
No 在籍園 名前（任意） 保護者の声

1 長浜幼稚園

　預かり保育が新たに始まり、とても助かっています。仕事をしているので、お
迎えの時間に間に合わなかったり、都合で自分が行けないこともありましたが、
余裕をもって子どもを迎えに行けるようになりました。
　預かり保育中は、先生方に子ども達を楽しく過ごさせてもらい、子どもも大満
足で喜んでいます。いつも安全に見ていただき、大変ありがとうございます。

2 長浜幼稚園

　預かり保育について。
　専業主婦で働いていませんが、小学生になる上の子の用事の日や、私や下
の子が病院に行く日等、利用させていただいています。
　また、「お母さんのリフレッシュの為でも良いよ」と声をかけていただいたので、
時々利用させていただこうと思っています。
　下の子の授乳で、夜中に起きるのですが「預かり保育」で楽しく過ごしている
間に、少し自分が休養できるので助かっています。

3 長浜幼稚園 O

　小人数ということもあり、温かい雰囲気の中で先生方がしっかり子どもたちを
みてくださっているというのが、子どもの姿や園の様子から伝わります。
　海での体験や畑作り、外国の先生との触れ合い等、貴重な体験をたくさんさ
せていただき、子どもも楽しかった出来事をイキイキと家で話してくれます。
　友達と毎日楽しく過ごさせていただき、寝る前に「早く明日にならないかなぁ。
○○くんと楽しいことをいっぱいするんだ」ということをよく言っています。
　入学前の集団生活も学ぶことができ、我が子の成長を嬉しく思います。

4 美川幼稚園

　様々な年齢の子が同じクラスで学べる為、子ども達がより一層成長できる環
境にあると思います。地域の方々との交流や、沢山の自然体験ができ、子供も
親も一緒に楽しむことができます。
　預かり保育も始まり、下の子の健診などがある際、非常に助かっています。

5 美川幼稚園 Kitokito

　4才まで園等に通う事なく家族で日々過ごしてきましたが、引っ越しを機に美川
幼稚園に通っています。初めてのお友達や先生方との出会いに子どもは毎日
生き生き（活き活き）と、楽しく幼稚園生活を送っています。毎朝「今日は皆で何
して遊ぼうかなぁ」と言って、帰ってくると「とっても楽しかった」と嬉しそうです。
　小さな園で、上の子も下の子も皆友達。家族の様だねと話しています。皆、
違っていて、皆、大切。個を1人1人とても尊重していて、何かあっても共に話し
合って存在してゆく。思いやりの気持ちで皆、輪になって手を繋いでいるなと
常々感じています。息子だけでなく、母も日々楽しく過ごさせていただいていま
す。

6 美川幼稚園

　四季を通して、自然の様々な移り変わりが肌で感じられる。地域の方や中学
生・小学生のお兄さんお姉さんとの関わりの中で、自信を持って行動できるよう
になってきました。（今までは、大人の人にあいさつされても返事をする事がな
かったが、今では自分からあいさつをするようになりました。）
　運動会なども、幼稚園・小学校・中学校合同でできるという体験は美川ならで
は！
　小さい頃に、こうした体験ができることはありがたいと思います。保護者同士も
仲が良く「○○さんの子ども」ではなく、「おたがいさま」で子どもの相手をしあえ
るところも、美川幼稚園を選んで良かったと思えるところです。
　また、10月から預かり保育も始まり今では躊躇していた仕事についても考えら
れるようになりました。
　昼食については、お弁当という事もあり、給食を多くしてほしい声はあります
が、毎日手づくり弁当も大きくなった時に良い思い出として心に残っていくので
はないかと思います。

市立幼稚園　保護者の声



7 長浜幼稚園

　預かり保育を始めていただき、仕事の時間をのばすことができました。上の子
の参観日の時も安心して預けることができ、ゆっくりと参観できるのでとても助
かっています。
　家でできるだけ子どもの話を聞いて、沢山ほめてあげたいのですが、忙しくて
なかなか出来ない時もあります。だからなのか、子どもがひねくれてしまうことが
多くなりました。自分を強く見せたり、お友達にきつい言い方をしてしまった
り・・・。でも先生が気にかけてくださり、たくさん関わっていただき、ほめてくださ
いました。いろいろな事に挑戦できるようになり、失敗しても乗り越えることがで
き、自信がつきました。お友達や自分より、小さい子にも優しくできるようになり
ました。本当に先生方のおかげだと思っています。小さな事にも気づいていただ
き、私の心配事でも気軽に相談させていただくことができました。
　心からこの幼稚園に入れて良かったと思っています。
　大好きな幼稚園がずっと残りますように。

8 長浜幼稚園 M・D

　10月から「預かり保育」が始まりました。
　預かり保育をお願いすることによって、子供たちの遊ぶ、一緒に過ごす時間も
増えて、楽しく生き生きと帰って来るようになりました。
　急なお迎えの時間の変更も、こころよく引き受けていただきありがたく思ってい
ます。
　夏は今まで体験したことのない「水上バイク」に乗せてもらいました。このよう
な経験も長浜幼稚園でしかできないと思います。
　電車も近くを通り、海も近く、畑もあり、自然を身近に感じることのできる素敵な
幼稚園です。

9 長浜幼稚園

　今年10月から新たに開始された「預かり保育」によって仕事をしている状況の
身にとって、とても助かっています。感謝の気持ちでいっぱいです。
　今まで14時降園でしたが、やはり体力面でももう少し長い時間だとちょうどい
いのかなと感じていました。
　しっかり幼稚園で過ごすことができ、嬉しそうな顔をしています。

