
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 26 年度 50 通 つき 8 通 ゆり 16 通 ことり 23 通 なかよし 3 通 

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 

役員様  平成 26 年度 14 通 つき 2 通 ゆり 8 通 ことり 4 通 

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 

成道会について 1：開催前後のお子様の様子。 
1.  当日、はじめての舞台でしたが、予想以上に踊ってくれて、感動で涙が出ました。本人も満足気でした。 なか 

2.  先生にたくさん誉めていただいた様で、自信満々でした。忘れても先生に明日教えてもらえると安心感があったようです。 ことり 

3.  毎日自宅で練習しています。自分以外の演目についても踊っていて、楽しみの様です。 ことり 

4.  初めての成道会で心配しましたが、本番が近づいてくると、家でも歌ったり、踊ったりしていました。 ことり 

5.  家でも一生懸命踊って見せてくれました。本番が近づくと、楽しみな気持ちとドキドキと両方の気持ちがあったようです。 ゆり 

6.  じゃんけんで負けてしまい、希望の演目にはなれなかった様ですが、家族の励ましで気持ちを切り替え、頑張って練習をし

ているようでした。当日は、驚くほど堂々と楽しんで踊っていて、「じゃんけんで負けてもいい事があるね」と話しました。 
ゆり 

7.  開催前は、家でダンスを見せてと言っても尐ししか踊らず心配でしたが、当日息子のダンスを見て心から感動した。一生

懸命で、真正面に踊っていたので、驚いた。開催後、息子の顔は一つの事を達成したとても満足した良い顔をしていた。 
ゆり 

8.  練習もとても楽しく参加していた様子。開催後は、もう成道会の練習しないの？と残念がっていました。 ゆり 

9.  毎日歌いながら踊って見せてくれていました。本番でも堂々と踊ってくれました。成道会が終わった今でも踊っています。 ゆり 

10.  毎日毎日、自分が踊る曲以外もずっと踊って楽しみにしていました。 つき 

11.  楽しみでワクワクするのと、上手に踊れるかなという不安が入り混じっている様だったので、玄関を出る時に、今まで良く練

習を頑張ってきたねと抱きしめてから一緒に出ました。 
つき 

12.  とても楽しみにしていて、帰って来た後もお友達と踊る練習をしていた。姉の DVD を見て本番の踊りもﾊﾞｯﾁﾘでした。 つき 

2：進行について 
13.  役員さんのテキパキとした動きでスムーズに進んでいた。先生達の誘導もスムーズで、子供達もそれに応えていた。 ことり 

14.  園児が飽きない様に先生方が工夫されていて素晴らしい。 ことり 

15.  予定時刻を多尐過ぎても良いので、子供達の衣装が外れないか、もう一度確認するべき。先生が直してくれるのも微笑

ましいが、せっかく覚えたフリが止まってしまうのが可哀相。「僕・私だけ取れちゃった」と思う子もいるのでは？ 
ことり 

16.  予定より早くスムーズな入れ替えで良かった。 ことり 

17.  ホール内は混んでいるので、園庭で待ち時間を過ごしていたが、進行中の演目を園庭にもアナウンスしてほしい。 ことり 

18.  時間通り(むしろ早い位)にすすめられていて、素晴らしかった。先生・役員さんお疲れ様です。 ゆり 

19.  山崎統括主任になって初めての成道会でしたが、とても良かったです。 ゆり 

20.  加藤先生の笑顔がとても良かった。 ゆり 

21.  山崎先生の司会も聞きやすかった。 つき 

22.  今年は時刻も記入されており、実際ほぼ同じペースで進行していてさすがだなと思った。 つき 

3：運営について 
23.  前の「入替席」で参観できるのは、合理的なシステムで素晴らしい なか 

24.  入替席があったので、自分の子の出番の時に見やすい位置で見られて良かった。 ことり 

25.  スタッフ・先生方の準備が良くて、スムーズな運営で良かった。 ことり 

