
おとうさん、おかあさんの 

『よろこびの声』 2020年 3月 

たくさんの「よろこびの声」をありがとうございました。 

心のこもったお言葉を励みとして職員一同いっそう努力をかさねてまいります。 

                              感謝をこめて 園長 神馬久美 

１．年少児のご両親から 「めざましい成長」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入園当初、上手に話せず、園でうまくやっていけるのかとても心配でした。しかし１年たった今では、

「○○ちゃんと～してあそんだよ。」と話してくれるようになりました。また園での行事にむけては、お

うちでもこっそり歌や踊りの練習をしていました。ここまで成長できたのも先生方が優しくご指導して

下さったおかげです。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。 

                                         【年少 母】 

 

 この 1 年、有難う御座居ました。ともみ先生との面談の際に先生がおっしゃった“お母さんは１００％

の愛情をＡちゃんにあげているとは思いますが、Ａちゃんは１２０％欲しい子なんですネェ～”という

言葉が私の中で大きく響いています。次女であることもあり、ついつい一緒に居る時間がお兄ちゃんと

のお稽古の送迎や、お買物 etc の雑務であったりと、一緒にいる様であって実は娘と向き合えていない

のではないか…そう気づかせて頂いたのは日々娘と近くにいて見てくれている先生ならではの御指摘で

あったと痛感しました。そして、まずは手始めにぎゅ～～と HUG する事から始めている今日この頃で

す。そうした気付きを下さった先生に親子共々感謝しております。１２０％の愛を胸に、また次の学年、

年中さんも娘らしく甘えん坊でありながらも、1 つ上のお姉さんになった自信を持って楽しく園生活を

enjoy して欲しいと思っています。                         【年少 母】 

 

 

 一年間は本当にアッという間でした。最初は、役員を引き受けてしまって大丈夫なのだろうかと思い

ましたが、終わってみると、子供も私もとても充実しており、楽しかったです。特に子供は何も出来な

かったのに、今でもいろんなことを自分でやるようになり、毎日が新作の映画を観ているようで、驚き

の連続です。海の星カトリック幼稚園に入園して、本当に良かったです。先生方、来年もよろしくお願

い申し上げます！！                                【年少 母】 



 私から離れることができなかったので入園前にはかなり心配していました。そしてかなりの偏食、ト

イレの失敗と、本当に心配しかありませんでしたが、入園３日目から泣かずに幼稚園に行き、最初は残

していたお給食もすべて完食。トイレもクリアして成長にびっくりしました。Ｂは幼稚園大好き‼ 先生

が大好きです。担任の先生だけでなく、他の学年の先生からも声をかけてくださったのがＢも私も嬉し

かったです。がＢこの１年間楽しく通えてたくさん成長したのは、ともみ先生やみちの先生そして海の

星の先生全員に感謝です。 

 成長がゆっくりなので活動の時や遊び時間、食事等、色々と後お迷惑おかけしたと思います。いつも

優しく接してくれて本当にありがとうございました。Ｂは慣れないと甘えたりしませんが、先生方には

甘えているので本当に大好きなんだなと感じております。いつも相談にのってくださってありがとうご

ざいました。なかなか思うようにいかなくて考え込んだ時期もありましたがＢを幼稚園に入れてから考

えこまなくなりました。成長している姿を感じているからだと思います。本当は最後まで通わせたかっ

たのですが、（転出することになり）本当に残念です。幼稚園は３園目（上の子を入れて）でしたが、私

の中では海の星カトリック幼稚園が一番でした。先生方本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に本

当にありがとうございました。                          【年少 母】 

 

 勝手な事ばかりする娘で、先生方にはご迷惑を掛けてばかりの１年でした。申し訳ありませんでした。

そんな娘も日に日に幼稚園での話を嬉しそうにする場面が増え、偶然出会ったお友だちと仲よさそうに

している姿も見られるようになりました。わがままな娘にも着実に「幼稚園」、「先生方やお友だちとの

つながり」というものが根付いてきていると感じています。先生方のお力添えのお陰です。有難うござ

います。先生方に根付かせて頂いたつながりが、今後の彼女の成長につながると思っています。あと２

年ご迷惑をお掛けすることと存じますが、引き続きよろしくお願い申し上げます。    【年少 父】                

 

