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津久井浜学園にお子様が通園

して 

‘１２ 97.3％の方が 大変満足、満足、  

良かったとご回答いただきました 

たいへん満足 33/44％  

満足 26/34％  

良かった 14/18％  

もう一歩 1/0.01％  

まだまだ 1/0.01％  
 

ｱﾝｹｰﾄ総数７５通              

特に満足したことは 
1.  先生方の対忚と子供の成長。 とり 

2.  先生方がみな気持ちよく挨拶してくださるので、参観などで園に行くのが楽しみ。 とり 

3.  教育すべて。 とり 

4.  大人数の生徒がいても、1 人 1 人が伸びている。津久井の子は、目がキラキラして先生の話を聞いている。素晴しい。 とり 

5.  サーキットなど運動。 とり 

6.  体力がつき、病気をしなくなったこと。運動・絵･音楽・学習がバランスよく行われていること。 とり 

7.  行事が子供達中心なので、見ていて本当に楽しい。 とり 

8.  成長がゆっくりな我が子でも安心して幼稚園に預けられる事。先生がとても些細な所まで面倒をみてくれる事。 とり 

9.  ﾏｲﾍﾟｰｽな息子に、津久井のﾃﾝﾎﾟはついていけるか心配だったが、あえてその環境に入れることで、しっかりしてきた。 とり 

10.  園へ相談事をした時に、園長先生まで出てきてくださったこと。 とり 

11.  
とても良い先生方ばかりで、安心できる事。幕内先生の考えを取り入れ、週 3 日おにぎり。参観が多く、子供の様子を

見られる。親も楽しい。 
とり 

12.  器楽演奏会、1 年間の成長がすごく良く分かった。年尐組であれだけの演奏が出来ることに驚いた。素晴しかった。 とり 

13.  園での様子をこまめに教えてもらえた事。 とり 

14.  子供が積極的になってきた事。一生懸命な先生方の姿。 とり 

15.  お勉強と運動と遊びをバランスよくやっていただけている。 とり 

16.  人を思いやる気持ちが出てきた。先生方がとてもよく見てくれている。 ゆり 

17.  体力づくり、お勉強・音楽といろいろさせて下さること。先生方がとても熱心で素晴しい。 ゆり 

18.  NO おかず DAY・英語教育・サーキット、他にも色々園での教育方針にはとても感心し、大変満足しています。 ゆり 

19.  
担任の先生だけではなく、どの先生も子供がかかわる機会がある事。親の顔まで覚えて下さっており、園での様子を担

任以外の先生からもうかがえる事は、とても親としてありがたい。 
ゆり 

20.  勉強のイメージがあったけれど、運動面も力をいれていて、バランスがとれている。 ゆり 

21.  お勉強のｶﾘｷｭﾗﾑもｻｰｷｯﾄも沢山で、大丈夫か不安でしたが、頑張ってこなしている子供達に満足。先生も凄い。 ゆり 

22.  
平仮名をｽﾗｽﾗ読める。ｻｰｷｯﾄで体が丈夫になった。色々な行事を通して、前向きに努力するようになった。（頑張れ

ば、上手に出来て誉められて嬉しいというように。） 
ゆり 

23.  千葉先生はすごいです。親と同じ気持ちで良い所、心配な所を見てくれている。 ゆり 

24.  子供達をよく見てくれる。きめ細やかな対忚をしてくれるので安心して通わせることが出来る。どの先生も笑顔が素敵。 ゆり 

25.  兄弟姉妹全員が同じ幼稚園に通えたこと。 つき 

26.  先生方が子供の様子を良く見てこちらの心配をなくしてくれた事。 つき 

27.  
運動やお勉強などを皆で取り組むという姿勢を学べ、小学校になっても負担なく授業を受けられるのではないかと思う。

先生方がとにかく熱心で安心して子供を任せれることが一番ありがたい。 
つき 

ここはもうちょっと？こんなのあればいいのに？と思う事 
28.  連絡事項のお手紙が分かりにくい時がある。 とり 

29.  手紙が分かりにくい。 とり 



30.  未就園の下の子がいるので、行事の時に託児サービスがあるととてもありがたい。 とり 

31.  津久井幼稚園付属の小学校。学校でこれだけ手厚い教育を受けられたら、子供の可能性がとてつもない位伸びそう。 とり 

32.  HP アルバム写真、毎日全学年撮ってほしい。 とり 

33.  冬場の防寒がどうしてダメなのか疑問。 とり 

34.  

