
  

 

 

 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 

つ き 25 12 16 13 

ゆ り 22 32 11 19 

ことり 10 31 27 20 

不 明 0 0 0 2 

  

津久井浜学園にお子様が通園

して 

‘１３ ‘１２ 100％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 31/53% 33/44％  

満足 23/40% 26/34％  

良かった 4/7% 14/18％  

もう一歩 0/0% 1/0.01％  

まだまだ 0/0% 1/0.01％  

 

特に満足したことは 

アンケート総数 58 通              

1.  ひらがな、英語を家で教えなくても覚えてくること。 とり 

2.  先生と設備、教育内容のレベルの高さ。教育方針と内容。おにぎりの日の実施。 とり 

3.  お参りなどで、「静」の時間をすごしているおかげで、静かにしなければいけない状況がわかるようになってきたところ。 とり 

4.  先生方が一生懸命指導してくださっていることが、ひしひしと伝わってくる。 とり 

5.  ｻｰｷｯﾄで毎朝体を動かすことで、子供の体力・気力が養われたように感じる。 とり 

6.  文字に興味をもち、日記をつけられるようになった。 とり 

7.  漢字を真似して書いてみたりすることが好きで、椅子に座って机の上で何かを書く習慣がついた。 とり 

8.  子供が楽しくうれしそうに園の話をしてくれる事。先生やお友達との関わりで多くの事を学べた。 とり 

9.  食事中、物を指差し、英語で教えてくれた。 ゆり 

10.  子供の成長、やる気によりそって教育してくれる事。 ゆり 

11.  指導もその専門(体育・絵画・英語・器楽)の先生が教えて下さるので、子供の成長が全然違う。 ゆり 

12.  先生方が素晴らしい。ｻｰｷｯﾄ参観の時、ﾏﾗｿﾝで最後のお友達に先生が「拍手をお願いします」と言っていて良かった。 ゆり 

13.  器楽の練習や絵画指導・体育指導等、専門の講師が教えてくれるところ。 ゆり 

14.  担任の先生はもちろん、他の先生方、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰさんも名前を覚えてくれて、愛情たっぷり接してくれる。 つき 

15.  
教育に対して熱心なところ。頻繁にお便りに育児に関する資料を載せているところ。親としても成長できるものがたくさん

あって、気になるものは、トイレなど目のつく所に貼って、意識するようにしています。 
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 

16.  
一年間、ほぼバスが遅れていた。お迎えに行く方も忙しい中行っているんです。待ち時間が無駄です。「○ﾊﾞｽ～を出ま

した」などのメールがあれば、行く目安もつき助かります。 
とり 

17.  お知らせの文章が分かりにくい事がある。 とり 

18.  お店屋さんごっこを復活してほしい。 ゆり 

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 

19.  
人数が多いのに、いつもｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬせず、とてもｽﾑｰｽﾞに進行されていて、毎回驚かされます。作品展などを見に行くと、

子供の成長を感じます。 
とり 

20.  
懇談会で、お友達のお母さんが子供達の良い所を言って行くところが良かった。緊張しましたが、普段あまり言わずにい

る事を発表し、改めて子供達の良い所を確認出来て良かった。 
とり 

21.  
器楽では、どの子も先生も一生懸命で感動しました。短い期間であれだけの演奏が出来るように指導して下さった先

生方に感謝します。特にゆり組さんの“やまと”は迫力がありました。 
とり 

22.  