26.  衣装がどれも可愛くて、ソーイングママさん達は凄いなと感心しました。 ことり 

27.  プログラムを前もってくれて、時間も書いてあって良かった。午前午後に分かれていて、駐車しやすく良かった。 ゆり 

28.  あみめきりん：泣いて踊れなかった子に、佐藤先生の寄添いは良かった。最後にもう一度踊らせてあげても良かったかな。 ゆり 

29.  事前に「つき組だより」で子どもの場所が分かるのが助かる。入替席も助かります。 つき 

30.  毎年同じ演目で、正直ちょっと飽きると思っていましたが、年尐・年中組の頑張っている姿と昨年の・・一昨年の我が子の

姿を重ねて懐かしく思いだし、しみじみと成長を感じられた。 
つき 

丸ごと一日参観／作品展 
31.  なかよしも参観したい。昔に比べ、クラスの写真の upが尐なく、本人からの報告も出来ないので、もっと様子が知りたい。 なか 

32.  普段見ることのできない、友達の交流が見られて良かった。 ことり 



33.  朝から参観させてもらった。子供達の日常の姿が見られ嬉しく思った。子供達が次の行動を自分で考えて進めたり、分か

らない子には教えてあげたりと、前回の参観には見られなかった姿を見られた。 
ことり 

34.  好きな時に行けて、好きな時に帰れるので、観に行きやすかった。 ことり 

35.  皆一生懸命に取り組んでいて、成長したな、伸びているなと感じた。 ことり 

36.  普段の様子が見られてとても楽しかった。 ことり 

37.  初期の頃よりも、親を見つけても立って歩くことが無く、かなりの成長を感じられ、凄くうれしかった。 ことり 

38.  午後の部の参観については、必要ないのでは？と思った。 ことり 

39.  一日参観と言っても、午後は特に何もなかったので、今度からは、バスで帰らせるようにします。 ことり 

40.  久しぶりに子供達の様子を見て、成長したと実感した。 ことり 

41.  見られた事で、「～が上手だったよ。毎日～な事をしているんだね」と具体的に褒めることが出来て、ありがたい。 ことり 

42.  こんな風に毎日過ごしているんだな～。とか家に帰って来てから、子供が話すことの内容が分かった。この事かな・・等 ことり 

43.  子供の普段の姿が見られ、とても良かった。幼稚園でこんなに頑張っているので、つまらない事で怒るのをやめようと思う。 ことり 

44.  入園当初に比べ、どの子も成長していると感じた。列に並ぶ・返事、4月には心配した事も、とても上手になっていた。 ことり 

45.  午前で終了して欲しい。車の方は良いが、電車で来た人はお昼をお店で食べなくてはいけない。トイレ等同様です。 ゆり 

46.  日にちを分けてくれたので、駐車場が混まずにありがたい。成道会の練習が見られて良かった。 ゆり 

47.  いつも楽しみにしています。作品についての解説があると、より子供との作品についての話が膨らむ。 ゆり 

48.  毎年ながら、お昼の時間だけ出される意図が分からない。その時間にちょうど成道会の練習があり、見られなくて残念。 ゆり 

49.  幼稚園での一日の様子がわかり、親としても安心できる一日参観だった。先生の大変さがよく分かる。 ゆり 

50.  子供達に声をかけたり手伝っている親がいたが、参観に行っている親は普段の授業の様子を見るだけなのでは？ ゆり 

51.  家では、あまり飛べなかったなわとびを、後とびまで出来るようになっていて、びっくりした 1日でした。 つき 

52.  先生は大変かと思いますが、保護者は嬉しい。 つき 

53.  丸ごと一日参観は授業内容が色々分かってありがたい。 つき 

54.  お昼の 1 時間見られないので、午前中だけの参観でも良い様な気がする。ギャンビル先生の英語を始めて参観しました

が、飽きない様に矢継ぎ早にいろんなプログラムを取り入れていて、子供達も集中していた。 
つき 

55.  20分足らずの作品展は無くしても良いと思う。 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) 
56.  なかよし教室でお世話になっている沢山の先生方に御礼申し上げます。初めは泣いていた娘もおかげさまで登園日を楽

