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ことり 27 10 31 27 20 
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津久井浜学園にお子様が通園

して 

‘１４ 

 

‘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 29/49% 31/53% 33/44％  

満足 24/40% 23/40% 26/34％  

良かった 5/8% 4/7% 14/18％  

もう一歩 0/0% 0/0% 1/0.01％  

まだまだ 0/0% 0/0% 1/0.01％  

 

特に満足したことは 

アンケート総数通       59 通              

1.  勉強（あいうえお、英語、数字）、身支度が一人でできるようになった。 とり 

2.  2 万円の入学金。制服等の使い回し OK。物を大切にする精神が共感できる。 とり 

3.  
先生方の対応。全ての先生があんなに沢山園児がいるにも関わらず子どもや両親の名前や顔を覚えているのは本当

にすごい。どの先生も愛情いっぱいなので本当に信頼できる。 
とり 

4.  運動、勉強など、まんべんなく色々な事にチャレンジする機会を与えていただける。園での様子をマメに連絡いただける。 とり 

5.  
一番になりたい！！とくやしがる姿を見た時に津久井を選んでよかったと思った。がんばっている姿を見てると本当にたくま

しくなった。 
とり 

6.  英語、絵画、運動など先生の指導がちゃんとしている所。毎日のリズムがきっちり分けられている所。 とり 

7.  先生たち全員が子どもの顔と名前をしっかりおぼえているのはすごい。 とり 

8.  
先生が本当に親身になって子どもの事を考え接して下さる事。先生からもらう電話で親へも色々こまかい事まで話してく

れたりして、親の不安も一緒に軽減してくれた。本当に感謝。 
とり 

9.  体力もつき文字、数字、英語への興味もわいた。 とり 

10.  どんなことをしているのか分かる所。HP のアルバムでも毎日見られる所。 とり 

11.  ひらがな、英語に興味を持って家でもたくさん学んでくれた。 とり 

12.  
運動する時は思いっきり体を動かし、机に向かう時は集中している、めり張りのある生活が身につき良かった。年少さん

でも先生の指示に従ってきっちり行動できている事がすばらしい。 
とり 

13.  日記をつける事、寝る前の本読みなどの大切さを教えてもらった事。 ゆり 

14.  英語教育！英語に関心もなかった我が子も幼稚園に入園し、英語が大好きになった。 ゆり 

15.  頑張れば一番になれると信じ、何事にもチャレンジする事。 ゆり 

16.  担任の先生から細かな電話連絡（園での様子などを伝えて下さる所）。 ゆり 

17.  
先生方にたくさん褒めていただいているので自信がついたようで、できなかったことができるようになった（鉄棒や縄跳び

等）。字も上手に書ける様になった。 
ゆり 

18.  
ひらがなカタカナ、家で教えなくても園で学んでくれるのでありがたい。先生方も子どもの名前を覚えてくれて生徒数多い

のにすごい。 
ゆり 

19.  お米が好きではなくパンばかり食べていた子が、おにぎりやのりごはんが大好きになりたくさん食べるようになった。 ゆり 

20.  
参観の機会が多い事。子どもの様子をたくさん知れた。サーキット、器楽、運動会、鼓笛などで何事にもチャレンジする

精神が養われた。先生方の対応がいつも気持ちが良い。 
つき 

21.  

子育てのアドバイスをたくさん頂けた事。ほめる事、スキンシップなど、大事な事を教えて頂き、3 年前に比べて驚くほど成

長を感じる。行事を通じて様々な経験をさせていただくだけでなく、人間として心も体も大きくなった。同時に園長先生を

はじめ、他の先生方、講師の先生方には、親として勉強をする事ができ、幼少期の大切な時期に津久井幼稚園で過

ごせて大きな財産になった。 

つき 

22.  
サーキット、英語、絵画、体育指導など多彩なカリキュラムで充実した園生活を送れた。参観の機会も多々あり、子ど

もの様子も間近で見ることができとても良かった。 
つき 

23.  どの先生もとても熱心に子どもに関わって頂けた事。細かな子どもの変化に気づいて下さり、良い所を更に伸ばしていた つき 



だけた事。 

24.  
毎日のサーキットで体力随分ついた。帰宅後も外で元気に遊べる。外出中に「もう疲れた」とか「歩けない」等言わなくな

った。 
つき 

25.  教育方針 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 
26.  一年通してプールの授業があるともっと満足。 とり 