行き帰り、公共交通を使うこと＇先生のおっしゃったことを守ること（を含めての教育的な行事なんだと思いました。運動会

の時も思いましたが、親が規則を守らないのに、子供に先生の言うことを聞きなさいと言うには無理がある。幼稚園はｻｰ

ﾋﾞｽ機関ではなく、教育期間ですから、これからも親も含めて教育して頂けたらと思います。 

とり 

23.  「子供ほめほめ大会」はびっくりしたけど、とても良い事だと思いました。まさに「共育」!! とり 

24.  発表会等、進行もｽﾑｰｽﾞで入替席もあるので、平等に見る事ができる。 とり 



25.  器楽演奏会では、安達先生の進行、子供達にかける言葉が優しく、気持ちが良い。 とり 

26.  
定期的に子供の成長を見られるので、とても分かりやすく、ｶﾘｷｭﾗﾑがたくさんで大丈夫かなと思っていても、ﾃﾝﾎﾟよく教

えて頂け、毎回驚きと感動があります。 
とり 

27.  懇談会は、他の父母の方の考え等が聞け、良い機会だと思う。 とり 

28.  参観に行くたびに成長している姿に感動。 とり 

29.  
園長先生に勧められた日記を 4 才になった今月より始めました。予想以上に前向きで驚いています。続けていけるよう

ｻﾎﾟｰﾄしたい。 
とり 

30.  頑張っている姿を見ることが出来、満足。 とり 

31.  
子供の様子を見る機会がたくさんあって良い。ｻｰｷｯﾄ参観では、以前出来なかった事が出来るようになるのがわかりま

す。器楽演奏会も素晴らしかった。 
ゆり 

32.  懇談会は、みんな参加していたので、ビックリしました。これも三富先生の人望だと思います。 ゆり 

33.  
2 回延期になったにもかかわらず、出席率がすごく良くて驚きました。皆さんのお話は参考になる事が多いので、話をきく

のは楽しみです。 
ゆり 

34.  器楽演奏会、安達先生の進行は安心。何かあってもやさしい対応で和む。 ゆり 

35.  作品展の絵がどんどん上手くなっています。 ゆり 

36.  ｻｰｷｯﾄ参観は山門のﾏﾗｿﾝが圧巻です。 ゆり 

37.  器楽演奏会では、献花・献灯・献香から涙してしまいました。ありがとうございます。 ゆり 

38.  懇談会では、皆の前で話をすることは苦手ですが、色々なお話が聞ける良い機会です。 ゆり 

39.  器楽演奏会の安達先生の司会・進行がとても上手で、園児・保護者への配慮ある声かけ。ありがたかったです。 ゆり 

40.  懇談会、話すのは嫌ですが、他のお母さん達の話が聞けて、いつも出席して良かったと思います。 つき 

41.  懇談会は、他のお子さんの様子もよくわかり、話を聞く事ができ、とても楽しくためになりました。 つき 

42.  
遠足は、子供のｲｷｲｷとした元気で楽しそうな姿が見られた事。子供を通して、お母さん達とたくさんの話が出来た事が

とても嬉しかった。 
つき 

お子様の成長の様子 
43.  1 人で着替えたり、家に帰って来て「勉強する」と言って字を書く練習をしたり、机に向かう時間が多くなりました。 とり 

44.  何事にもチャレンジする姿が嬉しい。 とり 

45.  作品展に飾ってある作品が、どんどん上手になっていて、成長したと感じます。 とり 

46.  
出来ることもたくさん増えましたが、何より周りの家族に対して、感謝の思いや気持ちを素直に言葉に出してくれる事が

嬉しいです。 
とり 

47.  しっかり座ってやっていたので良かった。他の子より遅いけど、みんなと同じようにやっているので安心しました。 とり 

48.  何に対しても自分からやってみようとする姿勢が育った。園長先生お勧めの日記も毎日楽しく継続しています。 とり 

49.  
ものすごく成長した。ｻｰｷｯﾄで大人数にもまれ、たくましくなりました。ｽﾃｰｼﾞに立つ機会が増え、目標に向かって頑張る

ようになりました。 
ゆり 

50.  行事をこなしていくたびにやりとげたよろこび、自信につながり成長していたのを感じます。 ゆり 

51.  ひらがなもたくさん書けるようになった。色々な文字に興味を持った。 ゆり 

52.  
誰よりもﾏﾗｿﾝで一番になりたいといつも言っています。休みの日に私と 2㎞程の距離を休むことなく走りました。動くことが

大好きです。 
ゆり 

53.  
「一番ラン」のおかげで、家でもお風呂から出た後に「一番に着替えする」「一番に歯磨きする」「一番になる」という事を

喜びに思っているようです。 
ゆり 

54.  字を書くことも嫌だったのに、最近は「日記」を始めるようになりました。 ゆり 

55.  脱いだらたたんでしまうなど、自分から出来るようになりました。食べた食器も片付けます。 つき 

56.  
遠足とても楽しかったです。2 人で出かけることも、ｽﾞｰﾗｼｱも息子にとっては初めてで、はしゃいで、ぐったりでした。広い

広場で先生と一緒に写真を撮れた事もよい思い出になりました。 
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？ 

