
 

 

 

 

 

さんてら幼稚園への決め手 

説明会ではスライドを使ってわか

りやすく丁寧に説明していただき

ました。集団生活が初めてだったの

で、遊びが中心の園生活というお話

と、この口コミがとても参考になり

ました。 

 

こども園の先生からの勧めで入園

することになりました。今はまだま

だ友達と仲良く出来ませんが、先生

方や友達が優しくて、嫌がらず楽し

く通っている様子です。 

 

幼稚園選びでは、つい英語や体操に

力を入れている所を選んでしまし

がちですが、年少で１年間そういっ

たいわゆる“お受験園”に通ってわ

かった事は、一番に子供の心を大切

にしてくれる園を選んだ方が良い

という事でした。三寺幼稚園は華や

かなアピールポイントは無いかも

知れませんが、年少で通った園とは

比べ物にならないぐらいに質が高

いです。こだわりの強い息子を大き

な心で受け止めて下さり、園長先生

を始め先生方が皆おどろく程に優

しいです。あたたかくゆったりとし

た時間の中で子供の主体性を重ん

じて健やかに育てて下さいます。夏

休みを嫌がるぐらいに幼稚園の事

が大好きです。先生方、通われてい

るママ達みんなが温かく優しい園

だと思います。 

 

とにかく近いのが良かった。お迎え

に行かなければならない状況にな

った時、すぐ迎えに行けるし、自分

の体調が多少悪くても無理がきく。 

 

直感。第一印象。 

 

 

 

 

 

 

自宅から近かったこと。 

加配枠のある幼稚園を選びたかっ

たこと。 

子供も楽しく伸び伸びと登園して

います。 

園庭の遊具も充実していて良い。 

 

ひよこ組から通っていて子供も初

めての場所とは違いなれていたし、

お友達もいたので選びました。それ

と、副園長先生をはじめ、ひよこ組

を対応してくださっていた先生方

が子供の名前を覚えて呼んでくれ

ていたのが親として嬉しく思いま

した。 

 

他園も検討していましたが、三寺幼

稚園は先生方の雰囲気が良く、温か

みを感じましたので選びました。 

入園してからもとても親身でよく

子供を見てくれていますので安心

して通えます。 

 

家から近くて下の子がいるので、お

迎えや何かあった時に行きやすい

から。お迎えがあるので、１日の様

子を先生から聞けるので、その話を

もとに子供と幼稚園の話ができる。 

 

自分の通っていた時の幼稚園の様

な古い雰囲気がよかった。 

 

以前、障害がある我が子を私立幼稚

園へ入園させましたが、あまりサポ

ートがなく、しっかり見てもらえて

いるように感じられなかった。園長

先生にいろいろお話してありまし

たが、担任の先生と共有できていな

い様子だった。 

公立幼稚園では、介助員のサポート

があり、担任の先生をはじめ他の職 

員の方も理解してくくれている。 

 

 

 

 

 

パパもパパの兄弟もみんな三寺幼

稚園の出身。家からも近い。バスで

通園する幼稚園は面倒そうだと思

った。そして三寺小学校へ入学する

予定なので。 

 

説明会での先生や役員さんの園児

へのあたたかい思いを聞いて、いい

なぁと思いました。入園予定のお母

さん方ともお話をして、皆さんとて

もお話ししやすくて安心しました。

入園してから、子供は毎日幼稚園が

楽しいようでうれしいです。 

 

本人が決めました。 上の子が通っ

ていて、毎日の送迎や各行事も同伴

していたので、小さいながらも第三

寺島幼稚園の楽しい雰囲気を感じ

ていたのだと思います。 入園する

前から「三寺幼稚園大好き！三寺幼

稚園に行きたい！」本人の気持ちは

三寺幼稚園一択でした。  

 

上の子も三寺幼稚園で、園児１人ひ

とりのことをとてもよくみてくれ

ていたので。  

  

遊び中心の幼稚園ですが、遊ぶ力が

身につき、遊びを通してたくさんの

ことを学べると思いました。  

息子は引っ込み思案な性格の為、友

達との遊びを通して自信に繫がっ

てくれたらいいなぁと思ったので

選びました。  

 

未就園児クラス(ひよこ組)に行っ

た時から場所見知りする息子が、よ

く遊んでくれました。他園にも行っ

ていましたが、最終的に子供自身が

「三寺幼稚園がいい」と言ったので。  

  

アレルギー対応の為、お弁当がよく
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て区立にしました。 

 