27.  ここはもうちょっと？の部分はありません。 とり 

28.  お便り、プリントが見づらい。 とり 

29.  夕涼み会のようなイベント、老人施設の方々との交流。 とり 

30.  月謝があがってもいいので先生の数を増やしてほしい。 とり 

31.  
月水金のパン＋牛乳＋ゼリーで 280円は高すぎる。毎日給食にしてほしい。歯みがきをしてほしい。延長保育の際もバ

スで送ってほしい。 
とり 

32.  先生とメールのやり取りなど出来たら、親も連絡しやすかったり、先生の 1 日 3 件の電話ノルマなど無くせて良い。 ゆり 

33.  「お店屋さんごっこ」の復活。 ゆり 

34.  お誕生日会の日は誕生日会全ての子の親が一緒に給食を食べても良いという機会があったらうれしい。 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 

35.  
こんな小さいうちから本物の楽器に触れ、あんなに立派な舞台で発表が出来るということは大変貴重な行事。本人も

大舞台で発表したことが自信につながった。 
とり 

36.  器楽演奏会で合奏の配置図を頂けるのはすごく参考になり助かる。 とり 

37.  プロ仕様の楽器を使う事の大切さを共感する。 とり 

38.  
懇談会の子どもの成長を発表する場面、みんなの前で発表する必要性があるのでしょうか。親睦を深める為ですか？

ほかの家庭の子どもの成長の様子を知ってほしいからでしょうか？この様なアンケート用紙での解答で良いのでは？ 
とり 

39.  
器楽演奏会ではあれだけの人数で心を一つに合わせて曲を演奏したり、一生懸命に声をはりあげて歌っている姿に心

打たれた。作品展では形になっていなかった人物像などが月日が経つとともにどんどん上手になっていて成長を感じる。 
とり 

40.  
器楽演奏会は一年間の行事の中で一番成長を感じ、感動。まさか年少さんまで楽器を演奏すると思っていなかったの

で、先生方は本当に大変。こんな事までできるんだなぁと、とても感慨深かった。 
とり 

41.  入園当初は絵が苦手で全然かけなかったのに、回数を重ねるごとにどんどんうまくかけるようになってきた。 とり 

42.  
サーキット参観、作品展など参観の回数が多く、家では見られない子どものがんばっている姿が見られてとても良い。子

どもも私が見に行くのを楽しみにしている。 
とり 

43.  懇談会で子どもの事をほめるというのははずかしい気もしますが、とてもいい事。改めて自分の子の良さがわかった。 とり 

44.  
器楽演奏会での先生たちの対応が本当にすばらしかったです。毎日の業務も大変の中、てきぱきと動く姿。懇談会の

話し合いはお互いの子の事を知るいい機会。 
とり 

45.  クラス懇談会は良かった。同じクラスのママと交流できる機会。器楽演奏会は皆頑張っていて見ていてとても感動。 とり 

46.  器楽演奏会では大きな会場に響く大きな歌声や、小さな体で大きな楽器をひく姿に感動。 とり 

47.  作品展は子ども達の努力が感じられどれもとても良い作品だった。もう少したくさんの作品が飾られるともっと良い。 ゆり 

48.  
懇談会、私はとても好きです。同じ年の子がどんな様子か分かるので、次はうちの子にもこういう事をやらせてみようと思

ったりいつも楽しみにしている。 
ゆり 

49.  懇談会の子どもの良い所は、その子の親さえ知っていれば発表することないのでは。 ゆり 

50.  目標に向かって努力している子どもの姿が見られ、親も応援したくなるし、園に行く機会も多いので様子がよくわかる。 ゆり 

51.  

器楽演奏会の開園前に 2階の広いフロアまで通されたときに、横に広がるように指示される。後ろに並んでいた人が前に

なってしまったりと順番が多少ですが前後してしまう場合がある。早朝から頑張って先頭に並んでいたのに順番をぬかさ

れてしまいすごく不愉快。3階へと上がる階段でまた幅が狭まるのに 2階のフロアで横に広げて並ばせる必要はあるのか。 

ゆり 

52.  懇談会は少し恥ずかしい気もしましたが、いろいろなお話が聞けて参考になりました。 つき 

53.  懇談会、ほかのお母さん方の話を聞ける良い機会なので毎回参加している。 つき 

54.  器楽演奏会、マナーが悪すぎる。演奏中に DSやスマホ。子どもだけでなく大人まで。演奏している園児に失礼。 つき 

55.  器楽演奏会では毎年難しい曲にチャレンジして、立派な楽器で子どもも先生も真剣に取り組む姿は感動の一言です。 つき 

56.  
遠足ではすごく良い思い出を作る事ができた。兄弟がいる為二人きりでお出かけする事がそれまでなかったので、遠足で

は普段見ることのできなかった子どもの楽しそうな様子が見れて私もとても嬉しかった。 
つき 

57.  
年長さんの器楽の発表は本当に感動し、涙が止まらなかった。遠足では久しぶりに手をつないで長い距離を歩いた。大

きくなった手、疲れを知らず歩く姿に子どもの成長を感じた。 
つき 

58.  

