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卒園・進級にあたって 

お父さん・お母さんの 

 「喜びの声」 2022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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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 

 

 

 

 

「出あい」の 3歳児  

広い世界へ出発。自然、事象、仲間や信頼できるおとなと出あう喜びを体験しました。 

 発表会を通して、皆と協力したり楽しんで取り組む姿に感動しました。おともだちの良い所や嬉しか

った事を話してくれる姿に成長を感じました。入園当初は自分の事で精一杯だったのに色々な事を考え

て感じられるようになった事を嬉しく思います。                    〔母〕 

 

 1 年間お世話になりありがとうございました。入園した頃は大人数の中、緊張や恥ずかしさからか、な

かなか挨拶ができませんでした。ですが、先生方がいつもあたたかく見守ってくださったおかげで少し

ずつできるようになり、とても感謝しております。また仲良しのお友だちもでき、自分から「一緒に遊

ぼう」と言えるようになったと先生から聞いた時はとても嬉しかったです。色々な行事をする度に、で

きることも増えて成長する姿を見ることもできました。あと二年、園での生活を楽しんで色々な経験 

してくれたらと思います。                              〔母〕 

 

 甘えん坊で何でもママが居ないとダメだったのに 幼稚園が楽しくて離れても泣かないで楽しんで帰

ってきます。自分が思ってたより娘が自立していた事に気づきました。そして一人で何でもさせるのも

大事なんだとおもいました。娘の成長も母としての成長も感じさせられました。担任のよしえ先生、み

ちの先生には色々お世話になりました。娘の担任で本当に良かったとおもいます。また残りの 2 年間も

よろしくお願いします。                               〔母〕 

 

 入園して 1 か月くらいからテラスにつくと泣いていましたが いまでは仲の良いお友達が出来て 休

みの日になると幼稚園に行きたいと言っています。コロナ禍での行事を 感染対策をしながら行っても

らい感謝します。                                  〔母〕 

 

 「私たちの仕事は、あなたのお子さまを愛すること」と（園紹介に）ありますが、正にその通り、愛に

あふれた幼稚園だなと感じました！ 保護者にとっても先生にとってもこの事が一番大切で重要だと思

っています！ トトロンの頃から、子どもに対する先生方の対応、とても素晴らしいなと思っていまし

た。何より、毎日見ることが出来る園での様子の写真に写る A の表情！ 本当に楽しそう！ こちらの

幼稚園に入園できたこと、心から良かったなと思っています！ 1 年間本当に安心して通わすことが出来

ました‼ 本当に、本当にありがとうございました！                   〔母〕                       
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 毎日楽しそうに幼稚園に通う子どもを見ていたらあっという間に 1 年が経ってしまいました。毎朝ど

の先生も子どもの名前をよんでごあいさつしてくださったり、少し前の事をたずねてもすぐに細かく説

明して下さったり、本当によく子どもの事をみていただいているのだなぁと感謝の気持ちでいっぱいで

す。また、コロナ禍で様々な制限がある中 行事なども色々工夫していただいているので親の私達もた

くさん楽しい思い出ができました。ありがとうございます。年中さんからもどうぞよろしくお願いいた

します。                                      〔母〕 

 

 なかよしマンデー、トトロンルームから約 3 年間お世話になりました。自宅から少し距離があること

で家族から入園を反対されていましたが、海の星の良さを知っている私はその反対を押し切って入園を

決めました。結果として入園して本当に良かった!! 自信をもって家族に伝えています。うちの子は体も

小さく言葉も遅く、トトロンでもみんなと同じ事が出来ずに悩む日も多くありました。ゆりぐみに入っ

てからもしばらくは朝泣いてしまって見送りが辛い日もありました。でもいつの間にか幼稚園に行くこ

とが楽しみになっていたようで顔つきも変わってきました。園生活一日一日に成長を感じられるように

なりました。トイレも進まず悩みましたが、お友達が一緒に来てくれたり、先生が励ましてくださった

ことでスムーズにオムツが外れました。「うちの子が…」と相談すると、「大丈夫！ ○○君すごいよ！」

といつも励ましてくれる保護者のみなさんと、なかよしマンデーから温かく見守ってくださり親身にな

ってくださる園長先生、先生方のおかげで今の子どもの姿があると思っています。4 月末から休園という

思いがけない経験もありましたがみんながみんなを心配する会話を聞いて、この幼稚園で良かったなと

心から思いました。年中組もどうぞよろしくお願いいたします。             〔母〕 

 