幼稚園に入園して沢山のお友達や先生方と触れ合う事で、人を大切に思う気持ちや頑張る気持ち、優

しい気持ちを持つ事が出来たと思います。愛情をもって毎日子供に指導していただいて、本当にありが

とうございました。                                【年少 母】 

 

入園当初はまだ心配だったのでトレーニングパンツをはかせていましたが、2 度程失敗はあったものの、

いつの間にか普通のパンツで行けるようになり、幼稚園でも自分一人でトイレに行き、しかも和式でも

出来るようになるなんて…本当に驚きました‼ 一年前では考えられません。2 学期に入ると体調が悪か

ったからなのか？急に給食が食べれなくなり、一時はどうなる事かと思いましたが、これもまた、いつ

の間にか食べれるようになり、あぁー、自分でなんとか壁を乗り越える事が出来たんだなぁと感心しま

した。 

入園前は自分が使っているおもちゃを人に取られたりするとすぐ怒っていたのに、今では他のお友だ

ちと仲良く遊べるようになって、本当に成長したんだと思います。着替えも一人で出来るようになりま

したし…この一年、先生方のおかげで娘はとても自信を持って様々な事をすることができるようになり

ました。本当にありがとうございました。                      【年少 母】 

 

 



 入園してから一年間、登園を渋ることなく、ほとんど欠席することもなく、通うことができました。

送迎時に先生方からかけていただく声に、励まされたり、意外な子どもの様子を知ることができました。

園で学んだ英語を家でも喜んで使おうとするなど、毎日を楽しんでいることが分かり、感謝しておりま

す。今後もよろしくお願いします。                       【年少 父】 

 

先生方、1 年間大変お世話になりました。前半は泣いて通う毎日でしたが、幼稚園にはたくさんのお友

達が待っていることをだんだんと理解し、今では私の手を引っぱって笑顔で通えるようになりました。

運動会、聖劇、おゆうぎ会など、子供の成長をたくさん感じることができ毎日毎日が小さな感動の連続

で、この 1 年通わせてもらいました。これも先生方がいつもあたたかく迎え入れてくれたからだと思い

ます。本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願い致します。    【年少 母】 

 

 1 年間あっという間でした。ありがとうございました。入園を心待ちにしていた娘は本当に毎日を楽し

く有意義に過ごしていたと感じます。「○○先生とおうちごっこしたの！」「鉄棒ひとりで出来るんだよ！」

などなど…。「○○ちゃんと○○ちゃんと遊んだよー！」 ん？ たしかその子たちって…？ 何とすみ

れ組、ばら組のお姉ちゃんたちでした。学年関係なくすぐに仲良くなれるのはみんなの距離が近いから

こそ。海の星のすばらしい所です。ゆり組の他にもたくさんのお友だちが出来たことは、親として 1 番

の幸せです。 

 本人の性格もあって入園をそれほど不安に感じていなかったのですが、それは私が海の星の先生方を

とても信頼しているからなんだ、と最近気づきました。（長女と 4 年間通った経験から） 先生と園児、

保護者との距離が近いことは海の星のウリだと思っていますが、「いっしょに子どもを育てている」とい

う感覚を持つのは、園児がたくさんだったり先生の入れ替わりが激しい場所ではなかなか難しんじゃな

いでしょうか。ぜひこれからもこのままの幼稚園でいてほしいです。来年度もよろしくおねがいします。         

【年少 母】                                         

 

幼稚園に入ったばかりの頃は、徒歩で行くときには「歩きたくない」「疲れた」というようなことばか

り言っていましたが、今ではにこにこと歩き、「今日は何をしようかな」とワクワクした気持ちで行くよ

うになりました。そのようなちょっとしたことの積み重ねで、自分から進んで行動できるようになった

ことに成長を感じています。1 年間、ありがとうございました。           【年少 母】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．年中児のご両親から 「充実した毎日」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一年間ありがとうございました。年中になると、勝ち負けや、友達はできるのに自分ではできないこ

