
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 25 年度 39 通 つき 3 通 ゆり 10 通 ことり 19 通 なかよし 7 通 

平成 24 年度 69 通 つき 24 通 ゆり 18 通 ことり 22 通 なかよし 5 通 

平成 23 年度 82 通 つき 19 通 ゆり 22 通 ことり 31 通 なかよし 11 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  

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  

役員様  平成 25 年度 14 通 つき 1 通 ゆり 4 通 ことり 9 通 

平成 24 年度 22 通 つき 7 通 ゆり 7 通 ことり 8 通 

平成 23 年度 26 通 つき 7 通 ゆり 8 通 ことり 11 通 

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.  開催前「がんばります!」とはりきっていた。発表後「楽しかった!」と言っていた。「とけいのうた」を家でも口ずさむようになった。 なか 

2.  当日、父・母・祖母で見に行くこと、一緒に行って、一緒に帰ってくることも楽しみにしていた。 ことり 

3.  家でもミニ成道会をしてくれた。 ことり 

4.  当日ゆり・つき組さんの発表を見て、「今度は○○をやりたい!」と早速目標を決めていた。 ことり 

5.  家でも楽しそうに踊りの練習をしていた。自分のグループの踊りだけでなく、他のグループの踊りを真似て踊ったりしていた。 ことり 

6.  毎日家で練習していました。先生が言ったポイントを細かく説明してくれました。記憶力にびっくりしました。 ことり 

7.  初めての成道会、とても楽しみにしていました。 ことり 

8.  家で練習、披露してくれる事は一度もなく、本番で初めて見ました。とてもしっかり、カッコ良く踊れていて本人達はもちろ

ん、先生達の努力を感じました。 
ことり 

9.  昨年の発表と比較して様々な面で成長を感じ、改めて 3 年保育で良かったと思う。 ゆり 

2：進行について 
10.  大人数の参観でしたが、入替等がスムーズだった。 なか 

11.  安達先生の司会が良かった。 ことり 

12.  とてもスムーズに、アクシデントも上手にフォローして下さっていて、安心して聞いていられました。写真のために少し時間を

つくって下さるのも良かったです。 
ことり 

13.  ｢お家の方見えますか?お家の方に手を振って下さいね｣などと声をかけて下さり、子供や保護者への心配りが嬉しかった。 ことり 

14.  テンポ良く、入替席も流れ良く、とても良かった。 ことり 

15.  スムーズで見ていて気持ちが良い。 ことり 

16.  とてもスムーズで、子供達のお世話をしてくれた役員さん達に感謝です。 ことり 

17.  安達先生の進行、その都度子供達にかける言葉が優しく、聞いていてとても心地が良いです。子供達にも凄く安心感を

与えていると思います。 
ことり 

18.  安達主任の進行が素晴らしい。 ゆり 

3：運営について 
19.  先生達の準備のおかげで、スムーズに進行出来ていて素晴らしい。 ことり 

20.  イスに荷物を置いての席取りは良くないと思う。座る時は詰めて欲しかったです。マナーのない大人を見ると悲しいです。 ことり 

21.  大人数の園児の中、とても進行良く、しっかりと運営されていると感じました。 ことり 

22.  会場の事ですが、両サイドで立ち見をしている方が沢山いて、次の入替を待っている人なのかどうかまぎらわしく戸惑った。 つき 

丸ごと一日参観／作品展 
23.  一日親が見ている事が、とても嬉しい様子で、朝から元気よく楽しい園生活を見る事ができ、とても嬉しく感じました。入

園時から考えると、とても子供の成長を感じました。 
ことり 

24.  お昼を食べる場所を提供していただけると、嬉しいです。 ことり 

25.  入園当初に比べると、とてもクラスがまとまっていて、仲間感を感じました。 ことり 

26.  子供の園での様子や成長の様を見ることが出来て良かった。 ことり 

27.  子供の一日の様子を見る事ができ、とても良い。入園して成長した我が子を見る事ができ、楽しそうな姿を見ると、安心

して幼稚園へ通わせる事が出来る。先生方の一生懸命な姿、子供を導くために努力している姿が印象的でした。 
ことり 

28.  一日中子供達の様子を見られるのは、嬉しいです。 ゆり 

29.  英語の時間が以前より活気があり、楽しそうに盛り上がって見えました。 つき 



お弁当の保温中止について 
30.  なぜ中止になったのですか？知りませんでした。 なか 

31.  続けてほしい。 なか 

32.  お茶が温かければ、保温なしでも良いと思う。 ことり 

