卒園・進級にあたって
お父さん・お母さんの

「喜びの声」 2021 年 3 月

A loved child can share more.
愛された子どもは愛することができるおとなになる

学校法人 海の星学園

海の星カトリック幼稚園
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💛自分の学生生活よりも長い間ひとつの学園に通いまし

練習中だった B がもう卒園を迎えるのが信じられません。

た。娘の卒園でもあり、私の卒園でもあります。最初に

先生方のチームワークはいつも安心感があり、担任の先

海の星を知ったのは、まだ私が専門学生だった頃、バイ

生はもちろんどの先生とお話しても親身に聴いて下さっ

ト先の上司のお子さんの三つ子ちゃんたちがこの幼稚園

て受けとめてくれました。親子共々、本当にお世話にな

に通っていたからです。数年後、仕事を辞めて、またお

りました。

世話になりに戻ったその場所で、素直で優しい子に育っ

今年は、コロナの影響で “対策”“変更”が続き、先

ていた三つ子ちゃん達に再会し、子供ができたら、この

生方には本当にたいへんな 1 年だったと思います。それ

子たちが通っていた幼稚園に入れられたらいいなぁとそ

でも、休園を経て開催をしていただいた行事で披露され

の時思ったのでした。そして、結婚、出産を経て、幼稚

る競技や演技、歌、演奏どれをとっても最高で、いつも

園が何処にあるのかすら認識していなかったのに、導か

と違う園生活に戸惑う子供達をしっかり導き成長につな

れるように届いた星まつりのお知らせ。吸い寄せられる

げて下さり感謝しかありません。残念ながら三女を入園

ように向かった先で、まっすぐ私だけを見て、
「ようこそ

させることは（転勤のため）叶いませんでしたが、2 月

おいで下さいました。園長の神馬です。」と声をかけて下

よりつぼみ組に入れて頂き、短期間でも海の星の 1 人に

さった神馬先生の笑顔。交流の場が好きではなくあまり

なれたこと嬉しく思います。

人に相談する事なく、孤独に子育てしてきた私に、安心

海の星で出逢えた先生方、お父さん・お母さん方、そ

してこの社会に入ってきていいんだよと手を差しのべて

していつも元気にあいさつしてくれて、お話や遊んでく

くれたように思いました。そんな出会いから 9 年…。つ

れた園児の皆さん、本当にありがとうございました。

わりが酷く、入院した時にはたくさんのお母さん達から

【年長児

母】

励ましをもらい、海の星からたくさんの愛をもらいまし
た。これが娘の名前の由来でもあります。私自身はマン

💛トトロンルームから 4 年間、
大変お世話になりました。

モス幼稚園に通っていた事もあり、幼稚園時代に、あま

入園準備を楽しくさせていただけたトトロンさん、苦手

り良い思い出がないので、
「ママはあんまり幼稚園が楽し

な野菜を大好きな野菜に変えてもらえた年少ゆりぐみさ

くなかったから、A は海の星でよかったね^▽^」

と言

ん、心の成長を喜び、歌と楽器をもっと好きにさせても

うと、
「うん、わたし、海の星でよかった(*^▽^*)」と嬉

らえた年中ばらぐみさん、たくさんの体験をして、緊張

しそうな顔で言ってくれていました。我が子が 2 人共幸

を自信に変える喜びを教えてもらえた年長すみれぐみさ

せな幼稚園生活を送れた事に、私の選んだ幼稚園は間違

ん。

っていなかった！

よくやった！

と自分自身に言いた

親子共々、喜びも悲しみもすべて受け止めていただき、

いです（笑）。まだまだ子育て真っ只中、不安や葛藤に日々

温かく見守って下さり本当にありがとうございました。

悩んでおりますが、ここで過ごし、教わった事を活かし、

福岡へ引っ越しますが、
「大人になったら三重に帰ってき

今しかない子育てにこれからも奮闘していきたいと思い

て、自分の子供を海の星カトリック幼稚園に入園させる

ます。そして、働かずに子育てさせてくれている主人に

んだぁ。
」と言っています。この言葉を聞いた時、こんな

感謝を忘れないようにしたいと思います。

ふうに自然と思えるような、とっても素敵な幼稚園に通

長い間私達親子を導いて下さった神馬先生、親以上と

わせてもらえたんだと改めて実感しました。
「愛する子ど

言っても過言ではない程、全力で子ども達に愛情を注い

もたち」と、ストレートに言ったり関わったりしてくれ

でくれた先生方、本当にお世話になりました。海の星で

た神父様や先生方との思い出は、一生の宝物です。人に

過ごしたかけがえのない時間をこれからも大切な思い出

与えたい、人を大切にしたいと思える心をそだてていた

にし、生きて行きたいと思います。ありがとうございま

だき、未来まで明るく照らしてもらえた気持ちになりま

した。

した。幸せな 4 年間を過ごすことができ、感謝の気持ち

【年長児

母】

でいっぱいです。本当にありがとうございました。(*^^*)
💛6 年前の 4 月、お姉ちゃんのトトロンの問い合わせを

【年長児

したのが、海の星とのはじまりでした。その頃、寝返り
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母】