10 美川幼稚園

　はじめは、こども園と幼稚園のどちらに通わせるか迷っていました。
　なかよし会に行った時に、園庭で園児たちが自由にのびのびと遊び、保護者
や先生方の話を聞き、幼稚園の雰囲気も良く、自然いっぱいの美川に決めまし
た。
　子どもがやってみたい気持ちを大切にして見守ってくださり、アットホームで沢
山の体験ができて素敵な幼稚園生活が送れています。
　田植え、稲刈り、タケノコ狩りなど美川ならではの行事があり、親子で体験で
き、地域の方との交流もあり、保護者もみんな仲が良く、困っていることもいつで
も相談でき、下の子も同じように面倒見あったりできる、とても温かい環境です。
　先生は一人ひとりの個性と向き合い、時間をかけて対応してくださるのが、少
人数ならではの強みだと思います。幼稚園に通ってから自分に自信を持って過
ごしているように見えます。子どもに「できる」と自信を持たせ、伸ばしてくれて心
の成長を感じさせてくれます。
　美川幼稚園に通うことが出来て良かったです。

11 石見幼稚園

　石見幼稚園に通い始めて、スムーズに行けるようになるまでは一年以上か
かっていました。
　それでも先生方は、子どもの様子やペースに合わせて対応して頂きました。
私も迎えの時間が来るまで落ち着かない日が続いていましたが、毎日の様子を
聞いてとても安心して通わせられるようになりました。
　子ども達一人一人の個性を大切にしていただき、季節ごとに色々な体験をさ
せてもらい、のびのびと生活をして卒園出来たら良いなと思っています。



12 石見幼稚園 E

　新たに「預かり保育」が開始され、数回利用してみましたが少しでも時間にゆ
とりができて、身体を休めたり、用事ができたりして良かったです。コロナ予防接
種後にも利用できたので助かりました。高熱や倦怠感がある時に横になって休
めたので、楽になりました。
　来年度、小学校入学を控えて思うことは、幼稚園で一人一人の子どもの様子
をしっかり見て褒めて下さったり、励まして下さったり、必要な時には叱ってくだ
さって細やかな対応をしていただいたのは、本当に子どもにとって心強くありが
たかったなと思いました。
具体的には、子どもが自分の身の回りのことを自分でできたりや、お友達と遊
んだり行事の練習をしたり等、一緒に幼稚園生活を過ごす中で、自分の考えや
意見が言えたり、お友達の気持ちを考えたり、トラブルを解決したりする貴重な
経験を積み重ねる中で、力がついてたくましく成長してくれたら良いと思います。
　広い園庭や遊具で、のびのび遊んだり、幼稚園や地方の方の畑で野菜を育
てたり、収穫したり、公園にバスで遊びに行ったりする野外活動が充実していた
りも、とても良い経験だと思います。

13 石見幼稚園

　家からも近く、主人が当時通っていたこともあり、入園を決めました。入園前ま
では同じ年頃の友達と遊ぶ機会がなく、親からも離れる事がなかったので、きち
んと通えてるか心配していましたが、慣れるまで子どものペースに合わせてくれ
ていたので、子どもも安心して行けてたみたいです。
　人数が少ないので、初めは戸惑いましたが、その分園児たちの交流が深いと
感じます。
同じ年の友達だけではなく、お兄さんお姉さんたちともよく遊んでいるみたいで、
色々学んできてくれています。
　預かり保育は、いざという時に預かってもらえて助かりました。園のほかに子
どもを見てもらえる所があるのは知っていますが、子どもが慣れない人だと泣い
てしまうので、幼稚園だと知った先生ばかりなので、親も子どもも安心できまし
た。
　まだ預かり可能な日が限られているので、希望の日にお願いができないことも
あるのですが、もしもの時に預かってもらえる場があるのは、とても心強いで
す。

14 長浜幼稚園 A.O.

　姉が通っていたことから、入園する予定でした。
近所に同年代の子どもさんがいないので、幼稚園でたくさんの友達ができ、毎
日喜んで通っています。
　長浜幼稚園は少人数ということもあり、先生方にしっかり見ていただけたり、
子どもたち同士も仲良く生活していたりで親としても毎日安心して預けることが
できます。
　自然体験や先生方の創意工夫ある活動に、息子は充実した毎日を送らせて
いただき、感謝いっぱいです。
　行事に参加し、いきいきと活動している息子の姿に成長を感じています。

15 長浜幼稚園

　家ではなかなか経験できないことができるところがとてもいいと思います。
季節を感じる行事や、自然に触れる体験は楽しいだけではなくて、日本の文化
を学ぶことができ、子どもの感性も豊かにしてくれると思います。
　友達との関わりの中で、けんかもありますが、「ごめんね」や「ありがとう」の言
葉や応援する気持ちが育まれているように思います。
　また、子どもについて困っていること、悩んでいることをいつでも話を聞いてい
ただけて、一緒に考えてくださることが心強いです。