一日参観などで、朝の日課の様子を見ると「遅い子のﾍﾟｰｽに合わせない。早口・つめこみすぎ」などと不満に思うことば

かりでした。でも、園から配られた総幼研のプリントを読んで、そのようにする理由が分かりました。私のような勘違いをし

ている人は多い気がします。先生を誤解されないためにも、教育方針やその理由を何度も保護者に伝えていったほうが

良いと思う。もったいないです。 

とり 

35.  幼稚園で変わったことがあった時は、おたより帳に書いてくれると良いと思う。連絡ノートがあると安心かも。 とり 

36.  ﾍｱｺﾞﾑは黒となっているが、黒っぽいものなら、茶や紺でも良いのでは？ラメ入りとかも。教室に加湿器が欲しい。 とり 

37.  思い当たらない。 とり 

38.  教育内容については、大変満足している。 とり 

39.  直接お迎えに行くとき、行って良い時間が分からない。先生に聞いても、「何時でも良いですよ。」といわれますが・・ ゆり 

40.  ﾌﾟﾘﾝﾄ教材について、もう尐し子供達のﾍﾟｰｽに合わせて進めていけると良い。 ゆり 

41.  ﾊﾞｽに GSP を付けて、～をﾊﾞｽが今通過しました・・という知らせがくるとありがたい。 ゆり 

42.  冬は寒いので、園でおそろいのｼﾞｬﾝﾊﾞｰやｺｰﾄがあると良い。 ゆり 

43.  
決断するﾀｲﾐﾝｸﾞが遅い。前日から雪の予報だったのですから、もっと早く休園するなら休園の決定をしてほしかった。直

前まで行く気満々だったので、なだめるのが大変だった。 
ゆり 

44.  園外保育を増やしてほしい。 ゆり 

45.  今年度は特に変更(遠足･作品展･ｻｰｷｯﾄ・お弁当の保温など)が多くて戸惑った。一度に変えすぎ？ ゆり 

46.  
お買い物ごっこが楽しかった様で、是非又やっていただけると嬉しい。色々な行事があり、忙しいとは思いますが、出来れ

ばどこかで時間を作ってやってくれると嬉しい。 
ゆり 

47.  写真などの撮りなおしがあるので、白い靴下を園に置いてほしい。忘れた時などに借りられると助かる。 つき 

48.  兄弟優先枠があると良い。 つき 

懇談会、器楽演奏会、サーキット参観、作品展について感じた事 

49.  
器楽演奏会、入園当初のことを考えると、この一年であんなにもお行儀よく、立派な演奏が出来るようになったことにとて

も感動した。一年の集大成と言うにふさわしい行事でした。日々の先生方のご指導・ご尽力に感謝致します。 
とり 

50.  
器楽演奏会、小さな体で頑張っている姿には涙でした。年長さんの立派な姿にはさらに涙でした。懇談会での”一言

“毎回ﾄﾞｷﾄﾞｷしていますが、わが子と向き合える機会だと思う。 
とり 

51.  先生方も大変だと思うので、あまり負担にならないと良いなと思う。今のままで大変満足。 とり 

52.  
器楽演奏会の子供の立ち位置がわかるお手紙が分かりやすく、当日便利だった。懇談会の親子ふれあいのしっぽとりｹﾞ

ｰﾑの子供達の笑顔が印象的。こんな参観を増やしてほしい。 
とり 

53.  懇談会で他のお母様のお話が聞けるのはとても良い。 とり 

54.  器楽演奏会では、子供でもこんなに出来るんだと驚き、感動して帰りました。頑張ったわが子を抱きしめてしまいました。 とり 

55.  ｻｰｷｯﾄ参観は、前みたいに、早ﾊﾞｽ遅ﾊﾞｽの様に分けてもらいたい。人数が多いので、見学者を尐なくしてもらいたい。 とり 