 トトロンのころは私の服のすそをつかんでみんなの様子を見ているだけのことが多く、入園したばか

りの頃は「ママといっしょがいい」と朝から泣いたということもありました。そしてお弁当の時間にな

るとまた思い出して泣く…という日もありました。不安になったり困った事が起きた時、自分の思いを

上手く伝えられず突然泣きだしてしまっても、その度に先生方にはいつも優しく丁寧に対応していただ

きました。そのおかげで B はこの一年ですごく成長できました。ありがとうございます。 

 先生に読んでもらった絵本のこともよく覚えていて、図書館に行くと「このえほん幼稚園でよんでも

らったことあるー！」と教えてくれます。英語指導のおかげで子どもからたくさんの英語も教えてもら

いました。夕食の準備中、「ひーゆあー（Here you are.）」と家族にお皿を配っていました。私も B も幼

稚園が大好きです。もうすぐ春休みに入るのでしばらくお友達や先生に会えなくなるのはさびしいです

が、来年も子どもたちの元気で

かわいい笑顔がたくさん見られ

ることを楽しみにしています。

いつもありがとうございます。      

〔母〕                                   
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 お休みしなきゃいけないとなると「いやだ～!! 行く～」

と泣いてしまうほど幼稚園が大好きな息子。先生方があた

たかい目で見守り導いて下さったおかげで安心して園生活

を過ごし、のびのびと成長させて頂いたこと感謝しており

ます。好ききらいが多くほとんど食べられなかった給食も

沢山食べられるようになりました。来年度も宜しくお願い

いたします。                  〔母〕 

 

 1 年間お世話になりました。入園当初は本当に不安で、言葉が出ないので幼稚園生活を楽しめるか不安

でした。人見知りもありいつも私のそばにいてたのが、1 年間の成長で言葉もいっぱい発言するようにな

り、歌も歌えるようになり笑顔も増え とても嬉しく思います。送り迎えの際も先生にギューってしに

行くので、すごくよくしてもらっていることが伝わりました。 

1 年間ありがとうございました。                           〔母〕 

 

 1 年間お世話になりました。トトロンの時も 1 年で急にできることが増えておどろきましたが、ゆり組

の 1 年間はそれ以上に成長を感じました。 

 入園当初は「ママも（教室まで）一緒に来て」とぐずり、「またお迎えに来るから」と言うと「約束だよ

…」と小さな小指を出してきていた C が、今では黄色い門の隋分手前で「ここでいいよ！ いってきま

ーす！」と手を振って走っていくようになりました。少しだけ寂しい気持ちもありますが、それ以上に

ママがいなくても頑張っている姿を誇らしく、また嬉しく思います。 

 よしえ先生、みちの先生をはじめ先生方には、マイペースで自分の世界を守りたがる C に寄り添い、

良い方向に導いてくださっていることを感謝しています。感染対策で例年以上に大変であろう中、楽し

い園生活を送る工夫をしていただきありがとうございます。行事の写真や園のブログ画像を見るとみん

な笑顔で映っており、きっと楽しく過ごしているんだろうと安心しています。どの先生にお会いしても C

はもちろん妹の D も名前で呼んで頂けることもうれしいです。子供を個人として見てくださりありがと

うございます。 

 神父様や園長先生にもよくお世話になっているようでありがとうございます。家ではよく「今日神父

様と○○して遊んだよ。」「園長先生にこんなお話を聞いたよ。」と話してくれています。これまで私たち

自身がキリスト教にあまり触れたことがなく、カトリックの精神に基づく幼稚園とはどういう所なのか

よくわからないままに入園しましたが、神様のお話を自然に受け取り、幼いながら何か判断をする時の

基準にしたり、寂しいときの気持ちの拠り所

のようにしている様子に、自分の芯となるも

のを得られたようで良かったと思っていま

す。海の星に入園して良かったです。 

 ばら組になったらきっともっとできるこ

とが増えて、大きく成長するのだろうと思い

ます。とても楽しみです。引き続きよろしく

お願い致します。         〔母〕                       
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 家庭の事情により、2 学期からの入園となったため、約半年間、よしえ先生をはじめ先生方にこころよ