遠足での集合写真を、ズーラシア到着後すぐに撮ってもらうか、帰りの集合時間前に撮ってくれた方が、園内を回る時

間が増える。昼食後待っている時間がもったいなかった。 

 

つき 



お子様の成長の様子 

59.  

9 月に満 3 歳で入園した頃に比べると驚くほど成長した。今は「早く幼稚園に行きたい！」「サーキット楽しい」「お友達と

遊ぶ」と毎日幼稚園に行くことを楽しみにしている。そして言葉も驚くほど話せるようになり、プリントをやっているおかげで

字を書く楽しさを覚えた。 

とり 

60.  
入園前はできないとすぐに泣いたり助けを求めていたが、自分のことは自分でやろうという意欲が芽生え、出来ることが少

しずつ増え成長を感じる。 
とり 

61.  

一年でこんなに成長するんだと驚くくらいの成長。勉強面ではひらがなやアルファベットを読めたり、ひらがなも少し書ける

様になった。生活面でも、自分ひとりで何でもがんばってやる様になったり、弟に対しても優しくなり面倒見が良くなった。

ありがとうやごめんね、ママ大好きといった様な自分の気持ちを以前より良く伝えてくれる様になり、うれしい。 

とり 

62.  

内気な我が子が園ではお友達がたくさん出来、毎日一番になりたいと家に帰ってきてからも練習をしている姿はすごいな

と感心。ひらがなも園で習ってきた字を自宅に帰ってくると書けるようになるまでひたすら書き続け、今では手紙を自分で

書けるまでに成長した。 

とり 

63.  
一年がたち入園した頃に比べるとあいさつ、体力、食事の量、どれをとっても本当に成長。昨年に比べ熱も出さなくな

り、なんといっても一番になりたい！と強く思うようになった。 
とり 

64.  幼稚園が楽しいと言ってくれており安心して任せられる。先生も優しくて好き、と言っている。 とり 

65.  やっていいこと、悪いことを考えるようになりました。お友達とのコミュニケーション能力が上がりました。小さい子にやさしい。 とり 

66.  心も体も大きく成長した一年。幼稚園のお友達や先生方が多く関わった事で豊かに成長できた。 とり 

67.  
途中入園からの 3 か月ちょっとの間に出来るようになった事がたくさんあった。鉄棒の前まわり、文字の読み書き、鍵盤で

きちんと一曲弾けるなど、あっという間にできるようになった。 
とり 

68.  
日々の小さな出来たことも先生方が気づいてほめて下さり、日常にも反映されとてもありがたい。先生に毎日「ありがと

う」と言ってもらえている様で家でも「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えてくれる様になった。 
ゆり 

69.  

漢字検定 10 級を受験し合格。毎日園で机に向かう、プリントに取り組むという基礎の基礎を教えて頂いているおかげ。

文字が読めることで読書が大好きになった。図鑑で海の生き物、危険生物、毒のあるもの、植物、鳥・・様々なものを

調べている。 

ゆり 

70.  
母が教えてもなかなか覚えない事も、幼稚園で先生に教わったりお友達がやる様子を見ていろいろ覚えたようで出来る

事もずいぶん増えた。 
ゆり 

71.  
日記を始めた事により字が上手になった。約束を守って、バスから降りてからも帽子、カバンを必ず家まで自分で持って

帰り、所定の位置に戻してくれる。 
ゆり 

72.  ひらがなの文章が通園しているだけで読めるようになった。 ゆり 

73.  他の子に負けたくないという気持ち、意欲が目立ってきた。一生懸命努力すると結果がついてくる事を感じている。 ゆり 

74.  なかよしから入り想像以上の成長をした。 つき 

75.  
色んな事に対して前向きに失敗を恐れずどんどん挑戦するようになった。がんばっていろんな事ができるようになり、その

一つ一つの積み重ねで自信がどんどんついてきた。 
つき 

76.  着替えが早くなったり、あいさつがしっかりできるようになった。 つき 

77.  