56.  懇談会では、他の家の子育てに対する熱心さをすごく感じ、自分も考えさせられた。 とり 

57.  器楽演奏会での園児の配置図は当日にすごく役立って良かった。 とり 

58.  ｻｰｷｯﾄ参観：子供達の一生懸命な姿が、何とも愛らしく、いつも楽しみ。 とり 

59.  器楽演奏会とても素晴しく、感動した。安達先生の司会も安定感があり、すごく良かった。 とり 

60.  器楽演奏会では、自分の子供だけでなく、クラスのお友達やﾊﾞｽのお友達の頑張っている姿を見られて感激した。 ゆり 

61.  
園長先生の「○○ならできる！」毎日言っている。上の子にも言ってあげたら、小学校のテストを頑張って満点とって来

ました。テスト前日「もうだめだ・・」が口癖だったので、良い言葉をいただきました。 
ゆり 

62.  
どの行事も円滑に行われ、職員の方々の準備指導のおかげと頭が下がります。器楽演奏会は子供達の一生懸命な

姿に、また園児とは思えない素晴しい演奏に感動しました。 
ゆり 

63.  
毎回懇談会があると、何を話そうか緊張しますが色々な子供の様子が聞け、参考になり、終わった後良かったと感じま

す。作品展は、いつも朝教室で何をしているのかと尐しのぞけるし、飾ってある作品も見られて楽しい。 
ゆり 

64.  作品展は、以前の方が良い。 つき 

65.  器楽演奏会で歌う歌を家で練習しているだけで、毎回目頭が熱くなった。選曲がとても良かった。 つき 

66.  作品展は正直なくても良いと思う。器楽演奏会は涙なしでは見られない位子供の成長、努力が見られ楽しみな行事。 つき 

67.  懇談会：話すのは苦手だが、あまり無い事なので良い機会。器楽：感動で涙が出た。音楽に触れる素晴しいチャンス。 つき 

お子様の成長の様子 
68.  入園当初と比べて、器楽演奏会はすごく成長を感じ、とても感動した。出来ることが増えた。 とり 

69.  いつの日からか、漢字で名前を書いていたり、お友達につく字が読めるようになっていた。寝つきがよくなった。 とり 



70.  
入園した頃は毎日泣いていたが、今では楽しく過ごせている。大きな声で挨拶したり、生活ﾘｽﾞﾑもつき、色々なことを 1

人でやろうとしている。 
とり 

71.  毎日動いているおかげで、体がひきしまってきた。 とり 

72.  
この 1年ですべて成長した。上の子達も津久井に入れておけば・・と思う位だ。大きな挨拶、身支度、きっと家にいたらで

きなかったと思う。 
とり 

73.  
幼稚園が大好きで、土日を理解できないので、なぜいけないのかと怒る位です。一人で制服を着ることが出来たので、

毎朝楽しい様だ。 
とり 

74.  
友達とも仲良く遊べるようになり、絵を描くこと、歌うこと、踊ること、お手紙を書くことなど様々なことが好きになり、上手く

なった。また、我慢すること、難しくてもチャレンジすることができるようになった。 
とり 

75.  英語の歌、単語も口から出るようになった。 とり 

76.  体力、運動能力が向上して驚いている。 とり 

77.  
毎日持ち帰るﾌﾟﾘﾝﾄ、全てぐちゃぐちゃでした。家では、ほとんど教えていませんが、3 学期に入り、急に数字・文字を書け

る様になった。興味を持ったときの子供の伸びは凄い！ 
とり 

78.  

