
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 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.  プリントで子供が立つ場所がわかり、とても良かった。 とり 

2.  案内の方は、延期の場合などパターン別に書かれているのがわかりやすかった。 とり 

3.  毎日家でも踊って見せてくれた。大玉ころがしの手のやり方を教えてくれた。とても楽しみにしていました。 とり 

4.  毎日「人間っていいな」を踊ったり、プリントは詳しく書かれていたので、わかりやすかった。 とり 

5.  案内等については、分かり易く良かった。 とり 

6.  雨天の場合の変更パターンが多すぎて分かりづらかった。 とり 

7.  同じ様なお手紙が何枚も来るので、分かりづらい。 とり 

8.  連絡の手紙が多すぎる。簡潔に内容をまとめてほしい。 とり 

9.  案内は細かく分かり易かった。 とり 

10.  細かく案内書きが出来ていて、良かった。 とり 

11.  毎日「タンバリンのカッコいい所見せてあげる」と言って、踊ってくれてとても楽しみにしていた。 ゆり 

12.  案内の手紙も詳しく、子供の演技の位置(組ごとの)も分かって良かった。 ゆり 

13.  家でも一生懸命練習していました。小さな先生になって、私や兄に教えていた姿がすごく可愛かったです。 ゆり 

14.  とび箱を８段跳ぶ！リレーで１位になる！と張り切っていた。組体操の練習でお腹も背中も真っ黒になった体操服で誇

らし気に帰って来た。 
つき 

15.  毎日家や公園で運動会ごっこをして遊んでいました。 つき 

16.  てるてる坊主を作り、楽しみにしていました。 つき 

17.  運動会のお知らせの内容が行き届いていた為、分かりやすかった。 なか 

18.  年々運動会に対する意識が子供ながら高まっていく様子が分かりました。クラス毎に参観するのにベストポジションが分

かり良かった。 
つき 

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) 
19.  進行もとても良くてスムーズだった。 とり 

20.  午前中で運動会が終わってくれるのは、小さい子がいるので、とても助かります。 とり 

21.  会場は初めての場所で、天候の問題といい、色々ご苦労があったかと思いますが、こればかりは、やってみないとわから

ないので、仕方がないと思う。 
とり 

22.  開会式の間もおとなしく立っている姿を見て｢頑張っているんだな｣とうれしく思った。お弁当も天候によって心配する必

要もないので、午前中だけでちょうど良いと思う。 
とり 

23.  いざリズム発表という直前に、お面が切れてから不安になり、緊張が加わり弱気に・・・でも、先生やまわりの方々のおか

げもあり、最後まで楽しめたようです。 
とり 

24.  朝も早く起きて、頑張ると気合が入っていた。 とり 

25.  時間も遅れるどころか、早めの進行でさすが。 とり 

26.  予定時間通り、スムーズな進行とても良かったです。昨年はなかよし組で親子一緒のリズムでしたが、今年は親なしの

リズム、自分の子ながら立派に出来ていた。 
とり 

27.  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの時間設定が分刻みだったので、慌ただしいかなと思ったが、予定時刻よりも早く終わったので、びっくりした。 とり 