57.  幼稚園で沢山運動をしているおかげで、風邪をひかなくなりました。 とり 

58.  お米をいっぱい食べるようになった。おにぎりが大好きになり、おにぎり=お弁当なので、お出かけの時も持って行きます。 とり 

59.  
1 日中外出をしてもﾍﾞﾋﾞｰｶｰを使わなくなった。おにぎりが大好きになり、小腹が減ると「おにぎりが食べたい」とすぐに言っ

てきます。 
とり 

60.  好き嫌いなく食べてくれるようになりました。 とり 

61.  体を動かす楽しさや爽快感は感じていると思う。 とり 

62.  体力がついてきた。 とり 

63.  しっかり座ってやっていたので良かった。最近は前転が出来るようになったので、嬉しくて毎日の様にやっている。 とり 

64.  ｻｰｷｯﾄを通し、「もっと早く走れるようになりたい」「とび箱や鉄棒をもっと練習して上手くなりたい!」と言うようになった。 とり 



65.  年尐の時より丈夫になり、走るのが好きになった。 ゆり 

66.  体力がさらについて昼寝をすることはなくなりました。 ゆり 

67.  冬でも幼稚園では半袖を着ていますが、風邪をひきません。 ゆり 

68.  
暑さ寒さに関係なく毎日行うｻｰｷｯﾄでﾌｯﾄﾜｰｸが軽くなりました。NO おかず DAY は大好きなおにぎりを 2 つ食べられる

ようになり、ﾊﾟﾝよりお米が大好きになりました。 
ゆり 

69.  
親がほとんど教えていないのに、逆上がりが出来るようになった。ﾏﾗｿﾝﾁｬﾝﾋﾟｵﾝになりたいようで、目標を持って毎日がん

ばっている様です。「一番ラン」の試みも良いと思います。 
ゆり 

70.  
走るのが速くなった。体を動かすのが大好き。いつも半袖、風邪をひかなくなった。家でエアコンをつけていると、すぐ「あつ

い」と言う。 
ゆり 

71.  体力は UP している。苦手なかけっこや運動も、家や公園で練習したいと娘から進んで頑張っています。 ゆり 

72.  
走るのが速くなり、体力もつき、背もこの一年でずいぶんと伸びました。パンが好きだったが、最近の朝食は「ごはんがい

い」と言われるようになりました。 
ゆり 

73.  
北下浦ふるさとﾏﾗｿﾝ大会では、昨年初めて参加しましたが、同じ年齢の子の中でも速かったようで、また今年も楽しみ

にしています。 
ゆり 

74.  「おなかすいた～」のおやつはおにぎりを食べさせています。お菓子の量も減るので良いと思う。 ゆり 

75.  
No おかず DAY 母親にとってとてもありがたい。おにぎりを多めに作り、朝食にも出しています。このおにぎり作りのおかげ

で、下の子も朝食におにぎりを食べてくれるようになりました。 
ゆり 

76.  風邪をひきにくくなり、薄着にもなりました。遠いところまでも歩いて行く体力がついた。 ゆり 

77.  ｻｰｷｯﾄを始めて、風邪をひかなくなりました。体力もついて、おにぎりをたくさん食べるようになった。 ゆり 

78.  知らないうちにブリッジが出来るようになっていて、驚きました。縄跳びや鉄棒にも積極的に取り組んでいる様です。 ゆり 

79.  喘息気味な娘は、この 3 年間で症状が出なくなった。 つき 

80.  風邪をひかなくなりました。すごく強くなったと思う。鉄棒が上手になりました。 つき 

81.  
あきらめずに次に～次に～のチャレンジ精神?が見えてきました。ご飯が好きになり、今では、ごはんとおかずをバランスよく

食べています。 
つき 

82.  負けず嫌いながんばりやさん。ｻｰｷｯﾄを通じてやる気・元気 100％になりました。 つき 

83.  ご飯が苦手だったのに、進んで食べるようになりました。 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） 

84.  日々ご指導、感謝しています。 とり 

85.  
いつも優しく接してくれている今野先生。先生のお話を聞いていると、園での様子が手に取るように分かります。子供も

私も今野先生が大好きです。 
とり 

86.  