園長先生の日記の勧め。本当にやって良かった。字が書けるうまくなるの他に、生活態度、様子にも変化が表れ、今で

はお風呂上りには何も言わなくても自ら机に行き日記を書くという習慣。やるときにはやる！という静と動の区別がつけら

れるようになった。 

つき 

78.  津久井幼稚園の教育レベルが高く、感謝。 つき 

79.  
遠足のとき、お友達と一緒に園内マップを道に広げて「今ここだからオカピまではこう行けばいいんじゃない」と相談しながら

行動している所をみて、成長したなぁと思った。友達と協力する力がついていてとても嬉しかったし少し感動。 
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？等々 

80.  
体を動かすからか米をよく食べるようになり、おかずのありがたさを身につけたのか、残したり大食いしなくなった。おにぎりは

シンプルな米＋塩のみ！なので米と塩にこだわり作っている。 
とり 

81.  鉄棒の前まわりがいつのまにかできるようになっていて驚いた。 とり 

82.  
4 月のころは、帰りのバスで寝ていたり、帰宅後に疲れからグズる事がよくあったが、2 学期の辺りから寝ている事は減り、

帰宅後も機嫌よく遊ぶようになった。寒さにも強くなり、体力がついているのが目に見えてわかる。 
とり 

83.  

筋力があがった。女の子だが腹筋が割れている。体つきも筋肉がついてがっちりしてきた。走るのが大好きな子になった。

入園前はご飯をあまり食べてくれず園でおむすびを食べてこれるか心配だったが、毎日残さず「おいしかったよ」とお弁当

箱の中身をピカピカにしてきてくれるようになり、今では毎日よく食べる。 

とり 

84.  

入園して半年くらいは風邪ばかりひいていたが、帰宅後に昼寝をする事もほとんどなくなり、体力がついてきた。入園当

初は食が細く心配していたが、今では大きなおにぎりをお弁当に入れても、キレイに食べてくるようになった。白米が好き

になって量もたくさん食べるようになった。 

とり 

85.  
入園前に比べて本当に体力がついた。冬場の病院通いの回数がめっきり減った。No おかずに取り組み始めて更にお米

が好きになった。 
とり 



86.  サーキットでの運動で足腰は強くなった。 とり 

87.  サーキットのおかげで体力がつきました。抱っこマンでしたがたくさん歩いても抱っこと言わなくなった。 とり 

88.  

とても広い園庭でおもいっきり走り、複数の道具を使ってのさまざまな動きをとる事で、体も大きくなり風邪ひいても完全

にひかず子どもの体力でもちこたえられる様になった。サーキットする事で風邪にまけない体力を手に入れた。いっぱい動

いて空腹になる事で幼稚園のおにぎりはほとんど残さず完食。おにぎりがごちそうに変化している。 

とり 

89.  一番ランのおかげか三学期に入ってから「早く走れるようになりたい」と言うようになった。 とり 

90.  
入園前は時期的なものか食が細く（好き嫌いが激しく）困っていたが、今では野菜（食べられるもの）もよく食べ残さず食

べようとがんばっている。 
とり 

91.  
入園当初は走るのが疲れるし抜かされるから嫌、なんて弱音をはいていたが、最近では走るのが大好きなようで普段も

よく走っている。 
とり 

92.  
入園当初は小さなおにぎりを食べるのもやっとだったが、今ではお弁当箱いっぱいの大きなおにぎりを食べられるようになっ

た。 
ゆり 

93.  
跳び箱が 7 段を跳べるようになり本人も自信がついた。できない子にみんなで合わせるのではなく、クリアしたら次々難し

い課題にチャレンジできるのも津久井の良さ。 
ゆり 

94.  体力 UP につながっている。いつの間にか出来る事が増えている。おにぎりのおかげで食べる量が増えている。 ゆり 

95.  
毎日のサーキットで風邪をひかなくなり体が丈夫になった。走るのも早くなってきた。小さいころから米があまり好きではな

かったが、今ではおにぎりや白いご飯が大好きになっておかわりをする。 
ゆり 

96.  
おにぎりが苦手だった子どもが今では「大好き」になった。偏食気味だった息子が少しずついろいろなものを食べてくれるよ

うになった。 
つき 

97.  No おかず Day によってパンよりご飯が好きになりました。 つき 

98.  
体力は確実についたし、運動能力もものすごく up した。8 段の跳び箱を跳べるようになった。マラソンチャンピオンをとりた

いがために休日もランニングをがんばるようになり、根性、上を目指したいという貪欲な気持ちがでてきた。 
つき 

99.  毎日マラソンをしていたことで、喘息気味でしたが薬を飲むことが少なくなった。 つき 

100.  