28.  お昼がないのは、尐しさみしいですが、今回のように暑くなってしまうと、小さい子達には半日が限界。良い設定。 とり 

29. ｂ 年長組の男子の組体操、素晴らしかったです。 とり 

30.  今日の持ち物は｢ﾊﾝｶﾁ、赤白帽子、水筒、元気ﾊﾟﾜｰ｣と何回も言って楽しそうだった。時間も午前中で終わるので、

お弁当を作らなくていいのは楽です。他園は、親子競技が沢山あって大変と言うけど、数ではなく、内容ですね。 
ゆり 

31.  朝から「今日はお父さんもお母さんも楽しみにしているよ！もじもじせず頑張れるかな」と声かけをしたせいか、始まりから

終わりまで一所懸命取り組む姿が見られて大変満足しました。 
ゆり 

32.  山あり谷ありや徒競争では、前の子供たちがｺﾞｰﾙする前に次の子供がｽﾀｰﾄするので、もう尐しゆとりが欲しかった。 ゆり 

33.  朝の目覚めもよく、先生に言われた通りご飯を食べ、水筒、ハンカチ、ティッシュの準備をすすんでしていました。笑顔が

たくさん見ることができ、とてもよかった。 
ゆり 

34.  感動しました！！何より子供が楽しそうでしたし、演技の内容は最高でした！！ ゆり 

35.  時間もとてもスムーズで素晴らしかったです。 ゆり 

36.  昼食なしで、半日で終わるのは、親は楽で良い。 ゆり 

37.  すごく真剣な姿に感動しましました。時間設定・演技等良いと思う。 ゆり 



38.  年長さんは迫力があった。すごく成長を感じられ良かったです。会場は初めての場所だったことで、ご苦労があったかと

思います。お疲れさまでした。 
つき 

39.  前日とは打って変わり、ワクワクが伝わってきた。「泣いちゃうかもよ～」とか言って、自信満々のびのび取り組んでいた。 つき 

40.  参観エリアで立ってしまう人がいた。係の人が注意しても、また別の人が立っていたりとわからない人もいた。 つき 

41.  毎年内容と演技がいっしょでつまらない。 つき 

終了後(お子様の様子･その他) 
42.  親子競技が楽しかった様です。 とり 

43.  ｢一番楽しかったのは、大玉ころがしだよね。｣とみんなに話しています。 とり 

44.  先生方はもちろんですが、役員のお母様たちも暑い中スムーズな進行がいく様お気づかいいただき感謝します。 とり 

45.  すごく充実した運動会だった。大変喜んでいました。 とり 

46.  何か達成感の様な、やりとげた感じを味わえた様に見えます。楽しかった様です。ありがとうございました。 とり 

47.  親子競技が一番楽しかったと言っていた。最後のスキンシップも良かったです。 とり 

48.  運動会が無事に終わって、午後はゆっくりしたかったのに、「運動会ごっこしよう」と言って、タンバリン隊を踊らされまし

た。園内発表があるので、それまで踊るのかな。 
ゆり 

49.  家までしっかり歩いて帰れました。ごほうびの縄とびがお気に入りの様です。 ゆり 

50.  かけっこ一番になったよ！と嬉しそうにしていました。ごほうびもとても嬉しかったようです。 ゆり 

51.  遊戯やリズム発表を、皆の前で演技した事で自信につながりました。 ゆり 

52.  運動会の練習を頑張ってやりとげたことが大きな自信になったと思う。そして、一生懸命にやる事の大切さを知った。 ゆり 

53.  ｢次の運動会はいつ？｣「早くやりたいな」と言っていて親としても嬉しく思います。つき組さんや卒園生参加の種目を見

て｢かっこいい｣と尊敬のまなざし。子供同士でそういう感情が持てるのも、いいことです。 
ゆり 

54.  本人なりに頑張ったようで、達成感あふれる笑顔でした。 ゆり 

55.  山あり谷ありで、一位になれた事がとても嬉しかったと言っていた。 ゆり 

56.  年尐の頃、泣いてばかりいた頃を思い出しながら、観ていましたが、この３年間頑張って、こんなに成長したのかと思い、

ひとつひとつ泣けました。娘もやり切った感があり、いろいろ自信もついています。 
つき 

57.  いつもは、私か主人どちらかと手をつないで歩くだけですが、家族３人で手をつないで歩いた事がすごくうれしかったようで

「また運動会あるといいな」と言っていた。 
つき 

58.  どの演技(競技)もせいいっぱいやりとげ、(本人は疲れたと言っていましたが)自信にもなったようです。 つき 

わいわい給食・エプロンママ（役員様）について 
59.  毎月なので良い。子供と一緒に頂けるのでうれしい。 とり 

60.  役員で参加した月だけにして、いっしょに食べて子供の様子が見られて良い。 とり 

61.  お友達と同じものを食べる事が楽しいらしく、毎回とても楽しみにしています。是非続けてほしいです。 とり 