今野先生 1 年間本当にありがとうございます。ちょっと心配事があると、他の先生方と一生に気にかけてくださり、様子を

連絡してくれ、とてもありがたいです。今野先生のおかげで、1年間元気に通えたと言っても過言ではありません。とても感

謝しています。 

とり 

87.  
美咲先生、1 年間温かく見守って下さり、ありがとうございます。行事で常に良いものを作り上げようという気持ちが感じら

れ、おかげで子供の素敵な所を沢山見る事が出来ました。ありがとうございます。 
とり 

88.  先生達の笑顔が大好きです。美咲先生のクラスで良かったです!! とり 

89.  
佐竹先生 1 年間本当にありがとうございます。「佐竹先生のﾋﾟｱﾉが上手だから、私もﾋﾟｱﾉ弾きたい」といつも家で練習し

ています。しりとりも“さ”がつくと「佐竹先生」です(笑)子供が先生を大好きでいてくれて、親として安心しています。 
とり 

90.  
明るく元気な先生ばかり。忙しい中、子供達 1 人 1 人に目を配り、声をかけ、自宅に電話して下さり、ありがたいです。

この幼稚園で過ごせる時間は、子供達にとって、すごく幸せだと思います。 
とり 

91.  

美咲先生 1 年間ありがとうございます。先生のおかげで楽しく幼稚園生活を送れました。先生が子供達にとても慕われ

ているのが良く分かります。子供達のやりとりを見ているだけで、心が温かくなります。本当にありがとうございます。毎日安

全運転をして下さる沼田さん。いつもありがとうございます。 

とり 

92.  人生で初めての先生が笹井先生で良かった。娘の初めてをいつもｻﾎﾟｰﾄして下さり、ありがとうございます。 とり 

93.  先生の元気と笑顔で、泣かないで行くことが出来ました。 とり 

94.  今野先生、小さな子供の変化にも気づいて下さり、安心して任せられました。年尐?と思うほどクラスもまとまっていた。 とり 

95.  先生方の励ましの言葉に親子共々成長出来た一年でした。 とり 

96.  先生からの電話は嬉しかった。 とり 

97.  先生達の笑顔で決めた幼稚園。間違いありませんでした。 とり 

98.  
佐竹先生の一生懸命なご指導。見ていると伝わってきます。ありがとうございます。バスの運転手(12 号車)新倉さん?と

ても感じが良く、子供達にも大きな声で挨拶をしてくれて嬉しいです。 
とり 

99.  
加藤先生は、いつも笑顔で子供も大好きと言っています。ありがとうございます。園長先生は、参観や行事ごとに役に立

つお話をして下さるので、ありがたいです。 
ゆり 

100.  三富先生、1 年間ありがとうございます。行事のたびに涙していて、それだけ一生懸命に取り組まれたのだと感じます。 ゆり 



101.  三富先生、優しく上手に子供達をまとめてくれ、親子で大好きです。先生のおかげでより幼稚園が大好きになりました。 ゆり 

102.  どの先生もとても熱心で、預けるのも安心です。 ゆり 

103.  分からない事等、電話で問い合わせるとすぐに対応してもらえて助かります。 ゆり 

104.  
三富先生、毎日やさしい笑顔で子供に接して下さり、ありがとうございます。毎日笑顔一杯で帰宅する子供の様子を

見て、私は安心して三富先生にお任せ出来ました。ゆり 5 組で本当に良かった。 
ゆり 

105.  行事を欠席しても、運動会でいただける絵本をわざわざ自宅まで届けて下さって、感激でした。 ゆり 

106.  
加藤先生の一年間ありがとうございます。不安定な時期もあり困りましたが、先生に思いきって相談した事で楽しく登園

できるようになり、私自身の不安も解消されました。本当に感謝しています。 
ゆり 

107.  いつも一生懸命な恵先生!!これからも頑張って下さい!!応援しています。 ゆり 

108.  山崎先生大変お世話になりました。 ゆり 

109.  
幼稚園に山崎先生がいてくれると思うだけで、私の心が落ち着きます。山崎先生の叱る時もほめる時も参考にさせても

らっています。 
ゆり 

110.  
布目先生、一年間お世話になりました。大きい声と元気がとりえの息子は布目先生の笑顔が好きです。子供の良い部