💛3 年間たいへんお世話になりました。

もすごく成長したなぁと思います。年長さんではコロナ

入園当初はまだ赤ちゃんでしたが、とても大きくなり

で色んな事が縮小されて行われましたが、子供なりにし

ました。自分のことは自分でできるようになり、気持ち

っかりと理解しながら取り組んでいる姿を見て小学校に

もたくさん話してくれるようになりました。先生たちが

行って、イレギュラーな事が起こっても大丈夫だと思え

やさしく見守ってくれたおかげです。ありがとうござい

ました。お友達と協力しながらこれからの学校生活も楽

ます。海の星カトリック幼稚園に入園できて本当によか

しんでほしいなと思います。

【年長児

母】

った。とてもあたたかくてやさしい人達と一緒に過ごせ
たことを心より感謝しております。

【年長児

💛入園当初はじっとしていることができず、この先皆と

母】

同じようにやっていけるかとても不安でした。しかし、
💛通いだしたころは、マイペースで園になじめるのだろ

園生活を通して先生の言うこともきちんときけるように

うか、と、心配しましたが、しだいに慣れ、おともだち

なり、おゆうぎや、おうたを一生懸命歌えるまでに成長

との交流も楽しめるほど成長し、とてもうれしく思って

し、先生に褒めてもらうことも多くなりました。これも

います。

小さい園ならではの先生達の温かいサポートと学年をこ

わたし自身、子育てで悩むことが多々ありましたが、

えた先生や子ども達との関わりによるものだと深く感謝

折々にあった子育て講座（コロナでなくなったのは残念

しております。

です）や先生のお話をきくことで、ずいぶん気持ちがお

次は年中さん、これまでと同じく温かく見守って子ども

ちつきました。子どもだけではなく、子育て初心者のわ

の成長を助けて下さるよう、お願い致します。

たしも一緒に、見守られ成長させてもらいました。先生

【年少児

母】

がたには大変感謝しています。3 年間お世話になりあり
がとうございました。

【年長児

💛今年は、コロナの影響でいろいろな行動、活動が制限

母】

されて、子どもたちも不安だったりストレスがたまった
💛お姉ちゃんと一緒の登園で離れても安心しながらでし

りしたと思います。そんな中でも安全第一に子どもたち

たが、何と言ってもはずかしがり屋の息子なのでお友達

をあずかり、学びや指導をしてくださったこと、本当に

と馴染めるかや先生に意志を伝えられるかはとても心配

感謝しています。

でした。でも優しい友達や先生方のおかげで、しっかり

あっという間の 3 年間でした。初めての子の入園、ルー

とお喋りできるようになりました。お友達のこともたく

ルがわかっていないこともあり、私自身も先生方に

さん教えてくれるようになって嬉しく思います。年少さ

導していただいている日々でした。ばらさんになったら、

んも終わりですがやっと門の所でバイバイできるように

友だちと遊ぶことが大好きになり、すみれさんになった

なりました！

ら社会のルールがもっと分かるようになり、幼稚園が毎

少しずつ色んな事を自信にして年中さん

も楽しみながら行ってほしいなと思います。
【年少児 母】

指

日楽しいと言っていました。先生方やお友だちに感謝で
す。海の星カトリック幼稚園は本当に家族のような園だ

💛あっという間の 3 年間でした。家で入学式の時撮影し

と思いました。保護者の方々が自分のこどもを大切にし

たビデオを見てみても本当にこの間の事のように思いま

ているのがよく伝わってきました。この幼稚園に 3 年間

す。運動会や聖劇など緊張する場面ではいつでもニコニ

通えたこと、学べたこと、遊べたこと、子どもの自信に

コと楽しんでいて、いつも安心させられました。行事の

つながっていると思います。3 年間本当にありがとうご

たびにたくましく育っているなぁと感じる事ができまし

ざいました。

た。先生のことが大好きで帰ってくると先生に言っても
らって嬉しかったことを話していました。
年中さんでは一度もお休みせずに登園し、体力の面で
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【年長児