く受け入れてもらえ、素敵なゆり組さん生活となりました。妹が生まれたタイミングでの新しい生活で

本人も赤ちゃん返りなど、とまどう中、私自身も妹の世話に手いっぱいで申し訳なく感じておりました

が、ゆり組さんのお友達と楽しく遊んで毎日「今日は〇〇したんだよ！ 楽しかった～♡」と話してくれ、

私も安心して毎日園に送り出す事が出来ました。 先生方には、この不安定な時期にさまざまな行事を

試行錯誤しながら行って頂き、本当に感謝しかありません。ありがとうございました。園児さん達の成

長を見ることができ、毎回感動しています。お兄ちゃんとしても成長していて、園で生活する中でいろ

いろと吸収しているのだなと実感させられます。安心してばら組さんへ送りだせそうです。これからも

宜しくお願い致します。                                〔母〕          

 

約 1 年を振り返ってとても大きく成長していると感じました！ それ

は、先生たちの温かいご指導のおかげだと感じております。その子に合

った目線で愛情深く見守ってくださってて、うちの子は、のびのびと園

生活を過ごせているんだなぁと思います。コロナ禍でも園児達が楽しめ

るようにいつも考えてくださっててありがとうございます！ これから

もどうぞ宜しくお願いします。               〔母〕 

 

 あっという間の 1 年でした。姉たちのお付き合いで海の星の雰囲気に

は慣れていると思っていた娘。入園はとても楽しみにしていたのですが、

末っ子のせいか一番お母さんっ子だったようです。離れることを嫌がり毎朝大泣きしていました。先生

たいへんだったですよね。ありがとうございました。お迎えの時にはいつもニコニコと出来事を話して

くれていたので、やっぱり先生方の力、幼稚園の雰囲気ってすごいんだな、と思っておりました。  

2 学期からは年長の姉の時間に合わせてくださり、お友達 3 人で時間を延長してお世話をお願いしてい

ました。母としてはとても助かり、娘にとっては大泣きしていた頃から、ぐんっと成長できる時間にな

ったのだと感じています。「おのこりさん」の時にお手伝いをさせてもらえることは、大きな喜びだった

ようです。毎日のお世話、本当にありがとうございました。今は、「ばらさんになるから、お道具箱にハ

サミをいれたんだ！」と興奮しています。娘はよしえ先生とみちの先生が大好きです。    〔母〕                                    

 

 遡ること 2 年前、2 歳になっても一人で立つことができなかった息子を連れて、なかよしマンデーに参

加した時のことです。“足の力が弱い息子を受け入れて下さる園を探している事”、“本人がうまく環境に

入っていけるのか不安だという事”を、先生にお話しました。「お母さん、何も心配しなくて大丈夫。ぜ

ひ、春からトトロンルームにいらして下さい！」と、笑顔で言って下さいました。他の園で「年中さん

からでも良いですし、年少で入園して、先生や他のお子さんが落ち着く 2 学期から登園と言う流れはい

かがですか？」と言われたばかりだった私は、なかよしマンデーの先生のことばに心を救われた思いで

した。トトロンに参加し、お友達と関わり、すくすくと成長した息子。ゆり組になり、跳んだり走った

り、砂場が大好きになったり、園の出来事を一生懸命話してくれる姿を毎日見て、本当にこちらの園を、

先生方を信頼してよかったなと、心から思います。私たち親子に園で学ぶ楽しさを教えてくださり本当

にありがとうございます！！！                             〔母〕 
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 ちょうど 1 年前、母親にべったりで人見知りだった我が子が、幼稚園に通うなんて、全く想像がつき