公園に遊びに行くと必ず言う言葉は「走る競争をしよう」。走る事が大好きで、公園で遊んだ後も、お昼寝することなく、

姉たちが宿題をやる横でプリント学習にも積極的。食事ではいつもご飯だけを先に食べ、おかず→野菜（サラダ）やお味

噌汁へ進む。ご飯だけでも味付けもなしでモリモリ食べている。 

つき 

101.  おかずが無くてもおにぎりで一回の食事になると学んだ。 つき 

102.  跳び箱も 8 段跳べるようになった。走る事で自分自身毎日自分の成長を感じているようだ。 つき 

103.  
入園当初華奢だった身体が、今ではしっかりと筋肉がつきたくましくなった。風邪もひきにくくなった。お米の良さを知り、パ

ンはほとんど食べなくなった。 
つき 

104.  親も毎日お弁当で大変だな・・と入園前は思っていたが、おにぎりの日が週 3 日あるので負担になりません。 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） 

105.  

鈴木先生、3歳児で入園した娘をいつも気にかけてくれてありがとうございました！人見知りの激しかった娘でしたが鈴木

先生が何回も声かけて下さったおかげで色んな人（お友達）ともお話できる子になりました。 

山崎先生、娘が 9 月から入園を迷っていた時、たくさんアドバイスを頂き背中を押して下さって本当に感謝しています。

入園させて本当に良かったです。 

とり 

106.  親以上の「大人の人」として子ども達の脳に記憶され「人」のモデルとなってることと思います。 とり 

107.  
すごくニコニコ元気で園児と楽しそうに接している先生、親でも子どもの相手は大変なので、先生方の苦労ははかり知れ

ません。 
とり 

108.  
三富先生、本当に息子を大事に大事に共有してもらって嬉しかったです。田中先生、息子の事、本当に大変な苦労

があったと思いますが、最近何も言わない息子が「田中先生に教えてもらった」と言っていてびっくりしました。 
とり 

109.  
田中先生、三富先生が担任で本当に良かった。優しく共感してくれる先生のおかげで落ち着いた毎日を送れています。

ありがとうございます。田中先生や三富先生の様に優しく芯の強い人間になってほしいです。 
とり 

110.  

佐竹先生、一年間本当にありがとうございました。病弱でお休みが多く先生にたくさんのご心配、ご迷惑をおかけしてしま

いました。それでもいつも優しくお気遣いいただき、子どものフォローもたくさんしていただきました。こまめに連絡をくださった

り、参観の時も愛情深く接して下さる先生をみて安心して子どもをお任せする事ができました。他の先生方も、皆さん愛

情を持って接してくださっているのが伝わってくるので、本当に良い先生方ばかりで素晴らしいと思います。 

とり 

111.  

佐竹先生の笑顔と声かけのおかげで幼稚園が大好きな子になりました。お友達との関係で悩んだ時期もありましたが、

先生のサポートで本人が自分で問題を乗り越えられました。先生からの電話での園での本人の様子は家では見せない

一面の発見でもありとても新鮮。 

とり 

112.  

笹井先生、マイペースですぐにあきらめてしまう娘に根気よくやればできる！という事を教えてくださりありがとうございまし

た。甘えん坊だった娘も今では頼りになるお姉ちゃんへと成長してきました。まめに園での様子をご連絡いただけたので一

年間不安もなくお任せできました。 

とり 

113.  佐竹先生、いつも優しくご指導頂きありがとうございます。 とり 



114.  
加藤先生、一年間本当にありがとうございました。先生のおかげで毎日楽しく泣かずに通うことができました。何もできな

かった入園時に比べて今ではひらがな、数字、絵も上手に書けるようになりました。 
とり 

115.  
鈴木先生には本当にお世話になりました。担任の先生でなくても、子どもの名前を覚え、積極的に声をかけて下さり感

謝。 
とり 

116.  
鈴木先生半年間お世話になりました。モジモジしていてなかなか先生に話しかけられなかったようですが家では「好き」っ

て話していて先生がお休みすると本当に心配していました。 
とり 

117.  どんな時も全ての先生が元気にあいさつしてくれ、それだけで楽しくすごせ、送る親も安心でき、感謝でいっぱい。 とり 

118.  
いつも優しくかわいい佐竹先生。ていねいに分かりやすく話をして頂いた。先生に笑ってもらえるのがうれしかったよう。一

年間お世話になりありがとうございました。 
とり 

119.  
美咲先生、一年間本当に本当にありがとうございました。何の心配もなく日々園に送り出すことができるのは美咲先生

をはじめ先生方のおかげです。 
とり 

120.  