要介護の家族がいて、近い方が安心

だった。問い合わせに的確かつ親身

に対応してくださったので。 

  

説明会の際、事前に準備された資料

以外のプレゼン(幼稚園の取り組

み･子供たちへの思い)が、しっかり

していました。 (他の区立は資料を

読んでいるだけだった)  

保護者の会の役員がプレゼンをし

た際、幼稚園の事が好きであること

がよく伝わりました。  

  

ひよこ組にたくさん通って先生方

の生徒に対する優しい眼差しや、そ

の時々の的確な接し方にとても感

銘を受けて、三寺幼稚園に決めまし

た。園全体がのびのびとしている印

象も、娘に合いそうだと思いました。 

 

入園後の生活について 

子供たち1人1人の個性を認めて、

その子に合わせた教育をして下さ

るので、無理なく楽しく通っていま

す。 

 

実際に通ってみて、先生方がとても

細やかに 1 人 1 人をみてくれてい

ます。帰りの際に、子供の１日の様

子を１人１人に伝えてくれるので、

とても安心しています。子供たちに

対しても、個性にあわせて工夫して

いただいているので、伸び伸びと通

っています。 

 

兄妹共に三寺幼稚園です。遊び中心

の幼稚園ですが、小学校に入るまで

に必要な集団の中でのルールなど

もしっかり教えてくれます。月組に

なってからは、先生方が段々と子供

たちに小学生になるという意識を

向けさせる教育をされている事も

あり、子供もスムーズに小学校に通

うことができました。 

 

とにかく毎日幼稚園が楽しくお友

達大好き！ 入園前は歩くのが苦手

でしたが、三寺幼稚園への足取りは

軽やかです。  

  

今だに緊張している息子ですが、先

生方はよくみていてくださり、お友

達と遊んだり笑顔もでてきたよう

で安心しています。  

  

入園前は昆虫に興味がなかったの

に、幼稚園では毎日ダンゴムシを探

し、踊りや手遊びも幼稚園に入って

から楽しそうにやるようになりま

した。入園して明らかな変化が見ら

れて、三寺幼稚園に入ってよかった

なぁと思います。  

 

兄が三寺小学校に通っていて、同じ

敷地内にある幼稚園だと何かと便

利で助かります。  

 

入園当初は先生に「おはようござい

ます」も言えませんでしたが、数日

して挨拶が出来るようになりまし

た。お誕生日会では、みんなの前で

マイクで自己紹介をしていました。

大きな進歩だなぁと感動しました。  

先生方があたたかく見守ってくれ

たり、子供に自信をつけてくれたの

だと思います。  

  

コロナ禍で８人の分散登校から始

まったので、よく１人ひとりを見て

くださっているのが伝わります。内

弁慶で慣れるまで時間のかかる娘

も、先生方の助けもあり楽しく通っ

ています。  

 

三寺幼稚園に通いはじめて、自信が

ついたようで、自分から率先して物

事を取り組むようになりました。 

子供に選ばせたり、子供の自発的な

提案を尊重している。 

 

年長になると、グループ活動を開始

します。お当番や製作において、い

ろんな意見を出し合って、子供たち

だけで活動します。先生は、時に見

守り、時にうまく誘導してくれます。

協調性も養われます。入学に向けて、

大切な力を育ててくれます。 

 

欠席したクラスのお友達を調べて、

先生に報告する「お休み調べ」や、

うさぎとカメのお世話（小屋の掃除、

エサやり）当番を、子供たちだけで

するところがすごい！ 

 

ママさん達もみんな優しい雰囲気

の方々ばかりで、これから仲良くな

るのが楽しみです。  

 

区外の私立幼稚園にバスで通わせ

ることも検討しましたが、非常時の

送迎が安心な、最寄りの三寺幼稚園

にして良かった。もし震災等があっ

た時、橋が渡れなくなるかも。 

 

徒歩すぐのところにスーパー、

100 均があり、登園時間＝開店時

間。時間が有効に使えます。 

 

アットホームな幼稚園 

最初はお母さんがいないことに不

安を感じていましたが、1 ヶ月もし

ないうちに不安もなくなり、毎日楽

しく通っています。 

 

先生と園児、先生と保護者、どちら

も距離が近く、話しやすい。 

 

園児の人数が多かったり、１クラス

に１人の先生では、どんなに一生懸

命でも先生の目は全ての園児に届

きません。なので、１クラスに先生

が複数いるメリットは、とても大き

いです。園児１人ひとりを大切にし

てくれる園です。 

 