4 月の入園頃は、バスに乗るときに毎日泣いて行き、教室では隅でお友達の様子をうかがっていると聞き、とても心配に

なった。皆になじめるのか、友達ができるのか、先生からの電話で尐しずつ慣れてきていると思い、尐し安心した。いつか

らか、「クラスで面白いことを沢山してくれています」と言われ、心配しているのは親だけで、友達も沢山できていて、ｸﾗｽ

に馴染んでいるようだった。息子がお友達と仲良くできるようになったのは、親としてとても嬉しい。 

とり 

79.  お家では全く教えていないのに、カタカナの字が 7～8 割読めるようになり、驚いた。 とり 

80.  朝の身支度、食べた後の食器の片付け、言われなくてもきちんとできるようになり成長を感じた。 ゆり 

81.  
脱いだ服はきちんとまとめたり、靴をそろえたり、進んでお手伝いをしてくれる様になった。弟の面倒をよくみてくれる様にな

った。急におねえさんになった気がする。 
ゆり 

82.  家では英語の歌を歌ったり、逆立ちの練習をしたり、本を読むのも早くなった。どれも津久井で過ごしているおかげ。 ゆり 

83.  音楽(ﾘｽﾞﾑやﾊｰﾓﾆｰ)に触れているようで、音楽教室でも“音を聞く力”がすごく伸びたと言われ驚いている。 ゆり 

84.  感謝の気持ちを持つようになり津久井の保育のおかげだと感謝 ゆり 

85.  2 月初め頃は休んでいて、器楽演奏会もどうなることかと心配したが、短時間で全部覚えていたのは驚いた。 ゆり 

86.  
事情があり、年尐が津久井で年中の半分が違う幼稚園だったが、津久井では明らかに「教育がなされている」というのが

はっきり分かった。 
ゆり 

87.  子供が1つずつ自分にもできると自信をつけ、親が1つずつ先生から聞かせてもらう話で心配をクリアしていく事ができる。 ゆり 

88.  
年中で途中入園したときは、泣いてばかりで、親としても不安ばかりでしたが、今は胸を張って｢津久井幼稚園、年長で

す｣と外出先でも元気に言っている。 
つき 

89.  3 年間で集中力がすごくついた。 つき 

在園中のｻｰｷｯﾄを通じ、お子様の体力は？/ＮＯおかずに取組み、食に変化はありましたか？ 

90.  NO おかずでおにぎりを食べているおかげか、普段おかずばかり食べているのに、ご飯の量が増えた。 とり 

91.  体力も日に日につき、ご飯も沢山食べられるようになった。好き嫌いもなくなった。 とり 

92.  年中や年長のｻｰｷｯﾄを見ているので、ブリッジや逆立ちも見よう見まねでやろうとしている。 とり 

93.  
毎日のマラソンのおかげか、体力が確実についているように感じる。幼稚園で体を動かしてくるからか、お腹もすくようにな

った。NO おかずで、私が食事のメニューにパン食ではなく、米食を主食にするなど気をつけるようになった。 
とり 

94.  寒いときでも、外で体を動かしているせいか、とても丈夫になり、風邪をひかなくなった。 とり 

95.  
体力は尐しずつついてきている。風邪もひかなくなった。おにぎりは前から好きでしたが、今はみんなで食べるおにぎりがと

っても美味しいと NO おかず DAY のお弁当はとても嬉しいようだ。 
とり 

96.  白米をたくさん食べるようになった。 とり 

97.  
確実に体力がつき、病気をしても、回復が早くなった。マラソンをいつも楽しみにしている。みんなと一緒のご飯というの

も、大きいのか、家でも残さず食べるようになった。 
とり 

98.  
ｻｰｷｯﾄでの変化は素晴しい。ﾊﾞｽ停まで坂道を通り、約 40 分歩いていけるようになった。毎朝手をつないでスキップして