ませんでした。入園当初は、案の定、身辺自立やコミュニケーションにおいて、スムーズにいかず、忍

耐力のない私（母）は不安や焦りを感じていました。その間も、よしえ先生、みちの先生は我が子の成

長を見守ってくださいました。先生方の、子ども達との関わりを拝見し、私の不安な気持ちも解消して

いくのがわかりました。我が子は先生方との間でできた信頼関係を通じて、同級生やおにいさん、おね

えさんとの絆を築いていきたいと思うようになったのではないでしょうか。 

 1 年前の春、「ママ行かないで」と泣いていた我が子は、今、私の方を振り向くことなく、なかよしの

お友達がいるお教室まで走っていきます。食事、きがえ、準備、様々な事を「幼稚園で教えてもらった

んだ～」と得意気に披露してくれます。毎日お友達との出来事を私に聞かせてくれます。 

 そして、この状況下でも、先生方が様々な工夫を凝らして、行事を開催してくださり、かけがえのな

い思い出を作ることができました。我が子にとっても、私にとっても、素晴らしい 1 年になりました。1

年間、寄り添い続けて下さり、ありがとうございました！ 子どもと一緒に喜びを分かち合ってくださ

り、ありがとうございました！ その喜びを私とこまめに共有してくださり、ありがとうございました！ 

先生方には、感謝してもしきれませんが、少しでも気持ちが伝わりますように…。新年度もひきつづき

よろしくお願いいたします                               〔母〕 

 

 ゆり組ではこの一年たいへんお世話になり、ありがとうございました。先生方やお友達、保護者の方々

との出会いに心から感謝する一年でした。いつもいろいろ教えていただき、愛をたくさん注ぎ育んでい

ただいておりますこと、感謝しております。毎日楽しみに登園させて頂いています。「明日、幼稚園？」

「やったー！」とぴょんぴょん跳ねて嬉しさを毎晩あらわしています。幼稚園が大好き、先生方、お友

達が大好きです。課題はありますが、先生方、保護者の方々にも見守っていただきながら通園できるこ

とはたいへん感謝なことです。  

 コロナ禍で様々な気遣いを要しながらも、先生方、役員の方々の子どもたちを想うお気持ちが詰まっ

た行事の度ごとに子供の成長を見させていただきました。一年振り返りますとその成長の大きさに驚き

を覚えております。毎日の何気ない積み重ねがどれほど大切なものか、その一日一日に先生方の愛がい

かに注がれているかを実感することです。次年度も大いに期待して楽しみにおります。どうぞよろしく

お願いいたします。                                 〔母〕 
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「触れあい」の 4歳児  

友だちとともに活動する喜び、挑戦し、意見や感じ方の違いを知る喜びを体験しました。 

 入園当初から、マスクの着用や日常の

保育生活でも感染対策など、園児達にと

ってはとても不安があったと思います。

行事もなかなか１００％では楽しめない

という中、子供なりに理解し普段の生活

で楽しかったことや、友だちと○○で遊

んだよ！と色々な話をしてくれたことは

とても嬉しく思います。最近では英語参

観の日、行きたくないとメソメソしながらも発表の前に緊張からか大きく深呼吸をして自分を落ち着か

せながらしっかりと発表できた所がとてもほほえましく思えました。            〔母〕                                       

 

 幼稚園入園から２年が過ぎ、4 月からは年長になります。3 学期になってから、毎日、「幼稚園に早く

いきたい！」と言っています！ 今までは手伝わないとなかなか着替えませんでしたが、自分から制服

に着替えるようになって、少しずつ自立してくれて、助かっています。幼稚園では、いろんなお友だち

や先生、神父様と楽しく遊んでいるようで、色々話してくれます。また、お友だちがお休みだと心配し

て、早く来てほしいなと言っており、優しい思いやりの気持ちが育ってくれて嬉しいです。運動会では、

おうちでも毎日ダンスの練習をしていたり、聖劇や音楽発表会の歌も、毎日練習していて、感心しまし

た。そして、本番でも一生懸命に踊ったり歌ったりしている姿、成長を感じました。 

 今年は、幼稚園生活最後の年、子どもと過ごせる“今”を大切に過ごせるとよいなと思います。これから

も、よろしくお願いします。                              〔母〕 

 