私立幼稚園に行っているお友達に

聞くと、全然子供の様子がわからな

いと言っていますが、三寺は、子供

の様子が分かってとてもいい。 



 

保護者同士がとても仲が良い。 

保護者も学年の枠をこえて、交流し

ている。 

 

毎日の送り迎えの時、「おはよう」

「お疲れさま」とみんなあいさつを

してくれる。 

お母さんに笑顔が多いのは、いいこ

と、大切なことだと思う。 

 

毎日の送迎、お弁当など、保育園や

私立幼稚園に比べると公立幼稚園

は保護者の出番が多く、忙しく感じ

ることもあります。でも、幼稚園や

子供たちと関わる機会が多いから

こそ、子供の成長を身近で感じるこ

とができます。 

 

園行事、保護者の負担等、入園当初

は多いと感じましたが、慣れました。

保護者が負担する分については、自

分たちで調整できる部分もありま

す。 

 

役員の仕事を通して、地域の事・教

育の事など、１人では集められない

情報を広く知ることができた。友達

や地域の方々とも知り合えて、転居

まもない見知らぬ土地にあっとい

う間に慣れました。 

 

様々な人とのかかわり 

ジャイアンツのコーチや運動遊び

の専門講師の方などを招いて、普段

では体験できないことが出来たの

はとても良かったです。楽しかった

ようでうれしそうに話してくれま

した。 

 

外国籍の方も受け入れているので、

様々な文化が身近に感じられて面

白い。英語圏の方もおられることか

ら、忘れかけていた英語の勉強に取

り組むきっかけになっている。それ

ぞれのお国柄に学ぶことも多い。 

ひよこ組（未就園児クラス）との交

流も多いので、末っ子の娘にも、小

さい子に対する優しい気持ちが自

然と育っている。 

 

小・中学生や地域の人とふれ合う機

会が多いのがよい。 

 

お弁当について 

食べ物の好き嫌いが多いので、お弁

当なのは助かりました。水曜はお弁

当なしの日なので、週の真ん中で休

みがあると気持ちラクかなと思い

ます。 

 

お昼ご飯拒否があった息子。三寺の

先生は息子の好きなものだけを入

れて、食べなくても良いと対応して

頂きました。たった 2 個のたこ焼

き弁当を 2 ヵ月。給食でなくて良

かった！手作り弁当だからこそ出

来た事です。今ではお昼ご飯拒否も

なくなり、お弁当が足りない息子。 

食物アレルギーや偏食でお悩みの

ママも、三寺なら手作り弁当で柔軟

に対応して頂けます。好き嫌いの多

い娘のお弁当について悩んでいま

したが、「まずは楽しく食べること

が大事、食べられる物を食べられる

量で。」と言ってもらえ心が軽くな

りました。  

 

遊びについて 

自分で好きな遊びを選んで思いき

り遊べるのが良い。勉強やおけいこ

は各家庭でやればよい。幼稚園では

思いきり遊んで人間関係を学んで

ほしい。 

 

中での遊び、外遊びと子供も満足し

ている様子で、とても楽しく通って

います。 

 

小学校の校庭を使わせていただけ

るので、のびのび身体を動かすこと

もでき、とてもいい環境だと思いま

す。 

 

上の子は走るのが大好きなので、小

学校の校庭や体育館で遊べるのは

とても良いと思います。 

 

遊びの種類が豊富で、自由に遊ぶ時

間には工作･お絵かき･中型積み木･

砂場･遊具等々、自分で好きに選べ

るのが子供はとても楽しいようで

す。  

  

日除けが設置されていて、直射日光

を浴びずに外遊びが出来る場所が

あります。 

 

子供たちの好きなことを、とにかく

いっぱいさせてくれる。思いっきり

遊べる。 

 

食育や自然とのかかわり 

うさぎやカメや虫、トマト等、命の

大切さを学べるので、子どもの心に

良い影響があると思います。 

 

トマトを食べられなかった息子も、

幼稚園で自分で育てたトマトは食

べられる様になりました。 

 

草花、動物、虫などとふれあう機会

があるので、名前を覚えてきたり、

収穫したり、エサをあげたり、育て

たり…。兄弟にも「今日は○○した

よ！」と教えたりしているのをみて、

三寺幼稚園を選んでよかったなぁ

と思ってます。 

 