16 長浜幼稚園

　私の娘は長浜幼稚園でお世話になった卒園生で、息子は在籍中です。
長浜幼稚園は広い園庭に遊具もあり、外で元気いっぱいに走り回っている光景
をいつも目にしていました。
　近くには海岸もあり、夏には水上バイクの体験もさせていただいています。春
夏秋冬の季節を感じられる幼稚園です。
　年間行事や自然体験も充実しており、外国の講師等いろんな方との交流から
子どもたちは様々なことを学ばせていただきました。
　また、先生方も子ども1人1人を大切に思っていただいています。
　子どもの個性を尊重し、付き添っていただき、自分でよいことは良い、悪いこと
は悪いとしっかり判別できるように指導していただきました。
息子は、現在も通っている中で、自分の気持ちを素直に意思表示できるように
なってくれました。
　「幼稚園楽しい」「こんなことして遊んだよ」などと毎日いろいろな出来事を伝え
てくれます。
私も息子とともに様々なことを学んでいます。
幼稚園は先生が子供たちに寄り添いながら、それぞれのペースに合わせて成
長させてくれる場所です。いつもありがとうございます。

17 長浜幼稚園

　親、娘ともに長浜幼稚園でお世話になり、息子は在籍中です。
　長浜幼稚園は、広く自然豊かな園庭、近くに海岸や駅があり、移り行く自然の
中で季節を五感で感じながら過ごすことができました。
　保育も季節ごとの年間行事はもちろんですが、それに加え自然体験活動や茶
道、外国人講師との交流等様々な人とのかかわりの中で親しみや思いやりを
学び、いろいろな経験をさせていただきました。
　また、子どもひとりひとりの個性をとても尊重されており、のびのびと遊び、生
活することができました。その中で、子ども自身が気付き考えること、認められる
ことで、自己肯定感を持ち、自分や友達を大切に生き生きと育っていくように思
います。
　娘は幼稚園で「工作で○○を作った」「運動会が楽しかった」など今でも幼稚園
での生活を話すことがあります。
　子どもにとって大切な時期を、親と一緒に寄り添いながら育てていただいたこ
とに大変感謝をしております。

18 長浜幼稚園
　子どもたちに寄り添い、子どもの気持ちを大切にしてくださったおかげで
のびのびと3年間通うことができた。

19 長浜幼稚園

・列車がすぐそばを通るので子どもたちにとってはとても自慢の園。
・海が近いため海遊びを通して生き物と触れ合ったり、海を楽しむことができる。
・石見神楽の道具や衣装などがそろっているので、神楽を楽しむことができる。
・畑で野菜作りを経験でき、収穫したり食べることで喜びを味わうことができる。

20 石見幼稚園 Y

　はじめはこども園と幼稚園どちらに通わせるか迷っていました。ぴよぴよの会
へ行ったときに広い園庭で園児たちが自由にのびのびと遊び、室内でもクラス
関係なく行き来して楽しそうに過ごしている様子を見て、この園なら我が子も楽
しんで通ってくれるだろうなと感じ石見幼稚園に通わせることを決めました。
　実際に通ってみると少人数ということもあり先生方が一人一人を丁寧に見守っ
てくださり、集団生活の経験がなかった息子でもすぐに幼稚園での生活に慣
れ、休日でも「幼稚園に行きたい！」というくらい幼稚園が大好きになりました。
　参観日が毎月あったり、保護者も一緒に参加できる行事も多く、園での様子を
頻繁に見る機会があるので私も安心して通わせることができています。季節に
合わせた遊びや素材で季節感を味わいながら過ごしたり、地域の方々とのふ
れあいや自然体験ができたりと、家ではできない体験をたくさんさせてもらい、
本当に石見幼稚園に通わせてよかったと感じています。

21 美川幼稚園 Y

　幼稚園での生活で人とのかかわりを通し、内気な性格が社交的になり、なん
でも挑戦するようになった。
　1年を通して地域との交流や行事があり、田植え、稲刈り、野菜の苗植え・収
穫などを経験し、食育にもつながる良い経験ができた。
　少ない人数でも縦横のつながり、園児だけではなく親同士、先生方とも交流が
深く親子共々充実した園生活を送ることができた。



22 美川幼稚園

　親子でたくさんの自然体験ができ、子どもだけではなく親も新しいことを知るこ
とができます。
　土いじりなど今しかできないことをさせてあげることができます。実際に見たも
のから学び、そのことについて本でも学べるので子どもの頭にしっかりと残って
いると思います。

23 美川幼稚園

・自然が多く四季の移り変わりを肌で感じられる。
・地域の方々との交流が多く園児だけではなく、保護者も一緒に様々な体験をさ
せていただいている。
・小中学校も近く、稲作体験や運動会など一緒に活動することも多くありがたく
思っています。

24 美川幼稚園

・自然に囲まれた場所にあり、春夏秋冬季節ごとに自然を生かした様々な体験
ができる。
・園、地域、園児、保護者の距離感が近く様々な活動が楽しくできる。
・交通面も市内からでも近く駐車場が広いので小さな子供がいても安心して通
わせることができた。
・地域の方、先生、保護者の方と触れ合っていく中で子どもたちの笑顔が増えた
こと、大きな声であいさつができるようになったことがとてもよかったです。

25 長浜幼稚園 A.O.