となどが分かってくる年齢のようで悔しい悲しい気持ちが幼稚園に行きたくないという考えになってい

るようなことが多く見受けられるようになっていました。でも担任の先生は様子をちゃんと見てくれた

り小さな変化を教えてくれたりしてくれたので子供の気持ちを考えながら子供ときちんと話すことがで

きました。大変ではありましたが成長した一年となったと思っています。残りあと 1 年、1 日 1 日を大

切にこの大好きな海の星で大好きな先生たちと過ごさせていただけるのを楽しみにしています。 

【年中 母】 

 

 

 年中になり、幼稚園生活に慣れてきたようで、毎日楽しく通えた 1 年でした。ひかる先生が大好きで、

「今日はひかる先生がね♪」と話してくれたり、帰ってきては口ずさむように幼稚園のおうたをうたった

り、クラスの話をしてくれたり、子供の様子からも毎日の園の生活が充実しているのがよくわかりまし

た。また、“ひかる先生にほめられたいから”と、自らできることも増え、朝起きたら、自分で着替え、

タオルの準備、弁当のチェックをし（笑）、髪型のリクエストを言い、トイレをして、ごはん食べた後に

はお盆を下げる。あいさつをする。くつをそろえる。この 1 年でとても成長したと思います。ひかる先

生、幼稚園の先生方、神父様、皆様本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

                                         【年中 母】 

 

 ばら組になってますます毎日幼稚園に登園するのを楽しんでいました。なかなかお友達に声が掛けら

れず、ひとりでいることも多かった息子も、今では、お友だちの輪の中で遊べるようになりました。鉄

棒ができなかったときは、「今日も、できなかった…」としょんぼりして帰ってくる日が続いておりまし

たが、先生にみっちり教えていただいて、出来た日は、お迎えの時から「出来たよ！出来たよ！鉄棒で

きたよ！」と興奮気味にたくさん話をしてくれました。これらすべてが、先生方が息子の傍で、息子の

ペースで見守っていただいたおかげです。一つ一つできることが増え、自信がつき、表情もとても豊か

になったと思います。この 1 年で急成長しました。ありがとうございます。来年度もよろしくお願い致

します。                                     【年中 母】 

 

 



 あっという間に 2 年がたち、気づけばもうすぐすみれ組。どうしても初めての事だらけの兄にばかり

に気がいってしまい、勝手に育っている感満載の妹ですが、兄より繊細でプレッシャーに弱く、失敗す

るととても落ち込むのですが、口には出しません。なので、気をかけていないといけないなと、いつも

思います。兄の勉強ばかり見て、一人遊びさせてしまっている事が多いのですが、それでも文句も言わ

ずに、待っていてくれる娘にいくら感謝しても足りないぐらいです。そんな状態でも、ママ大好き、め

っちゃめちゃ楽しいって、心から言ってくれる娘が愛しくて仕方ありません。幼稚園の行事では、プレ

ッシャーに打ち勝って、やりとげられる様成長しました。先生方の支えあってだと思います。金曜日に

は、明日休みな事を残念がるくせに、月曜日になると登園で泣いてしまったりしますが、それもプレッ

シャーのせいなのだなと最近気がつきました。行事に対するプレッシャーがある時にはナイーブになる

様です。まだまだ発見ばかりでいたらない母ですが、母子共に後あと一年よろしくお願いします。つい

にまわってきた役員も手探りではありますが、お役に立てればなと思っています。よろしくお願いしま

す♡                                       【年中 母】 

 

 年中の 1 年間で沢山のことが出来る様になりました。（平仮名、カタカナの読み書き、のぼり棒、てつ

ぼうの前回り等）真摯に見守り、耐えず応援して下さる先生、成功を一緒に喜んでくれる友達、笑顔で

いられる環境を作って下さる神父様、どれがかけてもこんなに成長することはできなかったと思います。

本当に有難うございました。感謝の気持ちでいっぱいです。来年度も子供の成長が楽しみです。宜しく

お願い致します。                                【年中 母】 

 