 年少のときあっという間の 1 年だったのに年中になったらそれ以上にあっという間の 1 年でした。年

中にあがるころは「ゆりさんのままがいい。ばらさんになりたくない」と言っていた娘は今では「ばら

さん最高‼」と言い、今度は「ばらさんのままでいい」と言っています。(笑) そう思えるのも担任の先

生を始め、神父さま、他の先生方が愛情を持って接してくださっているおかげなのと、自信に繋がる経

験をさせてくださっているおかげだなと思っています。娘は幼稚園生活が本当に楽しくてたまらないよ

うです。コロナが続く中、消毒など対策をしっかりしてくださって幼稚園には本当に感謝しています。

いつまで続くかわからないコロナですが最後の園生活。すみれになってもよろしくお願いします。 

                                           〔母〕 

 

 バラ組になりたての頃は、何でもママ、パパがやってと言

うことが多かったが、この 1 年でもうすぐ年長さんになると

いう自覚が芽生え、何でも自分でまずはやってみると言うよ

うになり、また一つお姉さんに成長したなぁと思い嬉しくな

りました。                  〔父〕 
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 今年度もお世話になりありがとうございました。年中になってからは特に、友だちとの「仲間」意識

が強くなって、集団で遊ぶことを楽しむようになりました。どちらかというと大人しい息子でしたが、

おにごっこやこおりおにドッジボールなどみんなで活発にあそぶ楽しさに目覚めたようで毎日いきいき

と幼稚園での出来事を話してくれました。 

 年中の間は神父様がクラスに入ってくれて沢山遊んでもらい、毎日の 5 分間英語も大好きな神父様が

楽しく教えて下さるので自然と身についたと思います。家で遊んでいるとき、ネイティブな発音で

「rectangle とって。」と言われ、直方体の積み木のことを言っているとわかってびっくり。笑ってしま

いました。担任のみさと先生はまだお若く 1 年目ながらも子どもとしっかり向き合って下さり、気にな

ったことや、その日注意したことなど丁寧に教えてくれて、対応も一緒に考えて下さいました。愛情深

い先生で安心して子どもを任せることができました。ありがとうございました。残り 1 年もよろしくお

願いします。                                    〔母〕 

 

 ゆりさん（年少さん）の時も成長を感じられましたが、年中さんになり、更に成長を感じました。拙

かったうちの子が、皆の前で自分の意見をはっきりいえるようになり、皆と楽しく元気に外で遊ぶこと

を覚え、充実した年中さんを過ごすことができました。先生や周りの皆さんのお陰で楽しい幼稚園ライ

フを過ごせることに感謝しております。                          〔母〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「与えあい」の 5歳児  

知識や体験を共有し感動し、意見の違いも惜しみなく伝え合あうことで、より深く学ぶ喜びを体験しました。 

 この幼稚園に通うことになったきっかけは、主人が海星高校の卒業生であったこと、従姉妹がこの幼

稚園に通っていたこと、この二つでした。従姉妹は年少から入園したのですが、「うちは最初とても大変

だったからトトロンルームから入っておいた方がいいと思うよ！」と言われ、私はそうしてみました。
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あれから 4 年経ちましたが、この幼稚園にして本当に良かった！ 間違いはなかった！ と心から思っ

ています。娘はこの海の星カトリック幼稚園が大好きです。先生もみんな大好き、クラスのみんなも大

好き❤だと言っています。 すみれ組になってからは「もう一日もやすみたくない！」と言って、残り

少ない園生活をとても楽しみにしながら毎日登園していました。家に帰ると幼稚園であったことを嬉し

そうに話してくれて、とても充実した毎日を送っているんだなぁと見ていて思いました。 

 この幼稚園の先生方は子供達に親切丁寧に時には厳しく指導してくださいました。そんな先生方のお

陰で、苦手だった鉄棒も出来るようになりましたし、縄跳びも大好きになり、最近では、折り紙やあや

とりも一人で出来るようになりました。その日に何かあればすぐに先生は教えてくださるので、安心し

て預けることができました。コロナ禍での 2 年間、先生方も色々大変だったと思いますが、なんとか行

事ができたこと、大変感謝しております。そんな中、子供達は文句ひとつ言わず、耐えに耐えて立派に

成長していったと思います。 

 「愛された子どもは愛することができるおとなになる」という言葉通りこの幼稚園の子どもたちは愛

情深く育てられているので、きっと素敵な大人になれると思います。あっという間の 4 年間でしたが、

最後まで優しく見守っていただき本当にありがとうございました。             〔母〕 

 