分をほめてもらい、伸ばしてくれた布目先生。ありがとうございます。 
つき 

111.  
長島先生。みどり階段のお掃除ありがとうございます。靴下で歩く所なので、毎日真っ黒。本当にありがたいです。バスの

送迎も誰よりも元気で笑顔。これからも頑張って下さい。 
つき 

112.  大串先生 1 年間本当にありがとうございます。優しくて、涙もろいうちの子が芯の通った子に成長しました。 つき 

113.  内田先生、1 年間お疲れ様でした。娘も先生が大好きです。よく見て下さって、感謝しています。 つき 

今後幼稚園に希望する事 

114.  年長の特進クラスに興味があるので、見学できると参考になります。 とり 

115.  このまま「質」を維持してほしい。 とり 

116.  特にありません。 とり 

117.  モーニングクラスを利用させていただき、ありがたく思っています。 ゆり 

118.  園が考える事をどんどんやったらいいと思います。 ゆり 

119.  裸足保育は、子供に良さそうでやって下さりうれしいです。 つき 

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！ 
120.  朝のｻｰｷｯﾄとおにぎり弁当の実施。この 2 つが一番の決め手になりました。先生方のあいさつ＆笑顔が気持ち良い。 とり 

121.  どの先生も笑顔が素敵で優しいです。ほめて伸ばす方針が良いと思う。 とり 

122.  
先生方が皆明るく楽しそうに子供と接してくれているので、子供も幼稚園で先生に会うのがとても嬉しい。ほめて伸ばし

てくれるので、すくすく育ちます。 
とり 

123.  
早生まれで心配があった入園ですが、津久井幼稚園は本当に全面的にサポートして下さるので、3 年保育を絶対オス

スメします。子供の成長はすごいです。 
とり 

124.  
2 年保育で入れようと思っていましたが、3 年保育で入れる子が多い。泣かないで行ったり、あいさつがしっかりできるよう

になって、しっかりしてきたので、3 年保育がおススメです。 
とり 

125.  
年尐さんが多いので、「あまり 1 人ずつみてもらえないのでは」と尐し不安でしたが、幼稚園に入って心配する必要がなか

ったと感じました。たくさんの先生方に見守られている安心感があります。 
とり 

126.  学力・体育・音楽・絵画全ての力がつくので、津久井に通っていれば、特別な事をしなくても良い。 とり 

127.  
先生を見比べてください。笑顔・元気日本一です。仏教の教えに基づいていることも良いと思う。教え方にブレがないの

で、教育ばかりに走ることもなく感謝の心や人の温かみも学べます。 
とり 

128.  

津久井幼稚園の子は姿勢が良い。先生方の方をまっすぐ見てカードをやっている風景にはいつも驚かされます。小学校

に行ったらざわざわしていて津久井でせっかく習慣づけた集中力がもったいないと思ったが、幼稚園で集中力がしっかり身

についたおかげで、上の子は今もやると決めた事への集中力はすごいです。参観が多い事、家での様子とは全く違う子

供の成長をした点を実際にたくさん目にすることができる。絵画・体育・英語など、お勉強園と言われたりするが、子供

達は楽しみながら取り組んでおり、お勉強とは感じていないように見えます。子育てに関する講演会、親も勉強になり、

ありがたいです。子供だけでなく、親も一緒に成長できる 3 年間になる。週 3 の NO おかず DAY 親の負担も減り、あり

がたい。毎日のｻｰｷｯﾄ、朝の運動をして発散｢動｣、クラスで「静」カードなどの流れは本当に良いと思います。 

ゆり 

129.  器楽やｻｰｷｯﾄのﾏﾗｿﾝも幼稚園児とは思えない位。「これでいいや～」ではなく、「ここまでやれる」を引出してくれる。 ゆり 

130.  よく電話をしていただき、幼稚園での様子が聞けてうれしい。小学校へ行くと、きちんと先生の話を聞いている子が多い。 ゆり 

131.  園長先生の熱意!！説明会を聞いて、「この先生にお任せしたい」と思いました。他の幼稚園とは“アツサ”が違います。 ゆり 

132.  幼稚園に行く事が多いので、子供たちの成長を身近で見られます。 ゆり 

133.  