62.  毎月楽しみにしています。昨年はママがお手伝いに来る時だけ、わいわい給食にすると言っていた。私もお手伝いに行く

のを楽しみにしています。お弁当を作らなくていいし、クラスの様子が見られるので、うれしいです。 
ゆり 

63.  エプロンママに行ったら、とても喜んでいました。 ゆり 

64.  エプロンママも子供達と仲良くなれて、楽しいです。一日先生みたいで･･ ゆり 

65.  苦手な食品もわい×2 給食だと頑張って食べられるようなので、子供が楽しみにしています。 ゆり 

66.  子供達と同じものを一緒のテーブルで食べる事が出来、クラスの子とお話もできるので、家で「○○ちゃん（くん）」と話に

出来た時「あっ！この子か」と顔が浮かぶので、親としても貴重な時間。 
ゆり 

67.  わい×2 給食とても楽しみにしています。２階でも良い。 ゆり 

68.  わい×2 給食を、例えば週１位に増やしていただけたら嬉しいです。 ゆり 

69.  今年初めて役員をやってみたが、わい×2 でのエプロンママは楽しい。いつもどんな給食なのか、どのように食べているの

か体験できるので良い。 
ゆり 

70.  わい×2 給食に参加できることが、役員の最高の特典。 つき 

71.  毎月楽しみです。エプロンママもクラスの様子が伝わってきて、とても楽しく毎日過ごしているんだなと思う。 つき 

72.  わい×2 給食月１回でちょうど良いペースだと思う。内容も◎。役員様方いつもありがとうございます。 つき 

73.  パン給食の内容が尐ない。 つき 

74.  月１回のわい×2 給食楽しみにしている。 つき 

75.  わい×2給食は苦手な食べ物に挑戦する良い機会にもなっている。お友達が食べていると自分も食べてみようと思うみ

たいだ。 
つき 

76.  幼稚園生活を身近に見られるﾁｬﾝｽで楽しみにしています。子供同士のやりとりや成長が見られてとても楽しい。 つき 

サ－キット参観・｢コミメル等｣について 

77.  日ごろの子供達の園生活を見られるので、ははとして嬉しいです。 とり 

78.  サーキット参観、子供は３日とも来てほしいらしく、大変です。 とり 



79.  コミメル、メール配信ですぐ情報が届くので、助かります。 とり 

80.  子供の成長が見られてとてもいい機会だと思う。サーキットをしっかりやっているのか、不安な部分もありますが、やってい

る姿を見て安心。 
とり 

81.  とび箱８段を跳んでいた年長さんに感動！ とり 

82.  前回のサーキット参観の時は、すぐに疲れてしまって、走るのを止めてしまう様子が見られたのですが、今回は最初から

最後まで元気よく走っている姿を見て、成長を感じた。 
とり 

83.  コミメルいつも助かっています。はじめてのサーキット片づけもがんばっている姿が見られた。 とり 

84.  １学期と２学期とでは、明らかに成長を感じられて、このような参観を設けて頂き、有難い。 ゆり 

85.  子供たちのやる気が伝わりました。つき組さんの８段のとび箱には、毎年拍手です。すごい！！ ゆり 

86.  サーキット参観、今回雨により中止の際、迎えもキャンセルＯＫだったのが、すごく良い。 ゆり 

87.  子供達の体力にはビックリです。わが子も前回よりレベルアップしているのを感じました。 ゆり 

88.  朝から先生方が、ぎんなんを拾ったり、水溜りの水をスポンジで吸収したり・・と子供たちが安全に走るために、そんな事

までしてくださっていることを知ったので、子供達にはがんばって走ってもらいたくて、忚援にも力が入りました。 
ゆり 

89.  開会式・閉会式の練習をする事を事前に教えてほしかった。 つき 

90.  毎日の走りは本当にすごいです。コミメルも、いつも助かっています。 つき 

91.  がんばってマラソンをする子供を見て、感心します。 つき 

92.  日頃のがんばりが良く分かります。参観に行くといつもうれしそうに笑ってくれるので、私もうれしいです。 つき 

93.  日に日にスピード感が増します。３回も回って来てもスピードを落とさず一定のペースで走っていた。持久力が付いたと

感心しました。バテることなく頑張っていて涙が出た。 
つき 

94.  サーキット参観で頑張る子供達を見るのは、とても楽しい。コミメルは忘れている事も知る事が出来て、ありがたい。 つき 

95.  コミメルはタイムリーに情報を得る事ができ、ありがたい。 なか 

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！ 
96.  ９日が中止になり、苦情もあったでしょうが、お天気の事ですし、仕方がないのではと、とても先生方がかわいそうでし