 

 年中になって少しずつコミュニケーションが取れるようになってきました。 

 先生達に見守られながら少しずつ成長していると感じます。            【年中 母】 

 

 運動会や聖劇、おゆうぎ会など行事には少し緊張しながらも、楽しんで取り組む姿が印象に残りまし

た。家に帰ってからも余韻を楽しみながら過ごしていました。園での生活はもちろん、雨の日も風の日

も自分の足で歩いて登園し、仲のいい友達と今日あった事を話しながら降園する姿が心に残ります。 

                                        【年中 母】 

 

 幼稚園に行くのが辛い時期もありましたが、ひかる先生をはじめ、先生方全員で息子を励まして頂き

乗り越えることができました。今では幼稚園生活をとても楽しんでいるようです。先生方の温かいサポ

ートに感謝しています。あと一年、どうぞよろしくお願いします。          【年中 母】 

 

ゆり組の時から、遊ぶ相手といえば女の子の名前しか聞かなかったうちの子。それが悪いこととは全

く思わないけど、やはり心のどこかで男の子とも元気にあそんでほしいな、という気持ちはあって。ば

ら組の 2 学期くらいから“今日は○○くんと何をした”という話が出はじめて、男の子ともいっぱい遊

ぶようになったんだ！と嬉しく思いました。すみれ組になっても女の子男の子問わず、誰とでも仲良く

すごしてほしいな、と思ってます。                        【年中 母】 

 



 娘はばら組での 1 年間でたくさんたくさん成長してくれました。幼稚園で習ってきた英語を、家で得

意気に披露してくれます。苦手だったお絵描きでも、自分で考えて工夫して描くということができてき

たようです。運動会や聖劇、お遊戯会でも、家で見るぐうたらな（笑）娘とは全く違っていて驚きまし

た。4 月からのすみれ組でも娘がどんな成長を見せてくれるのかとても楽しみです。最後になりましたが、

いつも優しく見守って下さっている先生方には感謝しかありません。残り 1 年間もどうぞよろしくお願

い致します。                                  【年中 母】 

 

ばら組での 1 年間、毎日楽しそうに園での出来事を話してくれていました。園で育てている大根でお

味噌汁を先生方が作って下さった時は、とても喜んで、「家でも作って！」と言われ何度か作りました。

野菜が苦手な娘が喜んで食べる姿が嬉しかったです。 

先生方の子供達への愛は、いつ園に行っても感じます。のびのびと過ごせているのは、先生方の暖か

い目があってこそです。1 年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。 

                                        【年中 母】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．卒園を前に 年長児のご両親の声 「いつまでも仲間」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 三年間、海の星カトリック幼稚園の先生方が温かくＢを見守ってくださって本当に感謝致します。先

生たちに大切にされていますので、Ｂもきっとこれから、人や物を大切にすることができると思います。

これは一生のたから物になると信じます。とても楽しい三年間でした。親子ともたくさん成長した三年

間でした。                                    【年長 母】 

 

 

 トトロンも含めると、娘の人生の半分以上をすごしたことになる、貴園での生活も終わります。お世

話になった当初、会話の中心が「自分」だった娘が、今では毎日、自分のことよりもまず幼稚園や幼稚

園の人のことを楽しそうに話します。自分だけの狭い世界から脱却し、大切な財産が増えた、そんな幼

稚園生活だったと思います。大切な財産に気付かせて頂いた先生方に熱く御礼申し上げます。 

 「卒園しても幼稚園に行く」と娘は言っております。今後も少しずつ（おそらく）成長していく彼女

を引き続き見守っていただければ幸いです。そして今後も彼女たちが好きな幼稚園で在り続けて頂けれ

ば有難いです。時節柄ご自愛くださいませ。永い間お世話になりました。有難うございました。 

                                         【年長 父】 

 