　4歳まで祖父母に日中見てもらっていました。
そろそろ保育園にと考え、お試しで1日保育をしてみたところ、本人はお昼寝が
嫌で行きたがらなくなりました。
　祖父母と相談した結果、幼稚園に入園することを決定しました。
　長浜幼稚園では先生方にしっかり支えていただき、娘は喜んで通っていまし
た。自然に触れる活動や地域の良さを感じる活動をたくさん経験させていただ
き、友達と楽しい思い出をたくさん作ることができました。
　今でも懐かしそうに、幼稚園での思い出を話しています。

26 長浜幼稚園

　息子は幼稚園に入る前は言葉も遅れていて、発音もまだうまくできていなかっ
たのでとても心配でした。お友達や先生とのコミュニケーションはどうなるかと不
安でしたが、息子の話したい気持ちを大事にしていただき、焦らず、せかさず、
しっかり耳を傾けて聞いていただけました。
　息子も楽しい幼稚園生活の中で、良い刺激をもらって「話したい！」という気持
ちがどんどん育ったのだと思うのですが、今ではすっかりおしゃべりさんになり
ました。
　また、季節を感じる行事や、自然に触れる体験、運動会などの行事からも、い
ろいろと学ぶことは多いかと思いますが、普段の生活の中でも友達との接し
方、遊びの中のルール等たくさん教えていただきました。
　友達との喧嘩でも間に入り代弁してもらって気持ちを伝えたり、どうすればよ
かったか、どうすれば仲直りできるのかを毎日繰り返し教えていただきました。
　子供もいろいろな経験を通じて成長できると思いますが、親も一緒に勉強させ
てもらえるなと思います。

27 美川幼稚園 K.K

　美川幼稚園ではたくさんの貴重な経験をさせていただきました。
一番の思い出は親子そろっての自然体験です。たけのこ掘り、泥んこ遊び、田
植え、稲刈りなどです。豊かな自然の中で保護者や地域の方、先生、友達とみ
んなで汗を流し、わきあいあいと活動できたことは子どもが成長していくうえで
しっかりとした土台になってくれることと思います。
　親が参加する行事が多く大変だと思われるかもしれません。しかし、子どもが
小学生となり親と過ごす時間が減ってきた今となっては、親を必要としてくれる
幼稚園時期にしっかりと子どもと関わっておいて本当に良かったと思います。
　もう一つ、幼稚園でよかったことは、少人数だったこともあり先生方が子供たち
一人一人をしっかりとみてくださったことです。子どもの気持ちを尊重し見守って
くださることは大人数のところではなかなか難しいことだと思います。



28 石見幼稚園

・就学しているほかの兄弟と生活の流れが同様であること。（長期休み、行事
等）
・周囲に小中高の学校があるため交流があり、幅広い年齢の方々とかかわる
機会があること。
・広い園庭で思いっきり体を動かして遊ぶことができること。
以上が公立幼稚園を選択した理由です。
14時のお迎えは親にとっては大変なことではありますが、お昼寝をせずに全力
で遊ぶ子どもたちにとって1つの節目の時間で、体力があれば引き続き遊び、
様子次第で休憩させればいいだけだと思う。
・3人の男児の親で、長男は保育園に通わせ続けたが下の子どもたちは保育園
から幼稚園に転園させました。
幼稚園の時の親子の関わりは、就学に向けてともに歩む大切な時間だと思って
います。

29 美川幼稚園

　美川幼稚園は、稲作やたけのこ掘りなど自然豊かな地域資源を生かした活動
が多くあります。そのため貴重な経験ができ視野が広がります。
　また、地元の小中学校、公民館、保育園、高齢者福祉施設などとの交流があ
り、お兄さんお姉さんや、お年寄りの方々と触れ合い、思いやりや敬う気持ちが
養われます。
特に運動会は幼少中合同で行われ、中学生と行う種目は微笑ましく子どもたち
にとっては貴重な経験です。
　美川幼稚園に通ったおかげで、息子は自ら考えて行動し、仲間を大切にし、た
くましく成長しました。
　単なる保育ではなく、幼児教育をするための環境が整った公立幼稚園で育っ
たおかげです。

30 美川幼稚園

・親子活動をたくさんさせてもらえて本当に楽しかったです。
・自然体験も普段なかなかできないことをさせてもらい貴重な体験ができまし
た。
・友達同士でトラブルが起こった時、きちんと双方の意見を聞き、一緒に真剣に
なって考えてくださりうれしかったです。
・団体行動はもちろん、個性もすごく大切にしてくださり、みんなと同じことをした
くないときに無理強いしないで見守ってもらえることがとてもうれしい。
・PTA活動や送迎時などの保護者同士のコミュニケーションは専業主婦にとって
はとてもありがたいです。
・生き物を通じて命の大切さを教えていただけた。
・毎日のお弁当作りはとても大変ですが、給食では味わえない大切なものを届
けられている気がします。
・とにかく親子ともに毎日楽しい3年間になると思います。

31 石見幼稚園 長冨

　幼稚園でたくさん遊ぶことにより、いろいろな学びをさせていただきました。
自分たちで考え、友達と一緒に協力したり、時にはトラブルも経験したりしなが
ら子供たちは楽しい幼稚園生活を送らせてもらいました。
　幼稚園での思い出を子どもたちに聞くと1時間以上も兄弟3人で思い出を語り
合っていました。それだけ子どもたちの心の中に石見幼稚園での思い出が残っ
ているのだと思いうれしくなりました。

32 美川幼稚園

美川幼稚園で子供2人お世話になりました。（現在：中3男子、小5女子）
　
自然がいっぱいの美川では、どろんこ遊びにたけのこほりなどなど体をめいっ
ぱい使って、たくさんの体験をさせてもらいました。これらの自然体験は、子供
たちが大きくなるにつれて生きてきます。
先生、地域の方々に見守られて、子供達も親も楽しく過ごせました。
先生方には、PTAの活動や子どものことなど話を聞いてもらい、たくさん助けて
いただきました。そのおかげで、お母さん達とも仲良くなれたし、PTAの活動も楽
しくできました。
子供達が卒園して何年もたちますが、「幼稚園が一番楽しかった！！」と話しま
す。
私もあのころ、子供達とお母さん達と美川幼稚園で過ごせて、本当に良かった
です。