笹井先生、熱心にご指導頂いたからこそ、短期間に立派に発表できたと思う。時には厳しくご指導頂いた時もお電話を

頂き、とても愛情を感じた。親子とも大好きです。一年間本当にお世話になりました。ありがとうございます。500名近くい

る園児、クラス、学年関係なく、全ての先生が園児の名前だけでなく親御さん、卒業生も覚えていて下さりとても親近感

を感じる。 

とり 

121.  クラスだけではなくゆり組をまとめひっぱっていった千葉先生、一年間ありがとうございました。 ゆり 

122.  上田先生、一年間本当にありがとうございました。 ゆり 

123.  
どの先生も大大大好きで心から尊敬し信頼している。もちろん親も同じ気持ち。師からものごとを教わる際、この気持ち

が何より大切。自然とそういう気持ちにして下さる先生方には本当に感謝。 
ゆり 

124.  

千葉先生ありがとうございました。入園当初親子ともども不安もたくさんあったが子どもも千葉先生が大好きになり、「今

日千葉先生と○○のお話したんだ」など園での出来事をたくさん話してくれるようになった。先生にほめられて帰ってくると

とても嬉しそうにしていた。千葉先生で本当によかった。 

ゆり 

125.  川野先生、一年間本当にありがとうございました。お忙しい中何度も電話で様子を知らせて下さってうれしかった。 ゆり 

126.  

根岸先生、一年間本当にありがとうございました！親子揃って大好きです！！いつも一生懸命な根岸先生のようにう

ちの子も育ってほしい。関口先生、いつもお世話になっています。気難しいうちの子の心を掴んで離さない所、子どもの

扱いの上手さにいつも感心。津久井幼稚園にはやはり関口先生じゃないとダメだと思う。 

ゆり 

127.  
クラスの一人一人に優しく気配りし、接して頂きありがとうございました。忙しい毎日を休みなく子ども達と接して頂き心か

ら感謝している。子ども達と共に成長されていく先生方を応援しています！ 
ゆり 

128.  千葉先生一年間お疲れ様でした。 ゆり 

129.  
上田先生、いつも笑顔で前向きで、親子で先生が大好き。これからも変わらず優しい先生でいて下さい。今野先生、

年中の補助をして下さり本当にありがとうございます。園の対応にも感謝しております。 
ゆり 

130.  
川野先生、一年間ありがとうございました。良い笑顔で楽しそうにしている姿を見るととても元気をもらえる。成長していく

先生の姿がとても楽しみ。一人ひとりの様子をしっかり見ていてくれ、嬉しかったです。 
ゆり 

131.  
根岸先生、いつも元気一杯でパワーをもらっています。子どもの様子をよく見てまめに連絡を頂き、子どもの様子が手に

取るようにわかり感謝。 
ゆり 

132.  
坂下先生のご指導はとてもすばらしかった。分かりやすい声かけ、的確な指導、優しい対応、一年を通して安心して見

ていられた。 
つき 

133.  坂下先生、いつも園での様子を教えて頂きありがとうございます。電話でも様子がよくわかった。 つき 

134.  

坂下先生、一年間ありがとうございました。時には厳しく、でもおもしろくて優しく、子どもも坂下先生の事が大好きです。

山崎統括主任、この一年はとても大変だったと思います。今後も頑張って下さい！要望等、可能な事はすぐに対応し

て頂き、いつも感謝しています。 

つき 

135.  
布目先生、一年間本当にありがとうございました。主任というお立場上、他のクラスの子ども達にもより多くご指導しなけ

ればいけないようでした。笑顔が一番似合っている先生、子どもも私も先生の大ファンです！ 
つき 

136.  
坂下先生は一年目と思えないほど落ち着いて子ども達の把握ができていた。クラスの様子も落ち着いていて、先生の教

え方が現れていると安心して参観できた。坂下先生に担任をして頂けて子どもは幸せ。 
つき 

137.  
宮下先生は子どもの性格や体調などに応じて細かい所まで目を配って下さりよく声かけをしてくれた。とてもけじめのある

園生活を送れた。素晴らしい先生です。 
つき 

138.  
担任だけではなく園全体で支えてくれるので、子どもの成長を安心して見守ることができた。内田先生が大好きな子ど

もが卒業を間近にしてさみしがっている。 
つき 

139.  

