・感謝の心を育てる心の教育・ボランティア教育
・たくましい脳を育てる右脳教育
・常勤外国人教師による日々の英語教育

年中児の
お友達

年少児の
お友達

いつも優しい笑顔で
小さなお友達に話し
かけたり、手をつない
でお部屋まで連れて
行ってくれる頼もしい
成都くんです。

青Ｂ組ではプリント学習の時、姿勢よく正し
い鉛筆の持ち方で取り組む事を頑張っていま
す。始めはプリントをする時集中力が続かず
すぐにやめてしまう子もいましたが、今では
最後まで集中して丁寧に書く姿が見られるよ
うになりました。
「先生、出来ました」と嬉し
そうに持って来てくれます。これからも少し
ずつ書ける字
が増えるよう
に頑張りまし
ょうね。

動物園へ行こう

満３歳児の
お友達

ふじの山（富士山）

Incy Wincy Spider

ハルナ幼稚園に新しいアンパンマンのバスが届
きました。ハルナのみんなが「ありがとう」の魔
法の言葉、心と心の握手のごあいさつをすること
を大切にしながら過ごすことが出来ているので、
神さま仏さまが運んできてくれたのかな？アル
ファベットがたくさん描かれたとてもかわいい
バスで、みんな大喜びでした。このバスに乗って
幼稚園に来たり、園外保育に行く事が楽しみです
ね。大切に使いましょうね。

毎
日
おし
てよ
つう
だ
いや
さ
し
い
心
で

今
月
の
し
つ
け

あけましておめでとうございます。
冬休み、ハルナのお友達はどんな事をしているのかな？お母さんやお父さん
の言う事をちゃんと聞いて良い子にしてるかなぁ。大掃除のお手伝いをしたかなとみんなのことを思い浮
かべながら、先生達とハルナ新聞の準備をしています。
子どもたちは、新年のご挨拶を言うことができましたでしょうか。２学期の最後の終業式でもう一度みん
なで「あけましておめでとうございます」のおけいこをしました。もうすぐ迎えるお正月を前に子ども達も
ワクワク期待をしているのが感じとれました。
正しく挨拶やお礼が言えると背筋がピンと伸び、心もまっすぐになれます。又、たいていの大人の方が、
挨拶の出来る子どもを誉めて下さいます。親以外の人に誉められる事は、子ども達にとって、大変快い感
覚があり、次の意欲につながっていきます。お正月は新年のごあいさつを何度もする時ですので、挨拶の
習慣をきちんと身につける良いチャンスです。何度も子ども達に言わせてあげて下さいね。
もうひとつ、練習したのはお年玉を頂く時のごあいさつです。
大人の方「はいお年玉どうぞ。」 子ども「ありがとうございます。たいせつに使います。（します）」＜礼
＞頂く前からそんなおけいこをするのは滑稽に感じるかもしれませんが、空手や剣道・華道・茶道と通じて
御礼の挨拶も型が大切です。型から入り、型を模倣し、いずれは自分のものとする挨拶道を園児達に身に
つけて欲しいと思っています。そしてこの挨拶道の先にあるものは、「愛される人となる」ことです。家
族・身内だけでなく、ご近所・友達・知人・先生・子ども達が生きる社会の人々に愛される人になって欲しい
と願っています。愛される人になるには挨拶は欠かすことができません。人と人との心が近づく作用のあ
るごあいさつですから、多くの人に愛される人と成長してくれることを確信しています。「ハルナにいると
きは良い子でした」ではいけません。ハルナを卒園して、学生になり、社会人になっても「ハルナの時か
らもずっと良い子でした」と言えるような教育をしていきたいと新年に誓います。
挨拶やお礼は、子ども達のこの先の社会の扉を開く鍵になるのかも知れません。挨拶をしても、不愛想な
人もいるかも知れませんし、知らん顔をする人もいるかも知れません。又、頭をなでてもらったり、ごほう
びをくださる方だっているかも知れません。様々な人の中でこの先子ども達がたくましく生きていってく
れることを願って、今手元にあることをしっかり押さえて、子ども達を導いていきたいと考えています。
２学期の終業式には子ども達に「目に見えない大切な心の話」をしました。
「クリスマス会の時に園長先生がみんなの心の中に小さいサンタさんがいて、北の国からプレゼントを持
ってやってくるサンタさんといつもお話をしています。といいましたね。みんなの心の中には優しい心思
いやりの心ありがとうの心ピッカリ光るピッカリちゃんがいます。無い子はいません。だけど、目には見え
ません。感じることは出来ます。園長先生や先生たちがみんなの事好きというのわかりますか？わかる
人？≪たくさん手を挙げてくれました≫お母さんやお父さん、おじいちゃん、おばあちゃんがみんなの事
好きというのわかりますか？
≪更に手があがりました≫その好きという気持ちは目には見えないけど、感じることが出来ます。
目には見えないけれど、大切なものが沢山あります。みんなの心の中にある優しい心思いやりの心ありが
とうの心も目には見えないけれど、あるんです。よし！みんなであるかどうか胸に手をあててみましょう。
目をつぶって…。あったと思う人は手をあげましょう。」多くの子ども達が手を挙げてくれました。
中には「あった、あった」と喜んで友達と嬉しそうに顔を見合わせている子もいました。
子どもの時だけの夢物語ではありません。人間の良心が必ず自分に備わっていることを子ども達に知って
貰って大人になって欲しいのです。「お父さんにおこられるから」「怖いおじさんにしかられるから」「先
生におこられるから」「上司ががうるさいから」そんな理由で事を決めるのでなく、自分の良心に自分を
判断させることが出来る様になれば正しい行いは自ずと生まれて出てくると思います。
私も胸に手を当てて、自分のピッカリちゃんを探しました。ちゃんとありました。
子ども達と共に確認させて貰えてよかったです。
２０１６年私たちと子ども達のピッカリちゃんをもっともっと活躍させたいと思います！
旧年中は幼稚園に何かとご奉仕・ご協力・ご支援誠にありがとうございました。保護者の皆様方には本当
にハルナを支えて頂き、感謝致しております。
どうぞ本年も宜しくお願い致します。
新しい年がハルナの家族にとって良い年でありますようにご祈念致します。
園長 奥 裕子