33 美川幼稚園

①自然体験の充実
　たけのこほり、稲作体験、海あそび　etc・・・子どもだけでなく親も一緒に体験
できたことが、親子にとってかけがえのない思い出になりました。小学生になっ
てしまうと、親子での行事はほぼありません。

②地域の方との密着度の高さ
　稲作体験や、未就園児の会、もちつき、ひまわりの種まき　など地域の方に触
れ合う機会が多く、在園中、地域の方々に育てて頂いたな、と感謝することが
多々ありました。そういった関わりがあったからか、知らない人（道で出会った
人）に自然とあいさつができるようになりました。

③美川幼稚園の先生方のあったか保育
　少人数だからこそイイ！！先生方の細やかな配慮は子どもだけでなく　、保護
者にもしてくださいます。色々悩む子育て、悩んだ時は、誰よりも親身になって
先生方が、一緒に考えてくれます。解決の道を一緒に見つけてくれます。お母さ
んの味方になってくれます。そして子どもの好きなあそびが見つかる園です。我
が子に幼稚園で何が楽しかったか、聞いた所、普段の何気ない遊びとの解答で
した。園庭で草花を使いお弁当ごっこをしたり、好きな曲を流して踊らせてもらっ
たり、神楽をしたり、ビーズをしたり、工作で物作りをしたり、お家より楽しい環境
づくりを、先生方がしてくださっています。我が家にとってかけがえのない時間を
過ごさせて頂いた園です。

34 石見幼稚園

　石見幼稚園は、春にはたけのこ堀り、夏にはカヌー体験、秋には柿とり体験、
冬にはいちご狩りなど他にも数多くの季節の体験は勿論、近隣の小中高校生と
の交流、図書館、警察署、県立体育館、陸上競技場、プールなど様々な活動が
あります。
　色んな行事を行って頂き、いつも楽しそうに幼稚園での出来事を話してくれま
す。
　また、小学校と同じメニューの給食試食会が月に数回あり、ALTの先生にも月
に数回来ていただいて、とてもよい経験ができます。
　先生方には、子供達一人一人をこまやかに丁寧にみていただき、またのびの
びと園生活を送ることができ、それぞれの良さを伸ばしていただいています。
　私自身も浜田市の公立幼稚園を卒園していますが、幼稚園の思い出は今で
もいろんな体験ができたことを思い出します。
　上の子は卒園して数年たちますが、幼稚園での思い出は今でも心の中にあ
り、思いやりの気持ちをもつこと、皆で話し合って問題を解決するなどを大切に
してきた印象があります。

35 石見幼稚園 S

　石見幼稚園は、広い園庭で、のびのびと自由に走り回る園児が印象的な、元
気な幼稚園です。
　先生方は、日々の研究と研修を重ね、子供たちの個性にしっかり寄り添ってく
ださいます。臆病な性格の娘でしたが、様々な充実した体験の中で、挑戦する
姿をたくさんみることができました。私にも見つけられない成長のタイミングを先
生は見逃さずに導いて下さっていたことに感動しました。
　私は、子育て支援センターにも通えない人見知りでしたが、石見幼稚園には、
親子活動や保護者の温かいつながりがあり、アットホームな雰囲気の中で、子
供たちは皆に見守られながら成長しています。
　子育てに悩んだとき、活動の中で周りのお父さんお母さんのお話を聞き、安心
したり、感心したり、孤独を感じない子育てができました。
　親も子も安心して楽しく活動できる園です。

36 石見幼稚園 S

　石見幼稚園に二人の子供を通わせ6年目の保護者ですが、二人とも年長時に
は子供たち同士が話し合って問題を解決しようとする姿をたびたび見たり聞い
たりしてきました。先生方のしっかりと寄り添ったご指導に感謝しています。
　娘に幼稚園のどんなところが好きか聞いたら、みんなが優しい所が好きだと
言います。
　お互いを認め合い、先生、子供達、保護者や弟妹たちみんなが仲良く、たくさ
んの体験を通して子供たちが自信をもち、生き生きと活動しています。



37 石見幼稚園

　4人の我が子が石見幼稚園に通いました。通算8年、足掛け11年に渡りお世
話になりました。
　第1子は、往復4.5㎞の距離を、夏は汗だくで真っ黒に日焼けしながら頑張って
歩き、第2子、第3子は距離こそ短くなりましたが、道草しながら歩きました。さす
がに、第4子は陸上競技場からの徒歩となりましたが、集団登降園は続いてい
ました。
　子育ての中で、「協調性」や「我慢強さ」を身につけさせることが大切と言われ
ていますが、集団登降園はそれが自然に身につく方法だったと感じています。
風雨の中、カッパを着て、顔を雨で濡らしながら一列で歩く試練？の繰り返し
や、家に着き親の顔を見て安堵する心のメリハリが、情緒の安定にも繋がって
いたと思います。（現在は、交通状況や事件の発生により登園状況も変化して
いるとは思います。）
　石見幼稚園は、「遊び」を中心として、それぞれの個性に応じた活動を先生方
が補佐してくれます。ひたすら、泥だんご作りに熱中する我が子を、先生は認め
て褒めてくれました。園長先生は我が子に駒回しの特訓をしてくれました。
　4人の我が子は、幼稚園はとても楽しかったと口をそろえて言います。幼児期
の大切な時期を石見幼稚園で過ごせたことは、本人にとっても親にとっても本
当に良かったなと思っています。