33.  良いと思う。考えに賛成です。 ことり 

34.  特に思うことはないです。温める方が不自然。冷たいおにぎりでも、それはそれで美味しさがある。温かい美味しいおにぎり

なら、家で作りたてを食べさせたら良いと思う。 
ことり 

35.  高いアルミ製弁当箱を買わずにすむので、賛成。 ことり 

36.  菌の繁殖の方が怖いので、良いと思います。 ことり 

37.  食中毒などを考えると、中止で良い。 ことり 

38.  温かいと逆に菌が繁殖しそうで、冷たくて良い。 ことり 

39.  ママの手作りお弁当や、おにぎりは愛情がたくさん詰まっていて、いつでもあたたかいです。細菌が繁殖するリスクを考えた

ら、中止もやむをえない。 
ゆり 

40.  子供は、寒い日に冷たいお弁当は嫌だと言うけど、どんな時でも生きるために食べるという考えに賛成です。 つき 

2学期もがんばりました。先生方に一言！応援の言葉、改善の言葉(その一言でｽｷﾙｱｯﾌﾟ) 
41.  先生方がいつも優しく接して下さるおかげで、なかよし教室に通う娘は、幼稚園が大好きです。 なか 

42.  今野先生いつもありがとうございます。丸ごと参観の時のテンポよく進む授業が本当に楽しかった。 ことり 

43.  成道会終了後、先生の挨拶の際の涙を見て、練習の時からずっと見てきた先生の心配は、親以上だったと改めて思い

ました。 
ことり 

44.  笹井先生が大好きで、バスの先生だと知ると前日からとても楽しみにしています。忙しい中、たくさん目をかけて下さりあり

がとうございます。 
ことり 

45.  佐竹先生、いつも本当にありがとうございます。子供も先生が大好きで、「今日のバスのお迎えは佐竹先生だといいな～」

といつも言っています。 
ことり 

46.  一番大好きなのは、美咲先生。他の先生方もとても優しくて大好き！と娘は嬉しそうに言います。優しくして下さってあり

がとうございます。 
ことり 

47.  まめに幼稚園の様子を連絡いただき、今野先生ありがとうございます。通学途中、園バスに会う姉が「宮下先生が手を

振ってくれた！」と嬉しそうに帰宅してきます。 
ことり 

48.  いつも笑顔で、あいさつが良くて本当にこの園にして良かった。「先生がほめてくれた～!!」と子供が笑顔で話してくれ、家で

も園のまねや、先生になりきりゴッコをしています。 
ことり 

49.  子供は佐竹先生が大好きで、誉められた事、怒られた事を嬉しそうに、時は落ち込みながら話してくれます。 ことり 

50.  1 つ 1 つのグループに踊りを教えて、あれだけまとめるには、大変なご苦労があったと思います。子供たち以上に先生に感

謝しています。どのクラスの発表も素晴らしかった。 
ことり 

51.  お孫さんを預けている方が、「全然違う。ここの幼稚園の先生は良いよ」と話していました。 ことり 

52.  毎日毎日の大変さでの「嬉し涙」が素敵でした。そんな先生が息子とママも大好きです。いつもありがとうございます。 ことり 

53.  山崎先生の発言・行動力・観察力・ピアノの上手さにいつも感心します。 ゆり 

54.  息子にとって大串先生は第二の母のような存在です。 つき 

今後幼稚園に希望すること 
55.  英会話力 なか 

56.  来年スタートの英語クラスをぜひもっと本格化して、早く下の学年にもお願いしたいです。 ことり 

57.  成道会の衣装作り、毎回型紙作りに困っている。その年に作ってもらった型紙を寄付してもらい、使い回すと良いと思う。 ことり 

58.  手洗いとうがいの指導をしっかりして欲しい。 ことり 

59.  このままでいてほしい。 ことり 

60.  入園案内、未就園児クラスについての詳細をＨＰに載せてほしい。 ことり 

61.  プリントが分かりにくかったり、重複するのを改善してほしい。 つき 

役員様のご意見：成道会について 
62.  自分の子供の出番には、余裕を持って席に着けたので良かった。 ことり 

63.  いつもしっかり計画して準備をされている先生方には頭が下がります。先生方の負担が大きくないのかが心配になります。

もっと役員に事前に仕事をふって頂いても良いのではないかと思いました。 
ことり 

64.  部屋にモニターがあったので、他の子のも観れて良かった。初めての成道会ですが、先生方が事前にセッティングしてくれて

いたので、戸惑うことなく楽しく出来ました。 
ことり 

65.  子供達の「よろしくお願いします」「ありがとうございます」のお礼のあいさつがとても嬉しかった。 ゆり 

66.  上の子の時は役員をしたことがなかったが、役員になってみて、行事の裏方の大変さがわかり、改めて先生方に感謝。 ゆり 

67.  脱衣のチームワークが良く、テキパキしていてスムーズに出来ました。 ゆり 



エプロンママ／ソーイングママ／役員全般について 
68.  幼稚園の事がよく分かり、サークルにも参加して、楽しく活動出来た。特にサークルでは、幼稚園と保護者の間に立って