 初登園日、元気良く私とバイバイした娘。少し時間が経ち、私が居ない事に気づき泣き出してしまっ

た娘。そんな日から３年。娘はお友だちの大切さ、強い心、思いやる心を学び、気持ちの素直な子に成

長してくれました。初めての子供、初めての育児、不安が沢山ありましたが、周りのお母様方、先生方

に支えられ、私なりに、一生懸命娘に寄り添ってこれたと思っています。これからも娘の成長と共に不

安が出てくると思います。そんな時は少し立ち止まり、色々な方々に教えられたことを思い出し、一歩

一歩前進していこうと思います。生まれてきてくれた娘と全ての方に感謝しています。ありがとうござ

いました。                                    【年長 母】 

 

人見知りで家族以外とは話すことができない娘だったため、不安いっぱいで入園したのを覚えていま

す。最初は指さしでしか意思を伝えられなかった娘が、行事や経験を重ねてどんどん自信をつけ、みん

なの前で発表したり自分から挨拶できるようになったりと成長が感じられた 3 年間でした。何より毎日

笑顔で幼稚園に通えたのは、優しい先生方、周りのお友達が居心地の良い環境を作ってくれたからだと

思っています。感謝しています。3 年間、ありがとうございました。         【年長 母】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上の子から通い始め、計七年間お世話になりました。数えきれない思い出ができ、親子共にたくさん

成長することができた、幼稚園生活でした。たくさん愛してもらって、たくさんの思いやりの心と、や

さしさが身についた子ども達に成長できたと思います。先生方には、感謝の気持ちでいっぱいです。 

今、話題になっている非認知能力。まさに、その力が身に付く幼稚園だと思います。目標を決め、最

後までやり抜こうとする、人と上手にコミュニケーションする力、感情をコントロールする力。その力

がついてきた子ども達に刺激され、親の方も、学ばされることばかりでした。この気持ちを忘れること

なく、意欲を持って、親子で過ごしていこうと思います。              【年長 母】 

 

お姉ちゃんが入園した時、まだ 1 歳にもなっていなかったＣ。今、卒園し目の前に小学生になろうと

している我が子の成長に 私はただただ嬉しく、ずっと見守って下さった海の星の先生方に感謝の気持

ちでいっぱいです！ 6 年間通わせていただきましたが、最後の 1 年は天候やウィルスなど本当に色々な

事があったなと思いました。スッキリしないお天気の中でも元気よく一生懸命競技を行う子供達の姿に

は涙が止まりませんでした。中でもマーチングバンドの最後、どしゃぶりになっても一言も誰も文句を

発することなく頑張って演奏した姿は一生忘れません。クラスが 1つになった瞬間を見れたと思います。

あと数週間で園での生活も終わるなぁ…いよいよこの時がきたんだなぁ…としみじみする間もなく訪れ

た一斉休校。なかなか状況についていくこと、子供にどう伝えたらいいかと本当にしんどかった中、午

前保育、自主登園という、子供達、保護者の想いをいっぱい考えてくださったんだな、と、先生方のご

判断にとても救われました。 

最後の最後まですべての行事が行われること…本当に当たり前のことではないと痛感しました。ただ

その中で一生懸命頑張ったこと、沢山の思い出が消えるわけではなく、より一層強く胸に刻まれて残っ

ていくものと思っています。たくさんのすてきな思い出のプレゼント、本当にありがとうございます。

これからも親子で思い出を語り合いながら小学校でも頑張って行きたいと思います！！  【年長 母】 

 

幼稚園の３年間はあっという間でしたが、成長著しい３年間でした。あまり外遊びをしてこなかった

娘は、最初、体幹の筋力が弱く、階段の登り降りもひと苦労でしたが、卒園のころには体力もつき、楽

しく運動ができるようになりました。平仮名も覚え、英語の授業もとても楽しんでいました。のびのび

と成長させてもらったと思います。３年間、どうもありがとうございました。       【年長 母】 

 