いる。NO おかず DAY のおかげで、白米を好きになった。以前は、おかずが大好きでしたが、ご飯も食べるようになった。 
とり 

99.  運動能力はよく分からないが、この冬一度も風邪をひきません。 とり 

100.  入園時は、帰ってくると疲れて昼寝をしていましたが、今は帰ってきても夕方まで遊べる位に体力がついた。 とり 

101.  心も成長したのか、いつまでも弟のﾍﾞﾋﾞｰｶｰに乗って楽しがっていたのに、いつの間にか乗らなくなった。 とり 

102.  もともと走るのがすきなので、ｻｰｷｯﾄによって体力はついている。 とり 

103.  「ｻｰｷｯﾄは寒くないの？」と聞いても「走ると暖かいんだよ」と答え、強くなった。 とり 

104.  NO おかず：家族で取り組んでいる。負担が軽減され、夕食もしっかり食べて、おやついらず。 とり 

105.  お茶碗にご飯一粒残さず食べるようになった。凝った料理よりも、ご飯と味噌汁といった素食が好きでよく食べる。 とり 

106.  体を動かす事に積極的になってくれた事が嬉しい。風邪もひきにくくなった。 とり 



107.  
ｻｰｷｯﾄをはじめて、より体力がついた。たまについていけない位元気。ご飯をあまり食べなかった娘が、幼稚園へ行ってか

らお米をしっかり食べてくれる様になった。かなりうれしかった。 
ゆり 

108.  NO おかずのおかげで、お米本来のおいしさやありがたさを子供なりに感じてくれている気がする。 ゆり 

109.  

ｻｰｷｯﾄ：年中になり、尐しずつ体力もついてきて、参加できるようになった。NO おかず：食べるのがのんびりなうちの子で

も、皆と一緒におにぎりを食べられるので、ありがたい。入園前は、ごはんは残しがちで、おかずだけ食べていた。今は家で

もしっかり食べるようになった。 

ゆり 

110.  
寒い中、半袖で頑張る姿。いつでも長袖を着ていいと思い、両方持たせているのに、半袖を貫いている。それでも風邪

を引かないことがすごい！ 
ゆり 

111.  年尐のときに比べ、昼寝しなくなった。走ることも嫌がっていたが、今ではパパが休みの時は兄と 3人でﾏﾗｿﾝに行きます。 ゆり 

112.  
風邪などひいても、一晩でけろっとしていることもあり、1 年で随分丈夫になった。おにぎりの日は具の注文があったが、今

ではごま塩、具なしに落ち着き、家では白いご飯が一番美味いと言ってふりかけ等味付けがなくても食べるようになった。 
ゆり 

113.  在園中の子の体力はまだ？ですが、上の子の体力は明らかに変化があり、2回リレーの選手に選ばれ、ダントツの速さ。 ゆり 

114.  以前はおかずばかり食べて白いご飯を残しがちでしたが、最近はご飯も沢山食べるようになった。 ゆり 

115.  走るのが速くなった。かぜもひかず、ｲﾝﾌﾙにもかからず一年過ごせたのは、日頃の体力づくり(ｻｰｷｯﾄ)のおかげ？ ゆり 

116.  運動嫌いだった娘が、走る事大好き娘に変身した。ありがとうございます。 つき 

117.  
ｻｰｷｯﾄを通じ、走ること事が楽しくなり、親子ﾏﾗｿﾝに参加する事も出来た。親の方も子供と一緒に出来ることを嬉しく

思う。NO おかずは、食細い子供ですが、おにぎりは食べてくれる様になり、嬉しい。 
つき 

118.  年尐の頃は、園庭の中をゆっくり回っていたのに、今では跳び箱も 8 段跳べるまでになった。 つき 

119.  おにぎりが大好きになった。体操服もほとんど半袖で通すことができた。 つき 

120.  

