがとうございます。 とり 

62.  他の幼稚園の子たちは「今日先生に怒られた」等、聞くことがありますが、津久井の子は誰も怒られた等、聞くことはな

く、先生方は怒らず言い聞かせているのかなと感心しています。 
とり 

63.  幼稚園に入って数カ月・・できることも多くなり、なにより強くたくましく成長している様子がうかがえます。家族だけではこ

の成長はみられないと思います。感謝です。 
とり 

64.  藤田先生、いつもまめに連絡を下さり、ありがとうございます。幼稚園での様子が分かって有難いです。 とり 

65.  度々いただく電話でも、すべて前向きに伝えてもらえるので、心配な子を持つ親としては助かります。 とり 

66.  運動会実行委員長の S先生、お疲れ様でした。素敵な運動会でした。 とり 

67.  ありがとうございます。毎日楽しく幼稚園に行けるのは、先生方のおかげです。子供との会話も弾みます。 とり 

68.  藤田先生、いつもありがとうございます。娘は先生が大好きで、毎日先生の話をしています。 とり 

69.  忙しい中いつも笑顔で接して下さり、ありがとうございます。津久井幼稚園の先生方は、みんな大好きだと言っている。 ゆり 

70.  いつもありがとうございます。本当に頭が下がります。大変だと思いますが、頑張って下さい。 ゆり 

71.  ささいなことでも連絡をくれる、休めば心配して連絡をくれる、本当にありがたい。息子も先生が見てくれていると感じて

喜んでいます。先生のことが大好きです。 
ゆり 

72.  娘は毎日優子先生が大好きと言っている。毎日大変だと思いますが、先生の笑顔が子供達は大好きです。これから

も頑張って下さい。 
ゆり 

73.  いつも笑顔でむかえて下さり、ありがとうございます。毎日楽しく過ごせるのも、先生方のおかげです。 ゆり 

74.  本当に一生懸命に見ていただいているので、感謝です。 ゆり 

75.  産まれたばかりの弟の名前まで覚えて下さり嬉しい。 ゆり 

76.  毎日笑顔で子供達と正面から接してくれ、ありがとうございます。 ゆり 



77.  ありがとうございます。津久井の先生方は頑張っていて、素晴らしい！笑顔で挨拶をして下さり、とても感じが良い。 ゆり 

78.  布目先生がとても大好きです。今後も頑張って下さい。 ゆり 

79.  娘が喜んで通っているのは、先生方の努力の賜と思う。これからもよろしくお願いいたします。 ゆり 

80.  娘は畑中先生が大好きです。先生に会うのも楽しみに幼稚園に行っています。今後ともよろしくお願いします。 ゆり 

81.  三上先生、いつも素晴らしい授業ありがとうございます。子供も三上先生が大好きで、同じ髪型だったりすると「今日は

三上先生と同じ髪型だったよ！」などと嬉しそうに言ったりしています。 
ゆり 

82.  担任の宮下先生、いつもありがとうございます。毎日「今日のバスに宮下先生乗っているかな」と楽しみにしています。 ゆり 

83.  沢山の園児をしっかりと見て下さる先生方に、本当に『感謝』の言葉では足りないくらいです。 ゆり 

84.  大沢先生の笑顔ピカイチです。癒されます。ありがとうございます。 つき 

85.  笹井先生、津久井幼稚園の先生方、いつも優しく子供達を見守って下さって、ありがとうございます。息子も先生方が

大好きです。 
つき 

86.  元気一杯で園児をひっぱってくれている乙川先生の様子は、家で子供が幼稚園ごっこで再現してくれています。毎日

がとても楽しいようです。 
つき 

87.  布目先生いつも励ましていただいてありがとうございます。細かい所まで気付いてくれるので、助かります。笑顔が素敵。 つき 

ホームページ：「コミメル」等について 
88.  午前保育の前日にメールが来るのが助かる。 とり 

89.  リニューアル前の方が、写真が見やすかった。UPするのが早く、今日子供が何をしてきたかわかるので、とても良い。 とり 

90.  色々情報が届くので、ありがたい。 とり 

91.  充実していて、楽しい。 ゆり 

92.  コミメルは、緊急時の伝達には良い手段。午前保育のれんらくなど、うっかりミスを防止できる。 ゆり 

93.  メールで連絡が来るのは便利。ホームページもアルバムを毎日更新しているので、見るのが楽しみ。 ゆり 

今後幼稚園に希望する事 

94.  行事に関する連絡が重複していることも多く、混乱します。もっとお手紙が分かりやすいと良い。 とり 

95.  作品展ですが、参観時間が２０分と短く、他の学年や他クラスの作品を見学することができずに残念でした。今年度か

ら作品展は廃止ということですが、その分時間をもう尐し長くして他クラスの作品も鑑賞したかった。 
とり 

96.  今は、特に思いつきません。 とり 

97.  春の遠足でなくても、せめて卒業遠足でも良いので、とにかくバスで行きたい。 ゆり 

98.  担任の先生だけでなく、色々な先生がかかわって下さり、幼稚園全体で子供達を見てくれているという安心感がある。 ゆり 

99.  これからもよろしくお願いします。 ゆり 

100.  弟妹優先入園制度が欲しい。 ゆり 

101.  冬のお弁当を温めるのをやめないでほしい。お弁当箱もわざわざ買ったのに。30～年続いていたのに・・・。 ゆり 

102.  特にない。 ゆり 

103.  パソコンで写真を見るのが、枚数が多くて大変です。 つき 

104.  今のままで良い。 つき 

105.  3 学期にお別れ遠足に行きたい。 つき 

106.  今まで通りの津久井が一番。先生方も若くてもしっかりしている。いつも感心している。活気のある園であって下さい。 つき 

役員様 運動会についてお気づきになられた点。良かった点。改善を望む点。 
107.  子供たちが張り切って運動会に臨む姿勢は素晴らしかったが、それ以上に次の種目の出番を待っている子供たちが大