 先生方、3 年間お世話になりました。入園した時は毎日泣いて登園して、このまま 3 年間みんなとやっ

ていけるのだろうかと心配の毎日でした。でも、大好きなお友達、先生に出会い、いつからか楽しく通

うようになりました。息子のゆっくりなペースではありましたが、一日一日成長していくのが嬉しく、

私自身も息子の姿に元気をもらい、親としても成長させてもらいました。すみれ組での音楽会、聖劇で

は自信満々で発表する姿に感動しました。3 年間、息子を暖かく見守り、サポートしていただいた先生方

には感謝しかありません。本当にありがとうございました。                〔母〕 

 

 トトロンルームから含め 4 年間、大変お世話になりました。入園した頃は、お友達になかなか声を掛

けられず、一人遊びが多くて少し心配していましたが、今ではそのようなことが無かったかのように、

毎日友達と遊ぶのを楽しみに通っています。うれしいときも、悩んでいる時もつねに先生方やお友達に

そばで支えられることで、自分に自信を持つことができたのだと思っています。温かく見守り続けてく

ださって、本当にありがとうございました。                       〔母〕                        

 

3 年間お世話になりました。トトロンも含め 4 年間ありがとうございました。娘は年少の時は言葉など

少し遅れていて、輪になかなか入れず一人遊びの時期もありました。言葉のことで色々教えて頂き、相

談させてもらい、一人でかかえずとても感謝しています。娘から「将来幼稚園の先生になりたい」じゃ

なく「海の星カトリック幼稚園の先生になりたい」と聞いた時は、

本当に先生方、幼稚園が大好きな気持ちがすごく伝わります。愛

情をたくさん注いでもらったこと本当に感謝します。コロナの中、

行事などたいへんだったと思いますが幼稚園生活を楽しく過ごさ

せて頂き、行事も見れて良かったです。4 年間ありがとうございま

した。                    〔母〕                                
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 あっという間に 1 年が経ち、ついに卒園となりました。さみしい気持ちはやはり母の方が大きく、娘

は 1 年生になることで期待いっぱいです。（先生や違う小学校のお友達との別れは悲しんでいます。）4

月、2 年連続でひかる先生と言うのはサプライズな発表でしたが、娘も私も大好きなひかる先生にもう 1

年担任をしていただける、と嬉しいスタートでした。娘のことを本当に良く理解してくださっていて、

おしゃべり好きな娘の話をいつも聞いて「面白い」「スゴイ」と言っていただき、悩みがあれば受け止め

てそばで見守ってくださっていました。初めてのすみれさんはプレッシャーもあったかもしれません。

ですが、こんなひかる先生だから、親として安心してお任せしていたと思います。娘はいつも「ひかる

先生が○○って言ってた！」と話しています。影響大です。お慕いしている先生のお陰で必要な事をし

っかり見に付け、またのびのびと過ごしてこられたと思います。初めてすみれさんとして指導いただい

たマーチングも聖劇も、音楽会も本当に素晴らしかったです！ 2 年連続でお世話いただきありがとうご

ざいました。                                     〔母〕 

 

コロナ禍で大人数が集まる行事が難しい 1 年ではありましたが、園長先生はじめ、関係者皆様の様々

な工夫やご準備のおかげで、運動会などを見る機会を作っていただき、本当に感謝しております。また

給食について、入園当初好き嫌いも多かったでしたが、今では食べられる物も増え、ほとんど好き嫌い

なくたくさん食べてくれるようになりました。これも、先生が応援してくださったおかげです。日々成

長する姿を見ると、海の星カトリック幼稚園での経験を胸に抱き、小学校でも自信をもって楽しく過ご

してくれることと思います。最後になりましたが 4 年間大変お世話になりました。本当にありがとうご

ざいます。                                      〔母〕 

 