母】

💛1 年間あっというまでした。海の星幼稚園に入園して

💛１年間有難う御座いました。先生との面談で、今年は

本当によかったです。園の雰囲気もとても良く、全体的

コロナ禍でなかなか先生と密にお話したり、接したりす

に少人数で、なにより先生たちの子供たち 1 人 1 人に対

る機会が少ない中でしたが、子どもの様子をよく見てい

する愛情がとっても感じとれたからです。娘は幼稚園に

て下さっているなぁと実感しました。子どもの（私でも

入園するまで中々トイレが進まない中、入園後スグにト

日常過ぎて忘れている様な）口癖や仕草などを伝えて下

イレができるようになり感動しました。娘は幼稚園で、

さってとても安心と共に感心しました。その中で子ども

私は初めての役員で、お互い初めてづくしでしたが、共

の苦手部分、得意部分を話し、苦手部分を上手に伸ばす

に成長できた 1 年だったと思います。先生たちには、本

指導をして頂けるという心強いお言葉を頂き、娘の今後

当に感謝です。ありがとうございました。年中になって

の成長を一緒に見ていて下さるという姿勢を嬉しく思い

も宜しくお願いします。

ました。今後もご指導の程、宜しくお願い致します。

【年少児

母】

【年中児

母】

💛この一年間はコロナに翻弄された年になりましたね！
4 歳は多くの事が理解出来るようになっていく歳なので、

💛他県からの転入ですが、快く引き受けて下さりありが

親としては多くの体験をいっぱいさせてあげたい思いが

とうございます。毎日優しい心で、笑顔で通うことがで

あります。しかし、自粛要請があり、多くの場面で行動

きているのは、幼稚園の先生方、お友だちのお陰です。

が制限される事態になり、子供には心細い思いをさせて

この様な不安定なご時世ですので、共に助け合い年長さ

いるのでは…と思っておりました。その中でも我慢する

んでも楽しく過ごさせていただけたらと思います。よろ

ことを覚えた様に感じます。遊園地や旅行など、色んな

しくお願い致します。

【年中児

母】

場所に遊びに行きたいのに、親が行けない理由を説明し
て、代替え案として、付近の公園に連れて行っても嫌な

💛１年間ありがとうございました。この１年、幼稚園の

顔をせず楽しく遊んでくれて、逆に親を気遣う部分も見

出来事などお話してくれたり、お歌を歌ってくれたり、

られ、本当にびっくりしました。一年間ですごく大人に

楽しそうにしている娘を見れてうれしかったです。先生

なった気がします。

方も親身になってくれてとても感謝しています。少しず

先生方もこの一年間は本当に多くの事が初体験で子供

つ言葉も上手に話せるようになってきて良かったです。

を預かる側としては大変だったと思いますが、子供が毎

来年もよろしくお願いします。

【年中児

母】

日園での楽しいエピソードを話してくれています。きっ
と先生方の深い愛情があったからこそ、子供はこんなに

💛幼稚園に入って二年目となり、幼稚園にも慣れてきた

も毎日が楽しいのです！

ようで毎日楽しく通うことができました。幼稚園で開催

一年間お疲れ様です。来年も

きっといっぱいの笑顔が見れるでしょう!!【年中児

母】

される各種イベントはいつも楽しみにしていて、家に帰
ってくると、イベントの様子を楽しそうに報告してくれ

💛子どもの心配ばかりしていた私に、先生から子どもの

ます。運動会、クラス音楽会、英語参観に行きましたが、

よいところを教えていただきました。そのことが励みに

この一年の成長ぶりに感動しました。お友だちと遊ぶの

なり、子どもも私も成長できた一年だったと思います。

もとても楽しいようです。先生方は、子どもの様子をよ

本当にありがとうございました。また年長にあがっても

く見てくださっていて、本当に感謝しております。今後

何かとお世話になると思いますので、その時は宜しくお

とも宜しくお願いいたします。

願い致します。
なかなか行事を行うのが難しいなか、色々と工夫や配
慮をして頂きありがとうございました。 【年中児

母】
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【年中児

母】

💛進級してすぐにコロナで休園となり、年長さんになっ

💛1 年間ありがとうございました。年中になってからは

てどれだけ幼稚園に行けるのか、楽しめるのかと不安も

今まで以上に幼稚園が好きになったみたいで毎日すごく

ありましたが、行事は例年と違う部分もあったもののほ