内田先生、本当に子どもの様子を良く見ていて下さり、小さなこともきちんと最後まで諦める事なく指導して下さり、毎

日先生が居るから安心して子どもを園に行かせる事ができました。「内田先生大好き」と寝る前には必ず言っている。内

田先生に巡り合えて親子共々本当に良かった。 

つき 

140.  坂下先生、安心して子どもをお願いする事ができました。つき B 組は本当にまとまっていて良いクラス。 つき 

141.  佐藤先生、一年間ありがとうございました。子どもを大きく成長させて下さった事、感謝しています。 つき 



142.  
佐藤先生、いつもニコニコ笑顔でクラスをしっかりまとめて、うちの子は幼稚園での事をあまり話してくれないが、先生がま

めに電話や会った時に状況を教えてくれて色んな事が知れた。 
 

今後幼稚園に希望する事 

143.  私立小学校も作って下さい。 とり 

144.  
今まで通り変わらないでほしいです。こんなに不満のない幼稚園はなかなかない。全て先生方の努力のたまもの。先生

方を尊敬しています。 
とり 

145.  園長先生の方針とたくさんの良い先生方が決め手。お遊び会でも子どもが気に入った。 とり 

146.  連絡のメールやプリントがもう少し分かりやすいと助かる ゆり 

147.  
昭和の子育て、宣伝費がもったいないと感じている園長先生が、クラスの看板変更に不満しかない親の月謝、その他を

使用して費用出しているのは無駄遣いだと感じた。まずは周りの意見も聞いてほしい。 
ゆり 

148.  このままで。 ゆり 

149.  EJC を軌道に乗せて、ますます日本一の幼稚園を目指してください。 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！ 

150.  

入園金が安い。その分で制服や用品が買える。 

月謝 2 万円の園は他にもあるけど、同じ 2 万円でここまで幼児教育をやってくださる園は他にない（英語や体操など） 

園の中でアニメを見せない（他園さんではバスの待ち時間や空いた時間にテレビアニメを見せるところもあります） 

サーキット参観日が 4 日間あるので仕事をしていてもどこかで見に行ける。 

先生やバスの運転手さんの対応がすばらしい。（来園の際かならず笑顔であいさつしてくれて気持ち良いです） 

とり 

151.  
どの先生もすばらしい！広くて安全、安心できる園庭でのびのび体を動かせる！No おかず Day がある。米食で体力＆

免疫力 Up！先生の明るいあいさつにいやされる。 
とり 

152.  
安全対策。運動会や成道会などの行事で入れ替え席があるので参観しやすく、進行がスムーズ。子どもの成長がとて

も感じられ、色々な事に取り組む意欲や楽しさを学んでくれると感じる。 
とり 

153.  
先生方は若いですが、若いならではの頑張り、情熱を感じられるはずです。一生懸命な姿にはいつも感心されられま

す。子ども達も先生大好き！子どもは正直です。 
とり 

154.  

津久井幼稚園はどの子も伸びると説明会の資料でかいてありましたが、この 1 年間で本当に色んな面で伸びた。津久

井幼稚園なら間違いない。最初はうちの子はついていけないのではと不安もありましたが、子どもは適応していってくれる

ものだなと実感。 

とり 

155.  

園庭が広い。サーキットと知育の両方のバランスがよいので自宅に帰ってきたときにすっきりした表情をしている（体も頭も

使ってきているので）。先生方の熱意がすごい（優しさと厳しさの両方を兼ね備えている）。英語に力を入れてくれている。

運動もお勉強も好きな子になる。子ども達の言葉づかいやお友達に対するやさしさが身につく。自然としつけやお勉強が

身につく。 

とり 

156.  
園庭で体を思いきり動かしたり、自然とふれ合わせるのも大事ですが、小さいうちから机に向かい先生の話を聞ける事を

おぼえさせるのも大切な事。津久井ではしっかりと学ばせられるはずです。 
とり 

157.  
体育活動をしっかりやっているので良い。満 3 歳児入園ですが、同じ年齢のお友達と比べても歌やダンス、知育面でも

上回っている。 
とり 

158.  
人の話が聞ける子になります！自分より小さい子のお世話をする思いやりを知ります！あいさつができる子になります！

一人で何かをする達成感や自信がつく。総合的に学べる所。 
とり 

159.  

大人数で自分の子どもまで先生の目が行き届かないのでは？と不安をお持ちでしたらその心配はいらない位先生方み

んなが個々の子どもの事までしっかり見て関わってくれます。大人数だからこその楽しさがたくさんあります。多くの関わりの

中で豊かに成長できます。 

とり 

160.  