 「ママ見て！ 今日の夕陽素敵だよ。ママの好きな色じゃない？」と今まで言ってくれたことがない

言葉で、彼の中に思いやりと色の世界があふれていることを知りました。泥団子作りや虫の観察、隣の

席のお友達のお話や絵本にお歌の半径数ｍの世界、そして大好きな追いかけっこをする園庭の中の世界、

目に見えないけれどとても大切でどこか近くとも遠くとも言えないところにある神様の世界。幼稚園の

中で彼は安心して自由にその世界を行ききしては気づき、熱中し、毎日毎日を生きている感覚が伝わっ

てきました。彼の大好きな幼稚園でした。 

 まこ先生の純粋で明るい思いやりの心がＤの心に響いて、彼の優しい気持ちを照らしてくださいまし

たこと本当にありがとうございました。                      【年長 母】 

 

 



2 年間親子共々大変お世話になりました。引っ越してきて途中入園でしたが、いつも「海の星幼稚園に

入ってよかった！」「みんなとお友達になれてよかった！」と口癖のように言っていました。最近は卒園

が寂しくて、「友だちと家族になれたら良いのになぁ。家族になれたらずっと一緒にいれるのに。」とさ

みしそうに言っていて、私まで切ない気持ちになりました。それ程大好きな先生、お友達と幼稚園に出

会えたこと、とても感謝致します。私自身は、子育てに悩んだ時期でしたが、海の星のお母さんたちと

仲良くなれて、みんなで集まって子どもを遊ばせたり、悩みを聞いてもらったり、素敵なお母さんたち

ばかりで、心の支えになったし、楽しんで通わせることができました。 

最後のお遊戯会では、聖劇でのド緊張を乗り越えやり遂げた自信があったのかニコニコ笑顔で堂々と

セリフを言い、楽しんで演じている様子が伝わってきてうれしかったです。こうしてひとつひとつ自分

で経験して子どもって成長していくんだな。親は子どもを信じて見守ることが役目なんだな…と改めて

感じました。まこ先生を始め、すべての先生と関わりや絆が強かったこと、愛情をたくさん注いでもら

った事、本当に幸せな幼稚園生活でした。ありがとうございました。           【年長 母】 

 

まだ話すこともままならない状況での入園に不安しかなかった 3 年前。登園の際に泣いている姿を見

る度に 2 年保育にしたら良かったと後悔もしましたが、3 日ほど経つとすぐに慣れ、楽しげな様子の息子

を見て親としてあの時ほど嬉しかったことはありません。3 年間で心身共に成長をした息子を見て、不安

と心配しかなかった 3 年前を今は懐かしく思います。いろいろなことがたくさんあった 3 年間でしたが

園長先生をはじめ、先生方には本当にお世話になりました。心から感謝致します。素敵な 3 年間を過ご

せたことを幸せに思います。ありがとうございました。                 【年長 母】 

 

卒園までの 3 年間、大きなけがや病気もなく無事に過ごすことができたことに心から感謝しておりま

す。子どもの成長も大きいですが、親として私自身も多くの学びをいただきました。先生方には、我が

子の性格をよく理解してくださり、いつも丁寧に寄り添っていただきました。本当にありがとうござい

ました。 

また協力会の役員の方々には、本当に優しいお心遣いをいただきました。わが子は食物アレルギーが

あり、みんなと同じものを食べることはできませんでしたが、同じ子を持つ親として、私やわが子の気

持ちを考えて下さり、様々に配慮してくれました。こんな嬉しいことはありませんでした。ありがとう

ございました。 

私がこの園を選んだ理由の 1 つに、外遊びを大切にしている事がありました。時代は変わってもこの

時期の遊びを大切にし、しっかりその時間を確保しているところは素敵だなぁと思っています。反対に、

古きを大事にする一方で、令和になった今、今の子ども達の姿や時代の流れにそって変化していくこと

も必要だと思います。 

また、園長先生がいつも話される愛を大切に考える幼稚園を目指してみえるのならば、先月のしんち

ゃんの絵本ライヴでしんちゃんが話していたように「できない子にあわせたらいい」というような愛の

ある考え方で、これからも子どもや親の気持ちに寄り添ってほしいと思っております。3 年間お世話にな

り、本当にありがとうございました。                        【年長 母】 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリア祭 5月 22日             聖ヨセフ・カラサンスを祝う会 11月 15日 