楽しそうに登園していました。1 日 1 日が成長の発見で

ぼ開催していただいたこと、できる限りの感染対策を準

私自身も楽しい 1 年を過ごさせてもらいました。海の星

備していただき子どもたちがのびのびと日々を過ごせた

の先生方には本当に感謝しています。ありがとうござい

事をとても感謝しております。体も心も大きくなり、親

ました。

【年中児

母】

がついて行けないほどの成長をたくさん見せてくれまし
た。その日々の小さな出来事もしっかりと先生が見てい

💛3 学期に入ってから慌ただしく毎日が過ぎ気づけば卒

て下さり、共有できることがとても安心で、一緒に喜べ

園が目前に迫っています。まずは園児、先生方みんなが

たことが本当に嬉しかったです。

元気な姿で 1 年を終えることができそうで嬉しく思いま

また、今まで多くの子育て講座や相談など、他では聞

す。

けない話をたくさん聞かせてもらえました。親自身の気

上の子を含めて 8 年間という長い時間をこの海の星カ

づいていない気持ちや行動の変化を捉え、アドバイスし

トリック幼稚園で過ごさせて頂きました。C を、生まれ

ていただき、私もたくさんの事を学びました。この幼稚

た時からご存知の真子先生に受け持って頂き、卒園を迎

園に通うことができ本当に良かったと思います。子も親

えることに感慨深いものがあります。

もこの幼稚園が大好きです。ありがとうございました。
【年長児

上の子の時と違い、C のこの 3 年間は余裕を持って私

母】

も一緒に幼稚園生活を楽しませて頂きました。たくさん
ころんで、たくさん歌って、たくさん笑った毎日でした。

💛幼稚園に入園してたくさんのお友達や先生方と触れ合

宝物です。

う事で人を大切に思う気持ちややさしい気持ちを持つ事

今年は本当に大変な１年でしたが、どの行事も先生方

が出来たと思います。卒園まで残り 1 年となりますが引

の努力と工夫で非常に印象深いものばかりでしっかりと

き続き宜しくお願いします。

胸に焼きついています。感染リスクと常に隣り合わせの

【年中児

母】

中、1 年間全力で子供達と向き合って下さった先生方に
💛この 1 年間は先生に何度も姿勢が良いと褒めていただ

本当に感謝致します。

きました。きっとこれは毎日手を合わせてお祈りをして

子供達 2 人共、この園でたくさん愛情を注いで頂き、

いるので、それが自然と身についたものだと思います。

大きく成長することができました。この園を選んでよか

毎日何気なくやっていることでも、いつの間にか出来る

ったなと心から思っています。長い間本当にありがとう

ようになっているなんて、私も見習わないといけないな

ございました。

【年長児

母】

ぁと思いました。
先生の話もしっかり聞けるようになり先生に何でも話

💛

色々な事に興味を持って取り組めるようになった。

せるようになったのは、やはり先生に対する安心感、そ



自分の意思を伝えれるようになってきた。

して毎日温かくご指導してくださったからだと思います。



会話の中で幼稚園での取り組みに対して積極的に

幼稚園の英語指導のお陰で英語が沢山話せるようにな

なっていることが伝わってくる。

【年少児

父】

っていますし、体育指導も毎回楽しみにしていろいろな
事が出来るようになりました。ピアニカもいつの間にか

💛3 年間、本当にお世話になりました。入園を決めた日

完璧に弾けるようになり、本当に驚きました。ご指導し

から卒園まであっという間でした。子供のことを一人ひ

て下さった先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。園

とり真剣に見て下さる姿、とても心強かったです。園長

生活もあと残り 1 年となってしまいましたが、今後の成

先生をはじめ先生方、神父様が子供のみならず親の心の

長がとても楽しみです。これからも親子共々よろしくお

支えとなって下さいました。本当に有難うございました。

願いします。

【年中児

母】

【年長児
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母】

💛トトロンルームからゆり組までの 2 年間、大変お世話

ていただきたい思いです。

になりました。

次は早くもすみれさん。大好きな幼稚園で娘と私、一

1 学期は、不安定で、先生から注意されることが多く、

緒に大きく成長していきたいです！

【年中児

母】