しみにするまで成長し、「自宅では出来ない楽しい事が出来る場所＝幼稚園」と認識しているようです。 
なか 

57.  いつも細やかな心遣いを下さり、とてもありがたく思っています。 ことり 

58.  美咲先生、いつも細やかに見て下さり、安心して見守れています。子供も楽しそうに幼稚園に行けるようになり、本当に

感謝しています。ありがとうございます。 
ことり 

59.  成道会お疲れさまでした。子供達も頑張りましたが、先生方も子供達のためにとても頑張っていただき、本当にありがとう

ございます。日々たくましくしっかりしていく娘を見て、本当に嬉しく思います。サーキットは休みたい日もあるらしいですが、

幼稚園を休みたいと言うことはない位です。毎日大好きな田中先生に会いたい娘を見て安心しています。 

ことり 

60.  とても心配症の私ですが、嫌な顔せず、不安を聞いてくれました。お陰で安心して子供を預けられます。感謝しています。 ことり 

61.  いつも笑顔で、前向きに子供達と接していただき、ありがとうございます。やる気を出させる声掛けをして下さり、我が子もと

ても伸びたと思っています。 
ことり 

62.  電話もいただけて、先生との会話が聞けて楽しいです。 ことり 

63.  担任の佐竹先生、そして園児が過ごしやすい様に支えて下さる先生・スタッフの皆様のおかげで、日々充実した生活が

送れている様です。見えない所での先生方の努力を感じます。これからもよろしくお願い致します。ありがとうございます。 
ことり 

64.  いつも色々な事を指導して頂き、先生のおかげでかなりの成長を感じることが出来ました。本当に先生のおかげだと思って

います。ありがとうございます。3学期もよろしくお願い致します。 
ことり 

65.  成長がとても感じられます。日々の成長を支えて頂いている事に感謝です。先生の真似がとても好きです。 ことり 

66.  お願い事ばかりしていた。私からの無理なお願いを色々と聞いて下さり、感謝の言葉しか出ません。ありがとうございます。 ことり 

67.  丸ごと一日参観で感じましたが、自分のスピードで頑張って成長していると思った。美咲先生ありがとうございます。 ことり 

68.  入ったばかりは、メソメソして泣いてばかりでしたが、加藤先生はいつも優しくよりそって励ましていただき、ありがとうございま

す。おかげさまで、先生とｷﾞｭｰをするのを楽しみに元気に通っています。 
ことり 

69.  つき組の鼓笛のレベル(ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ等)を下げたのにはガッカリ。運動・英語・鼓笛全て上を目指すべき。器楽も"これは出