遊びだけではなく、いろいろな分野をとりいれてバランスがとれている。何事にも一生懸命で、やる気のある幼稚園なの

で、やる気ある子供に育つ。何でも頭に入る小さい頃だからこそ、色々できる事はとても良い。ｻｰｷｯﾄ、他の幼稚園では

ないので、体力作りにも良いし、体育嫌いも尐なくなる。 

ゆり 

134.  ｻｰｷｯﾄで体力アップ!英語にも力を入れており、親では教えられない事も覚えてくる。 ゆり 



135.  
「どの子も伸びる」その言葉を信じて津久井幼稚園を選びました。この 3 年間急成長しています。お勉強も運動もお任

せできます。 
ゆり 

136.  
私は料理が苦手で、キャラ弁どうしよう・・と思っていましたが、作らなくていいと思ったら、気が楽になったし、朝の余裕が

あって子供の事をたくさんしてあげられます。 
ゆり 

137.  午前保育が尐ない。朝も帰りも預かってくれる。そして何より、先生方が良い!! ゆり 

138.  入園してみると、その良さが分かる。 ゆり 

139.  

これだけのイベントを毎年やっている、幼稚園はやはり津久井ならではだと思います。後は、やはりｻｰｷｯﾄ!あの走る姿は

圧巻です。歌声・返事・見どころ満載な授業参観。上の子が小学校へあがる時、私の方が不安でした。私自身も幼

稚園に守られていたのだと痛感しました。津久井にずっといたいけど、ここでの学んだことを自信につなげて小学校という

大海原へ親子で飛びだせます。 

ゆり 

140.  
津久井は家では経験できないようなたくさんの事が経験できる。息子は幼稚園でたくさんの経験の種を植えてもらいまし

た。この先大きくなって、どの種が芽を出し、花を咲かすかな?これからの成長も楽しみです。 
つき 

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？ 

141.  なし  

ご意見 

142.  「横峯式」とても良いです。家でも出来ることは実戦中なので、とてもありがたいです。 とり 

143.  
下の子にもいつも手をふってくれるバスの運転手さんが、下の子も大好きです。ﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾗｽ利用させてもらってから、寒

い日でも園児のために洗車・掃除をしてくれるおかげで、園バスはいつもﾋﾟｶﾋﾟｶです。運転手さんありがとうございます。 
ゆり 

144.  
毎日 UP される HPの写真に、クラス全体の写真が増えているようで嬉しいです。1人 1人の写真も良いのですが、たくさ

んのお友達と写っている様子を見られると嬉しいです。園長先生の撮った写真もいつも綺麗で楽しみです。 
ゆり 

 

津久井浜学園幼児教育運営にご協力いただきありがとうございます。 

たくさんのご意見重ねて御礼申し上げます。 
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。 
  

教職員に対し高い評価をいただきましたこと、改めて御礼申し上げます。 

器楽演奏会を開催する文化会館スタッフ様より毎年お褒めのお言葉をいただきます。 

以下文化会館スタッフ様のお話しです。 

マナーがいい 

他園が利用するときよりも駐車場の問題はじめそのほか混乱なくスムーズに行える。そして保

護者様は幼稚園に対し協力的だと評価いただきました。 

一人一人のお子様は、器楽演奏会には しっかりと発表が出来ました また自身の発表だけで

なくお友達の発表に対し 大きな拍手をして応援もできました 3～5 歳の子供たちが 3 時間

も騒がずに応援できるのは津久井幼稚園ならではないでしょうか 

素晴らしい家庭環境 素敵なご家族 幼児教育への取組 それぞれのご家庭の取組が 津久井

浜学園に集結することにより よい風紀風土が生まれ 「更なるお子様の成長」につながりま

す。どうぞ今後ともよろしくお願いします。 

 
「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 
 
 
 