心配しましたが、2 学期からは、幼稚園へ行くことが大
好きになり、運動会での「おどるぽんぽこりん」やかけ

💛一年間、ありがとうございました。海の星と出会って

っこを一生懸命がんばっている姿に感動しました。聖劇、

8 年、まさかの出来事で、当たり前に通っていた幼稚園

音楽会、英語参観を通じて、我が子の成長とゆり組さん

に通えなくなり不安の中でのスタートでしたが、子供は

みんなの笑顔が見られてとても嬉しかったです。

そんな事は気にせず、ステイホームも楽しんでいました。

息子は「ゆり組のみんな大好き！」とよく言っていま

コロナで大変な時も、いつも笑顔で迎え入れてくれた先

す。よしえ先生をはじめ先生方が愛情いっぱいに包み込

生達には感謝しかありません。この一年は、園生活を見

んでくれていて、今では毎日楽しく幼稚園生活を過ごし

る機会は少なかったですが、連絡帳や面談で、子供の成

ています。先生方のおかげで、すくすくと元気に育ち、

長や様子を聞く事が出来、安心して過ごせました。コロ

感謝の気持ちでいっぱいです。これから 2 年間も成長を

ナのお陰⁈

楽しみにしています♡

の住んでいる近くの保育園でクラスターがあり、そこは

よろしくお願いいたします。
【年少児

母】

で少人数制の良さも改めて感じました。私

大人数なので大変だったと思います。8 年間通った幼稚
園生活もあと一年となりました。他の園では味わえない

💛今年も 1 年ありがとうございました。休園、自主登園

行事、神父様のお話（いつも心が癒されます）何故かい

からはじまったこの 1 年は、親子遠足など行事の中止や

つも不思議と涙が出たり…まるで、もう会えない父と会

縮小で残念な事もありましたが、できる限りのことをし

って話している様な気持ちになります。ここに通わせて

て子供たち、保護者たちを幸せにしてくださった先生方

もらって親も沢山の事を学びました。子どもと共に沢山

に感謝いたします。

の事を学び、大人も成長していけたらと思います。本当

さて、うちの娘は元気と負けん気の強さが自慢ですが、

にありがとうございました。

【年中児

母】

実はちょっと繊細な部分もあるとわかりました。成長の
ひとつだと思いますが、ちょっとした事でも相手がどう

💛学年が上がって最初のころ、遊んでいる友達にうまく

感じるのか考えるようになったり、マイペースな自分（人

声をかけられず、一人遊びばかりしているようでした。

と違うことがやりたい等）がどう思われるのかを気にす

その状況が少し心配でしたが、先生方の声かけのおかげ

るようになったのです。そのせいで悩みすぎて元気がな

で少しずつ友だちと遊ぶ楽しさを覚えていき、今では毎

い、マイナス思考な時期がありました。正直どうかかわ

日お友達の話を喜怒哀楽をもって話してくれるので、こ

ったら良いのかわからないかった私は、先生にたくさん

の 1 年で本当に成長したと感じています。1 年間、本当

話を聞いていただくことで対応出来るようになりました。

にありがとうございました。そして、来年度もよろしく

「こんなに相手の気持ちを想像できるんだ。」と、家の中

お願いいたします。

【年中児

母】

でも気付くことがあり、娘の変化をプラスに考えられる
💛今年度は感染症対策等で例年通りの活動ができない事

ようになりました。
すごかったことも泣いてしまったことも、娘の行動を

が多かったと思います。しかし、その中でも工夫して子

たくさん報告してくださり、何かあった時には「申し訳

ども達のために様々な活動や行事を進めてくださったこ

ない」と伝えて下さるひかる先生の存在はとても心強か

と、感謝致します。たいへんな状況の中、本当にありが

ったですし、一緒に考えてくださって「ありがとう」の

とうございました。

気持ちでいっぱいです。これからも一緒に成長を見守っ
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【年中児

母】

💛入園前に 3 才で幼稚園に通わせるか、４才からにする
のか悩みました。そんな感じだったので、幼稚園入園を
決めたのもおそかったのですが、幼稚園に通わせていた
だくようになって人見知りの子供がお友達ができて先生
方とお話が出来るようになった事におどろきました。
色々な事を覚え、出来るようになり、幼稚園に通わせて
いただいて良かったと感じております。
海の星カトリック幼稚園で出会えたお友達、先生方に
感謝です。今までありがとうございました。
【年長児