家で逆立ちをしてみたり、自分から体を動かしたいと運動に意欲が持てるようになった。走り方が変だと思っていたが、だ

んだんキレイな走り方になってきている。NO おかずは何より親の意識改革となった。今では朝ごはんはおにぎりが定番。

子供も飽きることなく喜んで食べている。 

つき 

121.  園の休みの日には体力が余っている。逆立ちに夢中です。 つき 

122.  運動しているからか、お弁当は残さず食べて来る。 つき 

123.  他園の子と比べると足が速い。上の子は小学校にあがってリレーの選手に選ばれた。 つき 

先生に一言！応援の言葉、改善の言葉（その一言でスキルアップ） 

124.  
しっかりしている大串先生は、子供にも負けないパワーで毎日笑顔で頑張ってくれている。頭が上がりません。私にもその

パワーを分けていただきたいです。 
つき 

125.  
娘は乙川先生が大好きです。先生は子供のことをよく見ていて、先日も音楽の授業でのことを話され、親が気付かなか

った長所を教えてもらいました。ありがとうございます。 
つき 

126.  布目先生は丁寧に細やかに子供の事を見てくれて、頭が下がります。1 年間本当にありがとうございます。大好きです。 つき 

127.  大沢先生、長男の事だけでなく、次男のことまで気にかけてくださり、本当に嬉しかったです。 つき 

128.  道子先生、息子が大好きすぎて困っています。 つき 

129.  大沢先生、道子先生、幼稚園の先生方には感謝です。娘は先生方が大好きで、また年尐になりたいと言っている。 つき 

130.  
大串先生、パワーを子供達にありがとうございます。この 1年間幼稚園は休まないと言って出て行きました。毎日ｻｰｷｯﾄ

で大串先生を抜かすと言っていた。 
つき 

131.  森崎先生・山崎先生。いつも笑顔で、時には厳しく指導して頂き、ありがとうございます。立派な年長になれた。 つき 

132.  宮下先生、1 年間本当にありがとうございます。娘は宮下先生が大好きです。 ゆり 

133.  
先生 1 年目、社会人 1 年目とは思えない頑張りぶりに感心します。器楽発表会では、涙する先生に、畑中先生が担

任で良かったと思いました。ありがとうございます。 
ゆり 

134.  
畑中先生、本当に 1 年間ありがとうございます。器楽の練習も大丈夫か不安に思っていたら、「私がしっかり教えるので

大丈夫です」と言ってくれ、本当に頼もしく思えました。この 1 年間畑中先生で良かった。 
ゆり 

135.  千葉先生ありがとうございます。先生からの電話が楽しみで、待ち遠しかったです。 ゆり 

136.  