38 美川幼稚園

のびのびと体を動かし、自由な遊びなどを通していろいろな事を学べるところ。
ひとりひとりの個性を大切にしてもらいながら、指導して下さる先生方がおられ
るところ。
たくさんの自然体験があり、親子で同じ体験ができて共に感じることができると
ころ。
地域の方々とのたくさんの交流があるところ。
金魚や亀、ウーパールーパーなど生き物がいるところ。などなど、幼稚園生活
ではいろいろな行事を通しての達成感。喜び。楽しさ。たくさんあります。
　
　お迎えの時間には、先生からこどもの様子を細やかに教えていただけること
があり、保護者同士が日常の会話の中で、同じ悩みに共感したり、楽しい会話
の中で大笑いしたりして、心が軽くなって帰宅することも多かったように思いま
す。
　園庭でこどもたちが遊んでいる笑い声を聴きながらのおしゃべりは最高に幸
せな時間でした。
　そんな日常生活の中で、親同士が自然とコミニケーションをとることの大切さ
を感じることもできました。こどもが健やかに成長できるように先生方と親同士
が協力し合い、見守り、いっしょに子育てをしているんだなという気持ちになれる
ところが幼稚園の魅力だと思います。
　こどもに幼稚園で楽しかった1番の思い出は？と聞くと『生活発表会』のことで
した。幼稚園の生活発表会はこどもの気持ちをきちんと聞いてもらい、こどもの
自主性を大切にしてもらってます。親から見ても毎年こどもの個性や成長を感じ
られる素敵な発表会でした。
　この時期でしか共有することができない時間を過ごすことで、親子で成長でき
る幼稚園生活をみなさんにも是非楽しんでもらえたら嬉しいです。

39 美川幼稚園

　子どものやってみたい気持ちを大切にして、見守ってくださって、たくさんの体
験ができて素敵な3年間でした。運動会のダンスは衣装も楽しみでした。田植
え、稲刈り、新米の会、今年はコロナの影響で田植えができなかったので、幼稚
園の時に体験できて良かったなと思いました。行事はどれも楽しみで、子どもの
成長を感じることができました。お母さんどうしの「つながり」も育めたのは、私に
とっても宝物です。しっかり幼児期に心と体を耕やしたからこそ、今のこの子の
姿があるのだと思います。ありがとうございました。　　　　　（母）

　美川保育園へ息子が通園していた頃の思い出は、バザーで親達で焼鳥やカ
レーライスや焼きそばなどを協力して作って出店した事です。準備や接客、そし
て後片付けと色々と忙しかったですが、一つの事を団結して出来た事で、今で
も子供や親同志も交流が続いています。そういった意味では、人の縁のすばら
しさをあらためて感じたとても貴重な時期だったと思います。　（父）



40 石見幼稚園

・幼稚園を休みたいと言ったことがないくらい幼稚園が大好きで、毎日、楽しく、
通ってくれました。
・アットホームな雰囲気で親も子も安心して通うことができました。
・PTA活動を通してお母さん同士仲良くなれて、まるで2回目の青春を送ってい
る様でした。

41 石見幼稚園

・年に1回のなかよし祭りでは、子どもと大人が特に深く関わって行っていたの
で、保護者としては大変なこともありましたが、心に残る良い機会となりました。
・働いていたのですが、朝も早くから預かっていただき、帰りも仕事で遅くなって
しまっても、心良く見守ってくださいました。
・園庭は、広いとは言えないかもしれませんが、子どもたちが、園が終わってか
らもずっと遊んでいました。
・すぐ近くに小・中・高と学校があり、地域の皆さんとの関わりも深く、成長した先
を想像できる環境にありました。
・浜田市の中心部にあるのが、何より利便性がありました。

42 石見幼稚園 はるちゃん

・年中から2年間、石見幼稚園に通いました。
・幼稚園では、子ども達が安全に自由に楽しく遊べる環境が整っていて、毎日、
いきいきと通っていました。
・親も幼稚園に行く事が多く、子どもの様子も垣間見れます。親子で参加できる
行事が多いです。
・幼稚園にしか無い良さがたくさんあり、そしてそれは、とても大切な物だと思い
ます。
・幼稚園には「預かり」「給食」などがありません。保育時間を少し延長して、給
食なども取り入れて、幼稚園がもっと活気付けてくれる事を願います。

43 石見幼稚園 S

　長女が以前に、次女が現在、石見幼稚園にお世話になっています。
　うちの子は二人とも社交的や積極的な方ではなく、新しい環境には時間をか
けて馴染む子達でした。そんな子供たちの幼稚園生活の始まりは、戸惑いが少
なくありませんでしたが、入園1週間後には、「お母さん、いつ迎えにくるの？早く
迎えに来ないでいいからね、幼稚園楽しいから」と自ら言ってきたことにはびっく
りしたところです。ベテランの先生方によって、不安より楽しいが勝る幼稚園生
活を、スタートすることができました。「子供を安心して預けられるっていいな」素
直に思えた瞬間でした。