た。いくら仕事とはいえ、園長先生をはじめ、先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。 
とり 

97.  子供の良い所をほめて頂いて、母親にほめられるのとはまた違って、自信になっているようです。 とり 

98.  運動会にしろ、日々の授業にしろ、幼い子供に 1 から教え、あそこまで立派にまとめあげられるのは、厳しいだけではな

く、愛情のある盛り上げ方があると思う。 
とり 

99.  大変なお仕事と思いますが、いつもみなさん笑顔で礼儀正しく気持ちの良い先生ばかりです。本当に感謝しています。

これからも頑張ってください。 
とり 

100.  いつもニコニコの道子先生が大好きです。 とり 

101.  「先生の事大好き」と言っています。ニコニコ笑っているから、だそうです。自分の子供でも精一杯なのに、たくさんの子供

達に目を向けてくれて、笑顔をくれる先生は本当に尊敬します。ありがとうございます。 
とり 

102.  笑顔の素敵な先生を子供は大好きです。子供は正直です。 とり 

103.  １日入園に行った時、下の子の名前まで覚えて下さって感激です。道子先生いつも素敵な笑顔で大好きです。 とり 

104.  １人でも大変な子供達を先生は何十人も・・・いつも「ありがとう」の気持ちで一杯です。子供達は元気な道子先生が

大好きです。 
とり 

105.  先生の子供達に対する愛情に頭がさがります。これからも頑張ってもらいたいと思います。 とり 

106.  「大沢先生大好き」といつも言っています。毎日本当にありがとうございます。 とり 

107.  笑顔で接してくれる布目先生。大好きです。これからもよろしくおねがいします。 とり 

108.  毎日ありがとうございます。感謝を伝えきれないほどです。あたり前の子供の成長は先生達のおかげです。 とり 

109.  毎日忙しい中、一生懸命子供と向き合っている姿に感激です。  

110.  運動会の日の先生方の姿は、親から見て感動しました。特にわが子の担任の先生の姿は、素晴らしく感謝の気持ち

でいっぱいです。 
ゆり 

111.  いつもありがとうございます。元気に挨拶してくれるので、気持ちが良い。先生のステキな笑顔大好きです。ハッピーな気

分になれます。 
ゆり 

112.  先生方の横顔が真剣で素晴らしかったです。本当にお疲れ様です。そして、ありがとうございます。 ゆり 

113.  子供たちをほめながら、大変うまく指導して下さっています。子供は藤田先生大好きです。 ゆり 

114.  藤田先生、いつも本当にありがとうございます。ほんの小さな体調の変化などもよく気づいて下さり、感謝しています。 ゆり 

115.  定期的に電話をいただいて、園での子供の様子を教えてくれるので、とても感謝しています。 ゆり 

116.  どの先生もいつも笑顔で子供の名前を呼んで挨拶してくれ、親にも必ず声をかけてくれます。そんな先生方に子供を

預けていること安心できます。先生方の姿に親としても頑張ろうとﾊﾟﾜｰをもらえます。本当にありがとうございます。 
ゆり 

117.  いつもニコニコ笑顔の先生方素敵です。参観等で見る時の子供たちの集中力には驚かされます。日頃の先生の努力

の賜物だと思います。 
ゆり 



118.  やることが多い中でも、他のクラスの先生も子供の名前を覚えてくださり、掃除も行き届いていて、様々な努力をされて

いる。佐藤先生をはじめ、先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。 
ゆり 

119.  元気いっぱい長島先生が大好きです。 ゆり 

120.  担任の佐藤先生への敬愛ぶりはすごいです。本当に頭が上がりません。 ゆり 

121.  運動会の準備では、５時集合だったとのこと。延期で２回も早起きしなければならず、先生方や役員の方、大変だった

と思います。おかげで楽しい運動会になりました。ありがとうございます。 
ゆり 

122.  とてもがんばりやさんの山崎先生。子供も私も大好きです。ピアノがとても上手。 つき 

123.  森崎先生いつも手を広げて「おいでー」と子供を抱きしめてくれて、ありがとうございます。山崎先生クラスが変わっても、