千葉先生のおかげで、もうすぐゆり組ともお別れです。1 年間ありがとうございます。横山先生は担任ではありませんが、

子供の話をよく聞いてくださるようで、お名前を毎日の様に聞きます。色々な先生と交わされる保育システムは親にとって

とてもありがたい。 

ゆり 

137.  
幼稚園ごっこをすると、まっさきに担任の先生の名前を出して、自分の役にしている姿を見るととても信頼して大好きにな

ったんだなぁと思います。 
ゆり 

138.  子供の細かい行動などにも目を配り、子供が園でどの様に過ごしているのか丁寧に教えて頂きありがとうございます。 ゆり 

139.  美咲先生相談するとすぐ対忚して下さり、子供もうれしかったようですし、私も安心しました。 ゆり 

140.  
三上先生 1 年間本当にありがとうございます。娘も私も三上先生が大好きです。頂いた電話でいつも救われました。横

山先生いつも笑顔で話しかけてくれてありがとうございます。これからも忚援しています。先生の笑顔大好きです。 
ゆり 

141.  優子先生 1 年間ありがとうございます。先生と過ごした日々は娘の一番の宝物です。沢山の笑顔で頑張ってください。 ゆり 

142.  一年経ち自信に満ちあふれて、子供達と接している美咲先生を見て感動しました。 ゆり 



143.  親子で先生に元気付けられていました。畑中先生、1 年間ありがとうございます。 ゆり 

144.  夏休みの間は「道子先生に届くように歌う」とベランダから｢道子先生～！｣と娘は先生が大好きです。 とり 

145.  
藤田先生、1 年間ありがとうございます。慎重な性格なため、クラスのお友達と離れたり、泣くことも多かったと思います。

そんなときも優しく接してくれていた先生のことが息子は大好きです。 
とり 

146.  幼稚園に行くのを楽しみにしています。これからも素敵な笑顔で子供達を楽しませて下さい。 とり 

147.  道子先生には本当にお世話になりました。様子をお電話してくださるので、安心して預けることが出来ました。 とり 

148.  
初めての先生が長島先生で本当に良かったです。忙しいはずなのに、沢山お電話も下さって、本当に安心できました。

先生とお話できることが楽しみになっていました。楽しいことり組の一年をありがとうございます。 
とり 

149.  道子先生の元気、本当に凄いと思う。藤岡さん、毎日会釈してくれてありがとうございます。安心して送り出せます。 とり 

150.  どの先生も子供の名前を覚えて頂き、感激。ありがとうございます。電話連絡も園での様子が分かり、ありがたい。 とり 

151.  今野先生が大好きで、先生の話が出ない日はない。ここまで成長したのは先生のおかげと感謝。 とり 

152.  
先生方には言葉では言い表せない位感謝の気持ちでいっぱいです。トイレに失敗しても「いつも頑張っているんですよ」

と親としては何より嬉しい言葉でした。津久井の先生達は、子供にとって第 2 のママです。 
とり 

153.  