来ないかも”と思うような難しい曲をチャレンジしてきたはず。特進クラスを作ったから？と思ってしまう。 
ことり 

70.  先生達のご苦労も拝見し、大変なお仕事だと感じています。降園まで休みなしで、動きっぱなしのあので、お身体に気を

つけて下さい。いつもありがとうございます。 
ことり 

71.  佐竹先生はいつもﾆｺﾆｺで本当に優しい。優しいだけでなく、日々の指導もきちんとしている。園での様子もこまめに連絡

をくれています。 
ことり 

72.  宮下先生の明るい笑顔が本当に大好きです。とても素敵な先生です。 ことり 



73.  上田先生笑顔で頑張っているので、応援しています。 ゆり 

74.  川野先生、多数の園児のいる中、ありがとうございます。感謝しています。 ゆり 

75.  あっという間に 12 月で、後 3 ヶ月と思うととても淋しいです。まめに様子を教えて下さるので、子供の成長を実感しながら

過ごすことが出来ました。いつも元気いっぱいの根岸先生。大好きです。いつもありがとうございます。 
ゆり 

76.  息子をはじめ、元気でやんちゃな男の子が多いクラスで、先生も毎日大変だと思います。一人一人に優しく丁寧に対して

下さる先生に感謝。 
ゆり 

77.  上田先生、涙してしまう子供にいつも優しく対応して下さり、ありがとうございます。 ゆり 

78.  根岸先生、1 年目とは思えない位、落ち着いていて、しっかりと日々をこなしている。子供以上に元気いっぱい、頼れる存

在。安心して見ていられます。 
ゆり 

79.  1 日参観で体育指導があり、関口先生さすがだと思った。子供を引き付ける力に感心しました。娘の友達への小さな気

配りも見逃さず、褒めて下さるそうで、千葉先生感謝しています。 
ゆり 

80.  千葉先生、いつもテキパキと安定したご指導、感謝しています。最後園庭での先生のお言葉「お友達皆にもっともっと花

まるをあげたい気持ちでいっぱいです」先生は目頭を熱くされ、声を震わせていました。お友達や私達保護者と同じ気持

ちでいて下さる千葉先生ありがとうございます。皆の気持ちが改めて一つになった瞬間でした。 

ゆり 

81.  いつも元気で頑張る根岸先生、本当に感謝しています。これから、器楽に向けて大変な日々が続くと思いますが、根岸

先生なら大丈夫だと確信しています。 
ゆり 

82.  小嶋先生。いつも丁寧な対応で、凄いです。子供の様子をまめに電話で報告頂き、本当にありがとうございます。 ゆり 

83.  いつも笑顔が素敵な川野先生。大変な事もたくさんあると思いますが、毎日一生懸命頑張っていると感じています。いつ

も応援しています。ありがとうございます。 
ゆり 

84.  川野先生が大好きです。いつもありがとうございます。 ゆり 

85.  園庭の柿の行方を主人と子供が気にしていたところ、おすそ分けいただき、食べられる柿だと知りました。美味しく頂きまし

た。ごちそうさまでした。 
ゆり 

86.  佐藤先生・田中先生いつもありがとうございます。子供は先生が大好きです。 つき 

87.  布目先生は一人一人をよく見て下さっています。担任になって頂いて本当に良かったです。ありがとうございます。 つき 

88.  佐藤先生、いつも明るい笑顔で丁寧な対応、ありがとうございます。卒業まで後尐しですが、よろしくお願い致します。 つき 

89.  坂下先生、いつもありがとうございます。よく子供達の様子を見ていただき、1 年目とは思えない程落ち着いています。根

岸先生バスでいつもﾆｺﾆｺとても元気で気持ちが良い。鈴木一郎さん、いつも手を振って下さり、ありがとうございます。 
つき 

90.  佐藤先生・田中先生ありがとうございます。E組は他のクラスよりやることが多く大変ですが、よろしくお願い致します。 つき 

今後幼稚園に希望すること 
91.  津久井幼稚園は、ミニ動物園を呼んだりはしないのか？今は動物ｱﾚﾙｷﾞｰ等多く、難しいと思いますが、どうかと思って。 なか 

92.  以前、行事のプリントをもらい、忘れてきたのか、なかった時があったので、お手数ですが、都度メールで前日にお知らせを

頂くと助かります。 
ことり 

93.  これからも変わらず熱心な先生でつく幼稚園を盛り上げて下さい。 ことり 

94.  ホールでの貼り紙が黄色い文字だったのですが、暗い所で離れた所から見ると見えづらかった。 ことり 

95.  教育方針、先生方の子供の接し方、大変満足しています。園長先生のお言葉や、迎えの際、参観の際の先生方の接

し方で日々の子育てに役立たせて頂いています。ありがとうございます。 
ことり 

96.  ありません。 ことり 

97.  自然災害に対する備え、訓練等増やしてほしい。  

98.  保育料等減免処置についてメールだけではなく、手紙で欲しかった。 ゆり 