気にかけてくれてありがとうございます。 
つき 

124.  大変なお仕事と思いますが、どの先生も笑顔で礼儀正しく、子供にも保護者にも接してくださり、気持ちの良い先生ば

かりです。本当に感謝しています。 
つき 

125.  あんなに素晴らしい運動会になったのも、先生方の苦労や努力があったからこそ！感謝の気持ちでいっぱいです。 つき 

126.  今年の猛暑の中子供と一緒に頑張ってくださった先生方、本当にありがとうございます。先生の頑張りについていけるよ

う、役員として母としてｻﾎﾟｰﾄしていきたい。 
つき 

127.  津久井幼稚園に入れた理由は、先生達の素晴らしさ。富田先生大変な時期なのに、いつもありがとうございます。 つき 

128.  E組がとても良い雰囲気なのは、大串先生なんだといつも思っています。先生にへばりついていく（笑）子供たちを見てい

ると先生の人柄の良さが伝わってきます。いつも笑顔で接する先生は素敵。 
つき 

129.  大串先生の無邪気な明るさが子供の気持ちをホワーンとさせてくれている様で、毎日楽しく登園しています。 つき 

130.  乙川先生！娘も私も大好きです。一日一日成長、変化してゆく娘をやさしく見守ってくださり、ありがとうございます。

先生の笑顔素敵です。 
つき 

131.  いつも見ています。先生達が一生懸命、全力で子供たちと接している姿。園舎の隅々まできれいにしてくれて、明日の

子供達が気持ち良く遊べるように。ありがとうございます。 
つき 

132.  親の顔はもちろん、未就園児の下の子も覚えて下さって、とてもうれしいです。 つき 

133.  長島美穂先生に子供も私も元気をもらっています。いつも本当にありがとうございます。 つき 

134.  いつも笑顔で変わらぬ対忚ありがとうございます。サーキット参観の際、水溜りの水をｽﾎﾟﾝｼﾞで何度も吸い取っている

姿を拝見し、感動しました。 
つき 

ホームページに期待すること 
135.  「まる津」ももちろん拝見している。 とり 

136.  これから幼稚園にと思って閲覧する親御さんもいらっしゃるので、費用などの細かい部分も載せた方が良いのでは。 とり 

137.  携帯写真をもう尐し増やしてほしい。 つき 

138.  たくさんの写真いつもありがとうございます。 つき 

139.  たくさん写真を撮ってくれるのはありがたいのですが、クラス名もしくは、学年名を掲載してくれると見やすい。 つき 

今後幼稚園に希望する事 

140.  在園児の兄弟・姉妹の入園手続きが、スムーズに行えるようにしていただきたい。 とり 

141.  安心してお任せできます。 とり 

142.  判断ミスで申し訳ないと園長先生が涙ぐんだのを見て、心を打たれました。本当に子供たちの為に一生懸命にしてくれ

る事、親として嬉しく思う。３人とも津久井幼稚園に入れて良かった。 
とり 

143.  今後も子供達のために『共育』して下さい。 とり 

144.  園長先生をはじめ、先生方みなさん、がんばっている姿が伝わってきます。 とり 

145.  入園願書できれば、兄弟の優遇があると良い。 とり 

146.  十分です。成長させて頂いています。 とり 

147.  いつも熱心なご指導に感謝しております。今後とも変わらぬご尽力でご指導をお願い致します。 とり 

148.  入園希望する園児さんが増えているようですが、今のような丁寧なご指導は変わってほしくない。大変なお仕事でご苦

労も多いかと思いますが、ﾍﾞﾃﾗﾝの先生の丁寧な(園児 1 人 1 人に対し)指導の仕方はなくさないで欲しいです。 
ゆり 

149.  今のままで良い。 ゆり 

150.  今のままで充分です。 ゆり 

151.  講演会よりも、参観の方が短いのが残念に思う。正直、講演会はいらないのでは・・・。 つき 

152.  これ以上希望することは、ありません。 つき 

153.  園長先生が良いと思った事は良いと思います。基本を変えず新しい事を取り入れてゆく・・・期待しています。 つき 

154.  願書の兄弟枠を作って欲しい。 つき 

155.  園長先生、先生方が常に子供達のため、子供たちにとって、思い考えて親と共に子供の成長を喜んでいて下さる姿