入園当初は不安でしたが、そんな心配が無駄だったかのように、入園時にできなかったことがどんど

んできるようになっていきました。これも暖かく見守りながらいろんなことを経験させて下さったおか

げです。また、育児で悩んでいる時に相談にのっていただいたことが、どれだけありがたく、支えにな

った事に心から感謝しております。海の星で過ごした 3 年間は本当にあっと言う間でしたが、私達親子

にとって忘れることができない貴重で大切な時間でした。先生も何かとお忙しいとはおもいますが、今

後も先生らしくお仕事にプライベートにお過ごしください。本当にありがとうございました。 〔母〕                           

 

上の子に引きつづき、またトトロンより、長い間お世話になりましたが、いよいよ一旦の区切りを迎

えることになりました。彼女にとっては、人生の大半を占めていた貴園を離れることになるのだな、と

親として一抹の寂しさと、大きな感謝の気持ちでおります。貴園で学んだ、人とのつながりの大切さや、

感謝の気持ちを胸に、娘は次のステージへいきます。引きつづき、温かく見守って頂ければ幸甚に存じ

ます。 

この様なご時世です。皆様、くれぐれもご自愛下さい。今まで本当に有難うございました！ 〔父〕 

 

2年という短い期間ではありましたが、大変優しくお守りいただきありがとうございます。どのような

天候の日でも、門に立って子らの登園を応援して下さり、とても心強かったと思います。 

どうか皆様、コロナだけではなく、お身体気をつけて三重の子の笑顔を育ててください。よろしくお

願い致します。この 2年間は宝です。私たち親子共々学ばせていただきありがとうございます。〔母〕 
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上の子のトトロンから始まり、早いものでもう９年。たいへんお世話になりました。最初は職場が近

い事もあり、家が遠くても気にならなかったのですが、下の子の時は、生活環境も変わったので少し悩

みましたが、先生達が待ってるよ～♪ と声を掛けてくれたりと、近くには、こんなにアットホームな幼

稚園はないと思い、やっぱり海の星が良い、海の星で沢山の愛を受けて育って欲しいと思いました。 

園長先生と毎日顔を合わせて話せるのも小さな園ならではと感じました。担任の先生は勿論、担任で

はない先生も、悩んだりしていると親身になり一緒に考えて下さり、一緒に喜んで下さったりと、先生

達全員が全クラスの担任の様に接して下さり、この園に通わせて頂けて本当に良かったと思います。卒

園しても、先生たちがあたたかく迎えてくれて、子供達の第 2 の家、第 2 の家族が出来たと思っていま

す。これから大きくなるにつれて、いろんな事がまっています。悩んだ時は、ここに帰って来れば良い。

親の私も、きっとまた悩んだ時は、園長先生に相談するかもしれないので、その時はぜひお願いします。

上の子の時とは違い、ほとんどコロナ禍の中での園生活でしたが、先生達が、その中でも出来る事を考

え、実行してくれた事に心より感謝しています。色んなことを経験して来た大人達は、もっと出来る事

があったのにと思ってしまいますが、子供達は、コロナの中でも楽しい事を見つけ毎日笑顔でいてくれ

ます。私なんかはついつい、上の子の時はこんな事が出来た！ あんな事した！ なのに…と思ってし

まった事もありましたが、コロナで制限される中での行事を思いっきり楽しんでいる子供達に本当の幸

せとは何かを気づかされた気がします。大人の私の欲深さを反省しました。 

子供達から沢山学ばされました。子供は素直ですが、海の星で育った子供達は愛情深く、純粋で、と

っても素直です。上の子は今でも海の星の友達が一番だと言っています。先生達が大切に育ててくれた

子供達は、本当に立派に育っています。これからも、沢山の海の星っ子を育ててください。長い間、本

当にお世話になりました。神馬先生、ひかる先生、まこ先生、みちの先生、よしえ先生、みさと先生、

ヴィクター神父様、久保田先生、そしてともみ先生、なち先生、まみ先生、沢山の愛を本当にありがと

うございました。みなさんのこれからの幸せを心からお祈りしています。          〔母〕                   

 