鈴木先生、入園当初から息子の性格を見きわめて下さり、細かな変化にも気付いて下さり、大変感謝しています。ひら

がなが書けなかった息子が初めて自分の名前を尐し書いてきた日のﾌﾟﾘﾝﾄに花丸がしてありました。あんなに沢山の園

児がいる中で、その変化を見逃さない鈴木先生。息子も大喜びでした。 

とり 

154.  いつも子供の心に寄り添いながら保育をしてくださり、ありがとうございます。 とり 

155.  長島先生、親子ともに先生が大好きです。いつまでも優しく笑顔でいてください。 とり 

今後幼稚園に希望する事 

156.  兄弟優先枠を作ってほしい。 つき 

157.  特になし。 つき 

158.  兄弟優先入園枠を導入してもらいたい。 つき 

159.  今と同じように子供に寄り添う保育をして下されば、親として特に希望することはありません。 ゆり 

160.  兄弟優先入園制度がほしい。 ゆり 

161.  兄弟の優先入園。 とり 

162.  思い当たりません。今後ともよろしくお願い致します。 とり 

163.  夏の水分補給の強化。お弁当の時間のお茶の量を増やしてほしい。 とり 

津久井のおすすめポイント！幼稚園選びに迷っているママにアドバイス！ 
164.  子供と一緒に親も成長したい方はオススメな幼稚園。 つき 

165.  子供の園での様子が頻繁に見られる事が良い。 ゆり 

166.  
幼稚園は親も子供も不安でいっぱい。でも津久井幼稚園は全てにおいて安心できる。園児たちも先生方もとてもいき

いきしている。これからの子供の成長がとても楽しみです。 
ゆり 

167.  大勢のお友達、きめ細かく見る目を持つプロの先生との毎日で、一年毎に落ち着いた。手を焼く子にも有難い園です。 ゆり 

168.  
先生達がとても熱心で、クラスはもちろん、学年以外の子の名前も覚えていてくれて、さらに兄弟の名前も覚えてくれる

親しみやすい園。 
ゆり 

169.  先生達がとにかく熱心。お任せして不安がありません。 ゆり 

170.  津久井幼稚園は、ほめて伸ばしてくれるので、自信のある幼稚園大好きな子になります。 ゆり 

171.  
運動も勉強も挨拶もかっこよく出来る子になりました。ﾊﾞｽ停での挨拶は半年出来ませんでしたが、今ではﾊﾞｽ中一番

の元気さで先生と私に挨拶をしてくれるようになりました。感動です。 
ゆり 

172.  
他園に通っている子供を持つママ友の間でも津久井の先生方の細かいケアはとても評判です。子供を 3 年保育と 2 年

保育で迷ったが、子供のびっくりする成長を見る事ができ、親も一緒に成長できたと思うので、3 年保育にして良かった。 
ゆり 

173.  津久井幼稚園に子供を入園させてとても満足。体力づくり、ひらがな・数字・本読み英語など自然に身につく。 ゆり 

174.  先生方が園児の名前を誰でも覚える。子供達の様子をよく見ている。 ゆり 

175.  先生達の笑顔がとても良い。ｻｰｷｯﾄで沢山運動をするので体力がつく。ﾌﾟﾘﾝﾄ学習で 1 年生になった時に苦労しない。 とり 

176.  
園長先生をはじめ、先生方が皆素晴しい。子供を誉めて伸ばしてくれ、子供の自信がつくようになった。子供が楽しく通

園できるのは、先生方のおかげ。 
とり 

177.  津久井幼稚園は親も沢山感動をもらえる場所。 とり 

178.  
とにかく、先生がきめ細かに子供をみてくれる所。大人数なので、そこが心配でしたが、小さな変化や成長を見逃さない

先生達がいてくれて、安心して通わせている。 
とり 

179.  月謝が安いのに、手厚く指導してくれる。園児が多くても子供の名前と親が一致しているところは驚いた。 とり 

180.  先生方の頑張る姿は横須賀の幼稚園で一番だと思う。子供の成長を見て、感動できる幼稚園。 とり 

181.  園児が多いので、お友達がたくさんできる。 とり 



転入園前と現在でお子様の成長に変化はありますか？ 

前幼稚園様の教育運営と当園を比較しお気づきになられた点はありますか？ 

182.  
半年だけ横浜の幼稚園に行ったのですが、津久井は子供を「教育している」という感じがした。横浜の幼稚園は子供を

遊ばせて、教育したいならお受験ｽｸｰﾙに行って下さいという感じでした。どうしても津久井と比較してしまいました。 
ゆり 

ご意見 

183.  

ダメと言われても会場まで車で乗りつける人がいるのは、“やった者勝ち！”のような印象を受け、何かﾍﾟﾅﾙﾃｨを与えても

らいたい位だ。皆さん堂々と津久井幼稚園のｽﾃｯｶｰを貼っていて、こちらが恥ずかしくなった。どうして車で来るの？と聞

かれて返答に困りました。 

ゆり 

184.  
器楽の後、先生が涙しながら挨拶してくれた。子供達に優しく、時には厳しくしながら作り上げた演奏会だったからこそ先

生もきっと達成感や嬉しさがあったのではと思い、感動で涙がこみ上げた。いつも真剣に子供達に接してくれて感謝。 
とり 

 
たくさんのご意見ありがとうございました。 
全てのアンケートを拝見しました。なかには私たちが気がつかず、ご叱咤をいただくご意見もあり
ました。ほんの一部ですがご紹介します。 
いただいたご意見を踏まえ今後も「良い環境」を設置しより良い幼児教育を目指していきます。 
  
器楽演奏会時は、自家用車のご利用を控えていただきありがとうございます。 
「一人ひと り の成長」そ れが私たち の喜びです 。 
「教育は共育」 

 津久井浜学園 余郷有聡 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