99.  成道会記念 DVD販売の件について。あるクラスで、クラス内メールで数十人の方が一本の DVDを買って、コピーするとい

う話を聞きました。業者の方の苦労も考えず、軽率にこういう行動が出来る。その神経を疑います。こういう人達がいるか

ら、定価も上がっていくのだと思った。 

ゆり 

100.  園外保育（みかん狩り・ソレイユ）の日、本当に楽しそうに帰宅。夜もすぐ寝ました。こういった時間を増やして欲しい。 ゆり 

101.  行事や運営、尐しずつ変わっていると感じます。より良くなることを期待しています。 ゆり 

102.  どの先生もいつも笑顔でハードなお仕事をこなされ、本当にお疲れ様です。これからもよろしくお願い致します。 ゆり 

103.  現状で満足しています。 つき 

104.  行事の前日には、注意事項を簡潔に、メールして頂きたい。手紙のみだと忘れてします。 つき 

役員様のご意見：成道会について  

105.  運動会でもマイクの音が出ないというアクシデントがありましたが、始まる前にマイクの確認はすべき。 ゆり 

106.  衣装を脱ぎ制服に着替え、「ありがとうございます」ときちんとお礼をして、ホールへ帰っていく。そして脱いだ衣装は魔法の

様に段ボールやハンガーに掛けられて行く流れがとてもスムーズでビックリした。3～5 歳の子供達がとても良い笑顔で着替

えて、自分の制服を着ている顔がとてもたくましく、輝かしい眼だった皆の顔が忘れられない。子供の力は凄い!!こんな経験

が出来、役員で幸せ。又あの顔が見たい。来年も役員をやりたくなった。 

ことり 

107.  川野先生の説明(当日)は分かりやすくて良かった。 ゆり 



108.  舞台に飾る壁面を定期的に作り替えてもいいと思う。折りじわがついていたり、破れていて、テープで修整されていたり、遠

くからでは分からないかもしれないが、子供達にとっては晴れの舞台。きれいなものを飾ってあげたい。先生達が大変だった

ら、役員にお願いしても良いのではないか。 

ゆり 

109.  今回着衣を担当しましたが、衣装の見本ファイル(先生の細かいメモ等あって、分かりやすかった)2冊用意してもらえると良

いと思った。2 テーブルで着替えるので、1 つだと見にくかった。 
ゆり 

110.  自分が作った衣装で本番を迎えた子供達を、私もドキドキしながら見ていた。 ゆり 

エプロンママ／ソーイングママ／役員全般について 
111.  人数もちょうどよく、間違い等もなかったので、楽しくお手伝いできました。先生方ありがとうございます。 ことり 

112.  役員になると、子供の園での様子が分かるので、とてもうれしい。一度役員になると、ずっと続けたくなる。子供も「来年も

役員さんして～」と言います。なりたい人が多いので、色々とﾌﾟﾚｯｼｬｰもありますが、この点でもすごい幼稚園だと思う。 
ゆり 

113.  エプロンママは、子供がとても喜んで毎回エプロンママの当番の日を楽しみにしてくれているので、私自身も楽しんでいる。 ゆり 

114.  物作りが好きなので、楽しみに作業出来た。自分が作ったものを子供達が身につけて、踊ってもらえる事がうれしい。(実

際は踊る姿は見られなかったが、写真を up して下さる先生方に感謝)機会があれば、またソーイングやりたい。 
ゆり 

115.  ソーイングママとても楽しくやらせていただきました。 ゆり 

 

スナップ・スナップ：ネット写真販売について ％表示 

  14 13 12 11  14 13 12 11  14 13 12 11 

利用について 1.利用した 52 51 67 71 2.利用なし 48 49 32 29      

今後は 1.利用 56 54 57 61 2.たぶん利用 38 45 30 28 3.旧来 6 1 13 11 

費用について 1.適当 30 56 53 57 2.高い 30 44 47 42 3.安い 0 0 0 1 

 

その他のご意見 
116.  写真が web に up されるまでの時間が長い。 ことり 

117.  自宅にパソコン設置をしておらず、携帯でも大きさオーバーのため見られないということで、写真を見た事がありません。他

の方法での販売があればいいなと思う。 
ことり 

118.  見やすく、利用しやすい。 ことり 

119.  家のパソコンの調子が悪いと、ネットカフェで見たりしないといけないので、不便。 ゆり 

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。 

 

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。 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