騒ぎすることもなく、長い時間待機出来ることに感心させられた。 
とり 

108.  当日行って、まごつくことなく手伝えたのも、先生方の段取りの良さのおかげだと思います。ありがとうございます。 とり 

その他の意見 
109.  以前子供の体調が悪く、「ｻｰｷｯﾄお休みします」の手紙を子供に持たせました。その日のバスに乗っていたのが横山先

生で、子供が渡した手紙をしっかり受け取って下さいました。ちょうどその日の午後に一日入園があり、下の子と上の子

を連れて幼稚園へ行きました。一日入園を終えて、門の所に横山先生がいらして、「今日のｻｰｷｯﾄ・・・」とわざわざ声

をかけて下さいました。たくさんの園児がいる中で、わざわざ覚えて下さっていた！ととても嬉しかったです。津久井幼稚

園の先生は本当に子供の名前、顔を覚えてにこやかに対応して下さるので、子供も私も大好きです。大変なことも多

いかと思いますが、どうぞお体には十分ご自愛下さい。 

ゆり 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

保護者様 

平素 津久井浜学園教育方針にご理解をお示しいただき感謝申し上げます。一部ですが以下紹介します。 

Q.遅バス利用者も毎日サーキットに参加させて欲しい？ 

A.２学期に入り、運動会練習のため、サーキットの開始を繰上げて行うことがありました。｢朝、運動を行うこ

とにより｢脳｣がより活性化され、次の｢静｣の活動に意欲的に取り組むことができる｣という原点に戻り、現在

は全ての園児が参加できるよう心がけています。まれに音楽、絵画指導等の講師の都合により変更になる場

合があります。 

Q.サーキット参観の日程を増やして欲しい？ 

A.サーキット参観を始めた時には、「見に行けないと子どもがかわいそう」「何日も参観しなければならないの

は負担」等ご意見をいただきました。子どもは大好きな保護者様に参観いただくことを楽しみにしています。

数日間の設定があれば、都合に合わせて参観可能です。 

Q.弁当の保温は例年通り行って欲しい。 

A.「温かくなければ食べられない」ではなく「温かくなくてもおいしく食べられる」が理想です。有事の際、

温かいものが食べられる保障はありません。出されたものを好き嫌いなく、温かくなくても食べることがで

きる。それも食育のひとつです。原発事故以来節電に取組んでいます。暖飯器は消費電力も大きいです。今

後の電気事情を鑑み再考しますが、現在保温はしない方針です。 

Q.No おかず day のデザートは OK ですか？ 

A.健康上やむをえない場合を除き、デザートは不可です。ただし強制ではありません。 

Q.観光バスで遠足に行きたい？ 

A.バスを利用する遠足は、費用が高い、出席率は８５%程度、雨天不履行の場合バス会社へキャンセル料の負

担。諸事情を鑑み遠足は廃止しました。数人より「せめてバスでお別れ遠足に行きたい」とご意見がありま

す。希望の方が多ければ、年長の 2.3 月頃観光バスで遠足を行います。 

Q.運動会 タバコの件全面禁煙にもかかわらず校門近くで喫煙していた。 

A.喫煙は学校内、駅からの道全て禁煙をお願いしています。しかし 校門の外での喫煙が目立ちます。「親」で

ある皆様に「そこは禁煙です。吸わないで下さい」と役員様、教職員にて声を掛けなければいけないのでし

ょうか？園児の運動会です。どうぞこれからも子ども達の「体育の発表」に相応しい運動会になるようご協力下さい。  

Q.前回のアンケートで書いた事が反映されていない。 

A.いただいた全てのアンケートは統轄主任、園長が全て拝見しています。可能な限りご意見を尊重しています。

中には学園教育方針と異なるご要望もあります。教育方針と異なる要望には応じられませんが 異なる角度

から思考する良いヒントにさせていただいています。今後もたくさんのご意見お願いします。 

Q.パソコンホームページのアルバムは「トップに戻る」がなく見難い。 

A.HP アルバムは「蔵衛門」というソフトを使用しています。ｿﾌﾄさえあれば管理費は「￥0」です。HP の管

理依頼会社に尋ねたところ、これを変えるためには「数百万円」かかるとのことです。出来る範囲の中での

最大の努力をしています。HP に大金を使うより教具等の充実に充てたいと考えます。 

 

運動会が皆様のご協力で無事に終了したことを改めて御礼申上げます。ありがとうございます。 

運営に際したくさんのご意見をいただきました。今後の参考にして、より良い運動会を目指し

ます。役員様にはご協力いただきありがとうございます。 

園ホームページ週にどれくらいご覧になりますか             

携帯電話で… H23 H22 H21 パソコンで… H23 H22 H21 

ほとんど毎日 ２１ １２ １３ ほとんど毎日 ５ ９ ６ 

４～５日 ４ ４ １１ ４～５日 ７ １５ １８ 

１～３日 ７ １６ １１ １～３日 １６ ２１ ２３ 

ほとんど見ない ２０ ３０ １９ ほとんど見ない １４ １６ １４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