　一人目の時は親も初めての経験ばかりでしたが、担任の先生が一人一人の
個性と向き合い、また周りの先生方も、園児をちゃんと見守っていてくださると感
じることができました。私がたまに迎えに行くときも「〇〇ちゃん、こうでしたよ。こ
んなことがありましたよ」とさりげなく話をしていただきました。家とは違う娘の状
況を知らせてもらうことは、とても嬉しい事でした。
　また、先生たちは幼児教育において、子供たちそれぞれの成長を見て、段階
を踏まえたうえで導いておられることを感じることが多々ありました。娘も少しず
つ自分のことができるようになり、周りの子との協力を覚え、下の子のお手本に
なるように、自覚していく成長は安心して幼稚園に預けることができましたし、育
ててもらっていると頼もしく感じました。
　最後に、昨今、PTA 活動を苦手として、食わず嫌いされる方が多いですが、幼
稚園のPTA は自由で楽しくやらせてもらいました。子供たちの喜ぶこと、必要な
ことを先生と、保護者で話をして考えて実行して、結果自分の子供たちの笑顔
につながっていることを、実感できたとても良い経験でした。

44 長浜幼稚園

　長男が長浜幼稚園でお世話になりました。
　幼稚園での様子、気になることなど気軽に先生に相談できて、また親身になっ
てこたえていただき、安心して通わせることができました。お迎えの時にお母さ
ん達と、いろいろお話をすることもとても楽しかったです。2人目、3人目を保育園
に入れて働きに出なくては…と思っていましたが、充実した幼稚園生活を、2人
にも経験させてあげたいと思い、幼稚園に入園させることにしました。
　1日1日大きく成長していくこの幼児期、近くで成長を見守り、子どもと接する時
間を、大切に過ごしたいと思っています。



45 美川幼稚園

〇子供の思い出話から親が思うこと
（１）思い出を聞いてみると、様々な自然体験が印象深いようです。自分たちで
育て、収穫する経験をしているおかげで、食物の尊さを理解してくれています。
嫌いな食物もありますが、絶対に残さないところは、こうした経験からだと感謝し
ています。
（２）年少から年中あたりまでは、人前に出て何かをすることに、極度の緊張を
表す子でしたが、今では堂々と人前に出ることができる子に成長しています。
　在園中、とにかく美川幼稚園は、地域の方々とのつながりが深く、とても温か
いと感じていましたが、あらためて我が子からこのような感想が出てきたことで、
感謝の気持ちが新たなものとなりました。

46 美川幼稚園

　美川幼稚園は、近くに大きな川や山があり、地域の田んぼや畑も多くある自
然豊かな美しい景色の中で、四季を感じながら、子供たちは、のびのびと生活
しています。
　活動内容も、たけのこ掘りや田植え、稲刈りなど、美川ならではのものもあり
ます。これらは親子で体験でき、地域の方との交流もあります。
　このような、家庭内ではできない親子活動を通して、今しか見られないかわい
い姿、少しずつ成長していく姿をたくさん見ることができました。その周りには、
温かく見守る先生方、地域の方、いつも笑顔のお母さん、お父さんたちの姿もあ
りました。
　保護者もみんな仲良く、困っていることも、いつでも誰かに相談でき、みんなで
子育てをしているように思います。
　卒園まであともう少しではありますが、これからも美川幼稚園での生活を親子
でしっかり楽しみたいと思います。

47 石見幼稚園 チョロ
　子供達1人1人の特徴や個性を把握して、とてもきめ細やかな教育をされてい
ることに、いつも感心させられます。色々な遊びや体験をさせてもらい、伸び伸
びとすごしたことが、その後の人生にとても役に立っていると思います。

48 石見幼稚園 Ⅿ

　休みになると「早く幼稚園に行きたい」といいます。子供が毎日楽しいでき事に
ふれている証明だと思います。園がおわっても、なかなか帰ろうとしません。成
長するために、たくさんの刺激を与えてもらっていると思いますので、感謝して
います。

49 美川幼稚園

　たけのこ掘り、田植え前のどろんこあそび、米作り等々自然に恵まれた中で
の独自の行事、地域の方々の協力があってこその素晴らしい経験でした。先生
やお友達にも恵まれ卒園して学校が違っても交流があります。
　中学生になっている今、この美川幼稚園での経験が何事も意欲的に取り組ん
でいる姿につながっていると感じています。

50 長浜幼稚園

・細かな所までいつも先生方は見てくださり、子どものちょっとした表情も見てお
られ声を掛けてくださいます。不安なことも何でも、相談しやすい雰囲気を、常に
つくってくださっています。
・先生方はもちろん、保護者の方とも密な関係になりやすく、子どもの相談など
も世間話もしやすい。

51 長浜幼稚園

　わが子を丸ごと受け入れてもらい、自己肯定感が高くなり、毎日いきいきして
過ごしています。
　今はお迎えの間、仕事をしています。早く登園させる時があり、一時保育とし
て融通をきかせてもらっていて、本当に助かっています。



52 長浜幼稚園 N

　子ども一人一人の事を理解してくれて、それぞれの子に適した働きかけをして
下さります。そうしたなかで、穏やかで豊かな心を育ててもらっています。
　我が子は来年から小学校へ行きますが、勉強を教えてもらう事をとても楽しみ
にしています。
　真剣にやりきる心も育ててもらっているので、小学校でも自分らしくしたい事に
夢中になり、勉強も頑張って取り組む姿を目に浮かべることが出来ます。
　子どもの心を育ててくれて、子どもの可能性を広げてくれる、そういった園だと
思います。