幼稚園で二十日大根の種を蒔いて

芽が出たのが嬉しいらしく、お迎え

の時に子供と一緒にプランターを

何度も覗いて帰りました。 送り迎

えがあるので、幼稚園で子供が楽し

みにしていることを私も共有でき

ると感じています。 

田植えからお米の脱穀まで普段で



きない体験ができて、子供もうれし

そう。 

 

自分のアルバムに大満足 

三寺幼稚園では、先生が普段から子

供たちの写真をたくさん撮ってく

れます。その写真は、お母さんたち

の協力もあって、1 枚 30 円という

低価格で購入できます。 

我が家では、それを切り貼りしてア

ルバムにしているのですが、息子が

それをひんぱんにうっとりと眺め

ています。（笑）スマホ写真でなく、

紙のアルバムがすごく嬉しいみた

いです。可愛い写真を惜しみなく買

えるシステムを作るお母さんたち

の協力体制も、素晴らしいなと感じ

ています。 

 

教職員の基本姿勢 

先生方がとっても和やかで、担任の

先生はしっかりと 1 人 1 人みて頂

いている印象です。 

 

先生方も懇切丁寧で安心して子ど

もを預けられます。 

 

先生方もとても優しいので甘えん

坊な末っ子も楽しく通っています。 

 

ひよこ組からお世話になっていま

したが、入園前から先生方が名前を

おぼえてくださり、息子も安心して

入園することができました。 

  

担任の先生以外でも、年長･年少問

わず介助員の先生方も会うと遊ん

でいる様子を伝えてくれるので、子

供の様子がわかりやすく助かって

います。   

 

こまめに園だよりを発行してくれ

るので、様子がわかりやすい。  

 

不安な事があって相談しても、大き

な気持ちで受け止めてくれる。保護

者の私のほうが、教職員に癒やされ

ている。  

  

子供が三寺小学校に入学して不安

な気持ちの時、同じ敷地内にあるこ

ともあるが、先生に会えるし、先生

方も声をかけてくれたり、見守って

くれるのがわかります。 

 

園児が教職員によくなついていて、

嬉しそうにしている。先生の皆さん

の雰囲気がとても良いです。連絡事

などもしっかりしてくれるので、安

心して子供を任せられます。 

 

園長先生が校長先生と兼任されて

いるので、小学校入学への不安もな

くなります。 

 

感染症対策について 

コロナで大変な年になりましたが、

毎朝の検温、手洗いの指導、おもち

ゃの消毒など感染防止策をしっか

り行って下さってるので安心して

通園出来ます。 

 

人見知り･場所見知りのある息子が、

少人数･短時間の分散登園のおかげ

で一度も泣かずに登園できていま

す。  

  

熱中症対策のため、外遊びでマスク

を外すこともあるようですが、マス

クを外した時の扱い方など、子供た

ちに丁寧に教えてくれます。  

  

感染対策についてかわら版を発行･

保護者にも説明をしてくれるので

安心して預けられる。  

  

アレルギー体質のある園児への配

慮、降園後、おもちゃや備品のひと

つひとつ丁寧な消毒を、どこよりも

きっちりとした対策をしてくれて

いて、とても安心して送り出せます。  

  

お弁当前の手洗い･うがい･テーブ

ルにパーテーションに加え、食事後

のマスクの交換やお弁当箱を開け

る直前に食べ物に飛散しない様に

ジェルタイプのアルコールで手指

消毒してから食べ始める対策を徹

底して下さっていて安心と、とても

感謝をしています。  

  

コロナ禍で参観や親子行事ができ

ない中、スライドショーや、写真を

掲示することで子供たちの園での

様子を見せてくれるのが、とてもあ

りがたい。  

  

ソーシャルディスタンスを保つ事

や、実践するのが難しい子供たちに

対して、一目でわかるように足形マ

ークをトイレや、降園時など並ぶ時

に置いてくれているので分かりや

すく、実践しやすい。  

  

手洗いや消毒を先生方が根気よく

教えているので、子供が風邪をひき

にくくなった気がする。 

 

子供に今日の幼稚園のことをたず

ねても、「コロナのせいで○○がで

きなかった」というような感想が全

く聞かれないので、色々な制約があ

る中でも充実しているのだな、と思

う。 

 

ＨＰにも詳細が掲載されているが、

感染防止対策はよく練られている

方だと思う。 

        

 

 

まだまだ載せきれませんが、三寺

幼稚園にご興味のある方は、毎週

水曜日（10:０0～11:３0）に開

かれている未就園児の会「ひよこ

組」にぜひ遊びに来て下さい！ 

 