園外保育が多い幼稚園も魅力的だが、子どものうちだからこそ規律正しい習慣を身につけさせるチャンスだと考える。小

学校に進学した時のスタートが楽だと自分に自信が持て、いろいろな場面でやる気が持てる。体験は休日になるべくさ

せてあげられれば。 

とり 

161.  全ての先生が素敵で日本一。ほめて伸ばす、スキンシップを大事にする、は子どもの心にとても感じるところがある。 とり 

162.  

津久井のお母様方は役員活動等に積極的で教育熱心な方が多い。他の園のお母様はどのようなサービスを受けられ

るか（どれだけ自分が楽をできるか）で園を選んでいる。津久井のお母様方は我が子の教育の為に何が必要なのかとい

うことで津久井を選んだという方が多い。お話ししていて勉強になる方が多い。 

ゆり 

163.  
どの先生も子どもの名前、親の顔、名前まで把握してくれている。そんな熱心な先生たちなので安心して子どもを預け

ることができる。 
ゆり 

164.  若い先生も多いですが、他の幼稚園よりはるかにすばらしい先生たち。 ゆり 

165.  
うちの子は良くお行儀が良いとほめられる。食事に行って自分が食べ終わってもきちんと椅子に座っていられる、靴をそろ

えられる、あいさつが大きな声でできるなど、家で教えるだけでなく幼稚園でもいろいろ教えて頂ける点がとても良い。 
ゆり 

166.  
他の幼稚園、保育園の子、どの子と比べても、ひらがなカタカナに興味を持つのが早く、読み書きを教えなくても出来る

ようになって帰ってくるので親としてはとても嬉しい。どの子も伸びる！本当です。 
ゆり 



167.  園庭が広いのでのびのび遊べる。先生方がとても一生懸命で好感が持てる。 ゆり 

168.  
困ったことがあると先生をはじめ山崎先生が親身になって相談に乗ってくれる。園への直接迎えも時間に大きなしばりが

ない。延長保育も充実。 
ゆり 

169.  安心感。不安要素がなく安全なこと。先生が元気で笑顔がいい。 ゆり 

170.  わからない事など電話などで問い合わせるといつもきちんと返答して下さり、うやむやになることはない。 つき 

171.  毎日のサーキット。確実に体力がつく。難しいことにも挑戦してみようという気持ちが芽生える。 つき 

172.  
「遊びだけ」「鼓笛だけ」「勉強だけ」の幼稚園でなく、色々な事をバランスよく経験させてくれるのでとても良いです。大き

な舞台で発表する経験を何度もするので度胸がつく。3 年保育にすれば各行事を 3 回経験できるので更に良い。 
つき 

173.  園長先生の方針がしっかりしているので子育てのヒントを色々と教えてもらえる。先生方がいつも笑顔で応えてくれる。 つき 

174.  
先生方の質が素晴らしい！若い先生ばかりなのにみなさんすごくしっかりしていらっしゃる！子ども一人一人を本当に良

く見て下さり大事にしてくれること。 
つき 

175.  

年長さんで漢字で自分の名前を書ける様になった。親が教えたのではなく、幼稚園で名札等が漢字で書いてあるので

自然と覚えた。津久井幼稚園の 3 年間で日々の小さな積み重ねで大きく成長できた。逆上がり、上り棒、ブリッジ、跳

び箱、英語、知らないうちに出来るようになっていて驚かされた。 

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？ 

176.  
以前の幼稚園では遊び中心だったので「自分で何かを考える」という事があまりなかった。津久井に入ってからは自分で

考えて行動するようになった。 
つき 

ご意見 

177.  HP がどの幼稚園より良く、写真もたくさんアップしていただきうれしい。 とり 

178.  
秋に頂いた園庭の柿。家族でありがたくおいしくいただいた。子どもが種を庭にまいたところ、芽をだし大事に育てていた。

つい先日、鳥か何かにやられてしまい親子でがっかり。それでも数ヶ月も楽しませて頂きありがとうございました。 
ゆり 

179.  
上の子から通して 7年間本当にお世話になり、ありがとうございました。津久井幼稚園での 7年間の思い出は、子どもの

宝物であると同時に私の宝物です。 
つき 

180.  EJC、初めは正直あまり期待をしていなかったが、私の思っていた以上の成果はでている。 つき 

181.  

☆バスの鈴木儀晴さん、毎日安全運転で幼稚園へ送迎して下さりありがとうございました。バスに乗り込む子どもに運転

席から振り返って笑顔であいさつをしてくれる姿を見て、毎朝安心して送り出すことができました。一年間お世話になりま

した。 

つき 

 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