53 長浜幼稚園 M・S

　人数が少ないこともあり、きめ細かく子どもたちを見て頂いたり、また、浜田の
自然豊かな場所で、のびのびと成長していると感じ、通わせてよかったと思いま
す。
　今年は特に新型コロナウイルス感染症の流行により、一学期はほとんどの行
事が中止となり、子どもの心が不安定になりつつありましたが、先生方が色々と
工夫して頂き、笑顔で幼稚園に通っていたので、とてもほっとしていました。
　その中で、歩いていける距離に海があるので、そこで他の誰よりも、遊んで疲
れて帰ってくる子どもの姿を見て「今日も一杯遊んだな」と嬉しかったです。
　子どもの可能性を引き出し、子どもの『出来るんだ』と自信を持たせ、心の成
長を感じる幼稚園であると思います。

54 長浜幼稚園

・「お友達と食べるお弁当がおいしかったな。今でも食べたいな。」と子どもが話
してくれます。毎日のお弁当作りも空っぽになったお弁当箱を見ていたあの
日々が今では思い出にお互いになっています。
・友達とケンカをしても先生は、「ケンカをすることはいけない」とは言われず、ケ
ンカをした後のその先の話し合い（子ども達で）を大切にされていて、私も子ども
も何度も救われました。
・1人1人子どもに時間をかけて対応してくださるのが、強みだと思います。
・自立する心、自分に自信を持って過ごせるようになりました。好きなことを思
いっきりさせてくれ、それを伸ばしてくれます。
・心の底からこの幼稚園にしてよかった!!と思います。

55 長浜幼稚園

　遊具がなくなって子どもたちはつまんなくなるかな？と思いましたが、それはそ
れで、他の遊びを見つけて毎日「楽しかった！」と帰ってきます。
　野菜を育てたり、虫を見つけたり、実や種をとったり…季節を感じる活動・遊び
をたくさんすることができて、とても良いと思います。
　夏の海遊びは、海が近い長浜幼稚園だからできることで、水上バイクも体験
することができるので、今後も続けて欲しい活動です。海で遊ぶだけでなく、み
んなで並んで歩いて行って、海での約束事などをきちんと学び守り、帰ってきた
らぬれた洋服を洗って着替えて…など、色んな事を学ぶことができてとても良い
です。
　子どもの気持ちをすごく大事にしてくれて、話をしっかり聞いて、一緒に考えて
くれる先生方、幼稚園の雰囲気がとても大好きです。

56 石見幼稚園

　入園前は、集団での行動や遊びが苦手な子で不安でした。案の定なかなか
朝はスムーズに行くことが出来ず、先生方には毎日その日の子どもの様子に
よって、臨機応変に対応していただいて、とても感謝しています。
　今では「早く行こう！」と朝から言えるようになり、たまに登園中に不安になっ
た様子もありましたが、「それでも行ける」と言って、自分から歩き出す姿を見
て、とても成長を感じることが出来ました。
　幼稚園の活動の中で、地域の方々や、学生の方々との交流もさせてもらって
いて、幼稚園の帰りに子どもに声をかけてくれた学生の子がいたのが印象的
で、私たちの知らないところでも、輪が出来ているんだなぁと感じました。
　のびのびと様々な体験をさせてもらって、改めて石見幼稚園に通えてよかった
と感じています。



57 石見幼稚園 エンジョイママ

・園児が明るく元気よく朗らか。園の教育がしっかりしていて良いので、挨拶が
きちんとできる。自分の身のまわりのことが、自分できちんとできる。お友だちに
思いやりがあって優しくできる。年下の子どものお世話ができるなど…人として
基本的なことが身につき、大切な心を育む人間教育が、しっかりされている園で
す。親としても安心して通わせることができます。先生方、父兄の雰囲気が気さ
くで親しみやすい。話しやすく、コミュニケーションが取りやすい。
・当番活動や朝の会、帰りの会など充実していて、園児は自発的に、しっかり自
分の役割を自覚して、行動することができるし、責任感を持って、みんなで協力
して助け合ってできる力を養え、自分の気持ちを表現したり、相手の気持ち、み
んなの気持ちをしっかり聴くことができる力が養える。組の区別なくみんな仲が
良いです。
・園庭が広く、遊具も充実していて、みんなのびのび自分の遊びや、お友達との
遊びを楽しめる。幼稚園が終わっても、園庭でみんなで遊びたくて、毎日残って
かけ回って遊ぶくらい楽しんでいて、健康な心と身体が遊びを通して育める。
・コロナ対策での制限がある中でも、園外活動が充実していて、遠足はできる範
囲でも遊具が充実している場所に行ったり、普段も柿や芋や季節の果物や野
菜など、地域の畑のあるところに収穫（大根など）を手伝いながら、説明をきい
たり、園児が楽しみながら、地域の人たちとの交流も楽しんだり、豊かな経験が
できます。
・コロナ対策の制限がある中ではあるが、石見小・一中・浜高との縦のつながり
があって、将来的にも親は安心できる。子どもの顔を覚えてもらっていて、声を
かけてくれたり、お世話をしてもらったりしました。
・先生方が普段から月のたより、参観日でも教育の目標や生活のめあても明記
し、遊びのねらいもしっかり示して下さいますし、子どもの日々の様子も細やか
に伝えて下さり、フォローが細やかで、対応も早く適切で、信頼して安心して通
わせられます。