勢を感謝しています。ありがとうございます。 
つき 

156.  なかよし・たけのこ優先受付にさらに兄弟優先受付があるとありがたい。 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。 
157.  大きなトラブルもなく、絶好の運動会日和で子供達のうれしい顔がたくさん見られて、良かった。 とり 

158.  初めての運動会で、何をしたら良いか心配でしたが、先生方や先輩ママのアドバイスがあり、動きやすかった。先生方

の大変さ、頭が下がります。 
とり 

159.  遣い終わった道具をどんどんトラックに運んでいたので、早く片付けが終わって良かった。校内に停めた車の中でタバコを

吸うのはやめてほしい。子供が近くを通るので、あぶない。 
ゆり 

160.  校庭内で「たばこ」を吸っている親がいた。しかも「スタッフ」の腕章をつけていた。 つき 

161.  用具係をやりました。声かけをしながらだったので、スムーズに皆で協力できたと思う。 つき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

本年は例年以上に沢山のご意見いただきありがとうございます。 

一部だけですが、お答えします。 

Q.雨天の場合は体育館を借り実施できないのか？ 

A.不可能です。理由はたくさんありますが もしも体育館で転倒したら 土の上での転倒より怪我は大きくな

ります。また津久井小学校様の体育館では全員を収容できません。大きな体育館を借りられたとしても雨天

だから急きょ体育館に場所を変更して実施する準備時間もありません。 

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.自家用車で来てはいけないのにどうして来場するのか？ 

A.10/9 小学校裏へパトカーが出動する事態となりました。マナーとモラルをお守りいただき始めて気持ちよく

行事進行できます。今後も保護者様のご理解ご協力をお願いします。 

Q.シャトルバスで幼稚園から小学校まで送迎して欲しい？ 

A.不可能です 全員を送るためにどれくらい時間がかかるでしょう？またバスの運行に手がとられては運動会

の準備も進みません。申訳ありませんが不可能です。 

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。 

Q. HP ｱﾙﾊﾞﾑにクラス名を載せ見やすいようにして欲しい。 

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… H22 H21 パソコンで… H22 H21 

ほとんど毎日 １２ １３ ほとんど毎日 ９ ６ 

４～５日 ４ １１ ４～５日 １５ １８ 

１～３日 １６ １１ １～３日 ２１ ２３ 

ほとんど見ない ３０ １９ ほとんど見ない １６ １４ 



A.答えは不可能です クラス名は津久井浜学園関係者のみ知っています。例えば｢つき 1 組の○○の家族が事

故にあいました。すぐに子供を親戚の者が園に迎えに行きます｣と電話があっても｢つき 1 組｣は幼稚園にあ

りません。不自然と判断し事件を未然に防げます。クラス名を公の場に出す事は懸命ではありません。 

9 日は 遠方から来る祖父母様 順延日は仕事の方 子供たち先生方の｢盛り上がった気持ちのまま運動会を

実施したい｣との気持ちに押され 天気予報で 9 時ころからは雨雲がなくなるという午前 6 時の予報で実施

判断しました。批判のメールは 3‐4 件だけでした。校門で皆様を見送ると ｢ご苦労様｣｢ありがとうござい

ます｣と励ましのお言葉をいただきました。運動会終了後の「まる津」を見て温かいお言葉もいただきました。

色々な面で支えられている事に感謝します。 

 中には 2 日連続で祖父母と昼食を食べられた 雨の中の散歩も楽しかったです 判断に迷い一番辛かった

のは園長先生だったでしょう とのお言葉もいただき 応援してくださって本当にありがとうございます 

運動会役員様よりいただいた意見は、運動会実行委員長に渡しました。次年度以降の参照にします。 

 