考える事ができ、新鮮だった。子供も幼稚園で親と過ごす事を喜んでいたので、良かった。 
ことり 

69.  ソーイングのミーティング日をもう少し早く知りたかった。 ことり 

70.  いつも楽しくｴﾌﾟﾛﾝﾏﾏに参加させて頂いています。お昼の時間だけですが、先生がとても忙しそうにクラス中をフォローして

いるのをみて大変だなと思いました。先生方はとてもよく頑張って下さっていて、感謝で一杯です。 
ことり 

71.  ｴﾌﾟﾛﾝﾏﾏは本当に楽しいです。 ことり 

72.  運動会や成道会に役員としてかかわると、今まで以上に先生方が頑張っている姿が見えました。 ことり 

73.  脱衣担当でしたが、脱衣する始めと終わりに先生と園児が役員に挨拶をする事に感動しました。 ゆり 

74.  エプロンママは毎回とても楽しみ。クラスのお友達が「○○ちゃんのママだ～」と言ってくれるのも嬉しいです。11月のカレーラ

イスは好評だったようで、どの子も完食していました。 
ゆり 

75.  たくさんのママさんと知り合えて、良かった。 ゆり 

76.  運動会役員会がある時に、子供を預かって欲しい。幼稚園の行事のために、延長保育代を払うのはバカらしい。 ゆり 

 

スナップ・スナップ：ネット写真販売について 
  13 12 11 10  13 12 11 10  13 12 11 10 

利用について 1.利用した 20 46 54 37 2.利用なし 19 21 22 31      

今後は 1.利用 19 35 43 26 2.たぶん利用 16 18 20 29 3.旧来 1 8 8 14 

費用について 1.適当 19 31 39 33 2.高い 15 27 29 28 3.安い 0 0 1  0 

 

その他のご意見 
77.  全体の手紙がいつも難しく、何回も読まないと理解できない。 なか 

78.  良い写真があるので、さすがプロ。 ことり 

79.  ダウンロード購入したかったのですが、クレジット決済しかできなかった。クレジット決済以外の方法では無理なのか。 ことり 

80.  特になし。 ことり 

81.  集合写真もデータで買えると嬉しい。 ことり 

82.  ＨＰのアルバム写真を見るのが楽しみ。いつもすぐに載せてくれるので、その日の出来事を知ることができて嬉しい。 ことり 

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いたします。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。 

 

お弁当の保温中止について 2011 年度実施 

 

 

 

上記のように、2011 年アンケート実施の際は、7 対 3 で 温めなくても良いとのご意見でした。今年度は、｢ど

うしても温めて欲しい｣との意見ありませんでした。 

ほぼ全員の方が、子どもの食事は命をつなぐもの。冷たくても食べられるように育って欲しい。温

めることにより弁当箱のふたにつく水分により細菌が繁殖するリスクを避けるため保温は必要ない。「温めなく

ても、温かい愛情をこめてお弁当作ります」とのお言葉をいただきました。 

 

丸ごと参観時、近隣で昼食をとれるところもないので、ホールを昼食会場に開放してほしいとの意見があります。

この時期は、ホールは成道会練習のため、分刻みでクラス割り当てが決まっています。練習して上手なところを

見せたい！お子様、先生方の思いをご理解ください。 

 

賛 成 54 通 

反 対 23 通 

どちらともいえない 5 通 



手紙、メールが分かりにくい。→日々の連絡事項を、言葉でなく、文章で簡略に伝えることはとても難しいです。

最近一層その難しさを感じています。メールは助かる、手紙は丁寧で分かりやすいとのご意見もいただきますが、

今後もよりわかりやすいメール、手紙制作に努めます。ありがとうございます。 

 

ソーイングママミーティングの日程をあらかじめ知らせてほしい 

表記行う場合は後日メールにてお知らせしていましたが、先に日程を設定し、開催否を後日メールにてお知らせ

するように改善します。 

 

成道会発表時、衣裳の乱れを直すために先生が出過ぎ 

お子様の晴れの発表の場です。落ちないよう準備していますが、舞台上のハプニングがあります。その際、園長、

主任の指示で衣裳を直しています。例年に比べ本年度は衣裳の乱れが大幅に減少しました。役員様が細心の注意

を払い準備いただいた賜物と深く感謝します。 

 

アンケート実施の際は、教職員に対し暖かいお褒めのお言葉をたくさんいただきます。そのお言葉がいつも私

たちの励みになっています。今後もご家庭と幼稚園の信頼を深め、ご縁をいただいたお子様の「更なる成長」

のお手伝いをさせていただきます。たくさんのお言葉をありがとうございます。 

 

津久井浜学園 余郷有聡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