海の星カトリック幼稚園での 3年間、幼稚園に行き渋ることは一度もなく、とても楽しく、充実した

日々だったようです。幼稚園での行事や遠足、そして幼稚園で育てた野菜や果物をみなで食べるなどの

様々な体験をとおして、着実に成長が見られました。また、先生方や幼稚園のお友達との交流を通じて

学んだことははかり知れません。アットホームな雰囲気のなかで、全員の先生がクラスの垣根を越えて、

子ども一人ひとりのことをよくみてくださっていて、安心して通わせることができました。３年間、大

変お世話になり、誠に有難うございました。                       〔母〕                      

 

海の星カトリック幼稚園とのお付き合いはトトロンルームからになりま

すので、四年間本当にお世話になりました。子供の人生の半分以上を海の星

で過ごしており、ばら組とすみれ組では幸運な事に同じ先生に担任になって

いただき、すみれ組の最初の登園ではルンルンの笑顔で帰って来たのを覚え

ております。最初は本当に自分の意見がなかなか言えなく、家と幼稚園での

ギャップに驚きました。ゆり組の４・５月頃は毎日泣きながら当園しており

ましたが、それが三学期頃には園に行くのが待ち遠しいかのように 土日に

なってもよく“あす、ようちえんいくの？”毎日行きたそうでした。長い休
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みが有る時は自分でカウントダウンしておりました。そこまで園に行きたかったのは、きっと頼りにな

る先生方や、いっぱいの優しいお友達に出会えるのが 楽しみで楽しみで仕方なかったのだと思います。 

園生活の中では、人生を左右する一番大事な時期にこの海の星にお預けできた事は本当に嬉しく思い

ます。子供からは、“ママみたいに大きくなって、わたしに赤ちゃんできたら、ママといっしょに、また

海の星カトリック幼稚園に登園するよ！”と言われました。素直に子供からこの言葉が聞けたのは、本

当に私の自信にも繋がりました。パパとママがここを選んで正解‼! と確信が出来ました。私は一期一会

という言葉がとても好きです。親子共々、この園に出会えて良かったです。本当に四年間ありがとうご

ざいました。                                     〔母〕 

 

一年という短い間でしたが大変お世話になりました。前の幼稚園で大好きなお友だちとさようならを

したさみしさと不安でいっぱいだった心を先生方は優しい笑顔であたたかく包み込んでくださいました。

そのおかげで、海の星が大好きになり毎朝元気に登園することができました。 

幼稚園ではたくさんの事を学んだと思いますが、いちばん感動したのは、今年のお正月、初詣に行っ

た時です。娘が熱心にお願いごとをしているので、「何をお願いしたの？」ときいてみると、「世界平和」

と言うのです。自分の事ではなく、世界中すべての人々が幸せになってほしいと願う優しい心はまさに

海の星幼稚園の教えではないでしょうか。娘がとても誇らしく、海の星に通うことができて本当に良か

ったと思いました。これからも皆の幸せを願うような素敵な子に成長していってほしいです。ありがと

うございました。                                   〔母〕 

 

＊（最後に 年中の時にシンガポールに引っ越したお友だちのお母さんからのメールです。） 

ご無沙汰しております。皆様お元気ですか？ もうすぐすみれさん卒園ですね。Eは本日卒園しました。卒

園式はライブ配信で式には私は参列できませんでしたが 最後両親へのメッセージを聞いて 何もできない

まま海の星に入園したことを思い出しました‼  初めての母子分離で大泣きして真子先生にお世話になった

こと、お給食食べれなくてみちの先生やともみ先生にお世話になった事、ばら組でひかる先生や Sくん、神父

様にたくさん遊んでもらった事…たくさん海の星幼稚園でいろいろな経験ができて成長したことに改めて感

謝しております。ありがとうございました。まだまだコロナ禍で大変ですが お身体ご自愛下さい。 〔母〕 

                

 

 

 

 

 

 

 