💛初めて園へ足を踏み入れた日を昨日のことの様に覚え

母】

ています。あの日、1 歳だった我が子は、園でのたくさ
💛先生、3 年間お世話になりました。ありがとうござい

んの思い出を胸に小学生になろうとしています。あっと

ます。学年に関係なく、たくさんの友達と出会え、共に

いう間の三年間でした。年少の頃は泣きながら行った日

学んだり喜んだり楽しんだり、様々な経験を園で積む事

もありました。年長になってからは、朝自分で準備を早

が出来ました。感謝します。

く終え、
「早く幼稚園に行きたい！」とはりきって通う毎

【年長児

母】

日でした。
今年はコロナで、例年とは違う形でしたが、全ての行
💛入園後、登園を嫌がり泣いていた日が懐かしいです。

事をその時のベストな方法で行って下さり、感謝の思い

毎日先生方が笑顔で優しく、時には厳しく愛情をもって

しかありません。音楽会では、子供達のサプライズの自

接して下さったこと、感謝しております。緊張しやすい

作大型絵本には感動で、先生と「おうちの人にはナイシ

息子は発表会前になると心配になって登園を嫌がること

ョ」という約束を守って、自信たっぷりに披露してくれ

がよくありました。そんな時には、先生がいつも息子に

たことは、私達親にも、そして子供達にも一生の思い出

寄り添って、息子の気持ちを聞いて、勇気づけて下さり、

になることと思います。

聖劇では、堂々と台詞を言うことができ、とても自信に

いつの日も先生方は笑顔で包み込んで下さいました。

なったと思います。3 年間たくさんの愛を注いでくださ

私が悩みを打ち明けた時も優しく、そして真剣に対応し

り、本当にありがとうございました。

てくださいました。子供だけでなく、親の私が成長でき

【年長児

母】

た場であったことは言うまでもありません。先生方から
頂いた言葉を胸に前へ進んで参りたいと思います。長い
間大変お世話になりました。ありがとうございました。
【年長児
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母】

💛1 年間お世話になりありがとうございました。
思いもよらない 1 年となりましたが、その中で大きな
病気やケガもなく元気に楽しく幼稚園生活を送れたこと
に心から感謝致します。息子はこの 1 年でできることが
たくさん増えました。入園前は私にべったり、1 日中一
緒に遊ぼうとせがまれていましたが、入園してから、先
生やお友だちと一杯遊んで人間関係を築けたこと、コミ
ュニケーションをとれたことで、家では 1 人で集中して
自分のあそびを楽しむようになりました。できないこと

💛海の星ではトトロンルームの頃より 4 年間お世話にな

をすぐ頼むことがなくなって試行錯誤しながら遊べるよ

りました。

うになり、園でのあそびや先生、友だちから受けた刺激

心配性な私にとって、娘が幼稚園に通うということに

もあって工夫することを覚えたようです。家あそびまで

対して心配や不安が山のようにありました。
（もちろん喜

こんなに発展するなんて…子どもはあそびから一番多く

びや楽しみもたくさんありましたよ！）そんな数々の心

学ぶんだと感じました。

配事を抱える母をよそに、娘はまったりと海の星ライフ

入園してすぐ先生が大好きになり、どんどんお友だち

を楽しんでいる様子でした。中でも年長での運動会での

の名前も増えてきて、「ぼくはお友だちがたくさんいる」

かけっこと聖劇は娘の成長をとても感じられました。小

とうれしそうに話してくれます。すみれさんの卒園が近

学校生活でもたくさんの心配、不安はわき出てくると思

くなってからは「せっかくお友だちになれたのに、お別

いますが、娘の強さを信じ、母としてサポートしていき

れしないといけない」とさみしそうに話してくれて、思

たいと思います。

いやりの気持ちが心が育ったんだと感じることができま

最後になりましたが、担任でお世話になった先生方、

した。たくさんの行事での練習ではプレッシャーを感じ

神馬園長先生、娘の 4 年間に関わって下さった皆様へ、

る日々もあったようですが、行事がひとつ終わるごとに

本当に幸せな幼稚園生活でした。たくさんの愛をいただ

向上心も芽生えてきて、最近はばら組になることで頭が

きありがとうございました。

【年長児

母】

いっぱいのようです。ピアニカで「ひげじいさん」が弾
けたらばら組になれると思っているようで、家でひそか
に練習してます…

信頼できる大好きな先生、お友だち

に囲まれてあと 2 年幼稚園での生活を楽しんでたくさん
の経験をしてくれたらと思います。
これからもよろしくお願いします。

【年少児

母】

💛落ち着きがなく、言葉の理解もゆっくりで入園当時は
不安でいっぱいでしたが、先生方と相談しながら言葉の
教室に通ったり、わかりやすいように話してもらって年
中の 3 学期に言葉のキャッチボールができた時は、先生

たくさんの 心のこもった喜びの声を
ありがとうございました。
皆様のお声に励まされて わたしたちは
いっそうよい仕事を目指し、
『心から愛し、情熱を持って尽くすこと』
を実践していきます。園長 神馬久美

たちと一緒に喜びました。海の星は少人数でどの先生も
わが子を温かく見守っていただいたおかげで安心して
通園できました。
コロナ禍の中、行事も工夫しながら開催していただき
感謝いたします。

【年長児

母】
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