●１1／30（月）●
はしご車・ポンプ車・救急車に分かれ
てしくみ・効能を教えて頂きました。
ポンプ車には大きなペンチが乗って
いて鉄やパイプが切れることや、救
急車には担架が２種類あり、階段や細
い道の時に使用する事などを学びま
した。また最後には、はしご車の前で
全員で写真を撮りました。

●１２／2（水）●年少児以上
おもちを丸めたり、年長児はおも
ちをついたり、日本古来の伝統行
事を体験する事ができました。お
正月の歌を皆で歌ったり、新年の
ご挨拶の練習をして、新しい年を
迎える準備が出来ました。ついた
おもちは近隣の方々や公共施設へ
１年の感謝の気持ちを込めてお配
りしました。

●１２／８（火）●年長児
おじい様、おばあ様の前で歌や踊り、
オペレッタの発表をしました。保育園
のお友達と合同で発表した「上を向い
て歩こう」の歌では、おじい様・おば
あ様も手拍子をしながら口ずさんでお
られました。心を込めて作ったフラワ
ーアレンジメントもプレゼントし、握
手をしながら色々なお話もさせて頂き
ました。涙を浮かべ喜んで下さる方も
おられ、子ども達も胸がいっぱいにな
ったようでした。

●12/１１(金)●
各部屋の天井や窓のサッシな
ど、日頃手の行き届かないと
ころを重点的に掃除を行いま
した。一年間の埃や汚れをき
れいにして新しい年を迎え入
れられます。たくさんの保護
者様にご協力頂きありがとう
ございました。

●１2／１（火）●
香芝警察署にて出発式に参加しま
した。カッシーくん 、かぐやちゃ
ん、ナポくんと防犯宣言を言った
り、警察の方から敬礼の仕方を教
えてもらい、１日警察の方になった
気分で出発式に参加できました。

●１２／４（金）●黄Ｂ組
入所者の方と風船バレーをして遊
びました。「次は〇班と〇班の対
決です」というと自ら入所者の方
の手を引いてゆっくり歩幅を合わ
せて連れてきてあげたり、一緒に
喜びあったりと積極的に関わりを
持ち、優しさを持てた一日となり
ました。

●12/9(水)●年長児
麺棒で生地をのばし、りんごやハ
ート、お花などのかわいい型ぬき
を使ってクッキーを作りました。ど
んぐりにある釜で焼いた焼きたて
のクッキーはとてもいい香りで、満
面の笑みで頂きました。又、クリス
マスカードを添えてどんぐりの入
所者の方やお家の方、お世話にな
った先生方に渡すことが出来、と
ても嬉しそうでした。

●１2／１５（火）●
火事を想定した消防避難訓練を行な
いました。みんな「おかしも」のお約
束を守りながら素早く避難する事がで
きました。又、消防車を見学すること
ができ、消防車の中のホースやボタン
のことを教えて頂き、みんな真剣な表
情で話を聞いていました。

129,647
「安」が表す２０１５年とは…
◆「安」全保障関連法案の審議で、与野党が対立。採決に国民の関心が高まった年
◆世界で頻発するテロ事件や異常気象など、人々を不「安」にさせた年
◆建築偽装問題やメーカーの不正が発覚し、暮らしの「安」全が揺らいだ
“「安」心して下さい”のフレーズが流行するなど、人々が「安」心を求めた年
２位～１０位の漢字
「安」（アン／やすい・やすんじる・いずくんぞ）
主な意味
１やすらかである。落ち着いている。心配がない。
２値段がやすい。 ３たやすい。簡単である。
４たのしむ。甘んじる。 ５おく。すえる。
６いずくんぞ。疑問・反語の助字。おく。すえる。
『漢検漢字辞典第二版』より

２位「爆」（バク・ハク・ホウ／はぜる・さける）
３位「戦」（セン／いくさ・たたかう・おののく・そよぐ）
４位「結」（ケツ・ケチ・ケイ／むすぶ・ゆう・ゆわえる・すく）
５位「五」（ゴ／いつ・いつつ）
６位「賞」（ショウ／ほめる・めでる）
７位「偽」（ギ／いつわる・にせ）
８位「争」（ソウ／あらそう・いさめる）
９位「変」（ヘン／かわる・かえる）
10 位「勝」（ショウ／かつ・まさる・すぐれる・たえる）

「安」の漢字をご応募頂いた方

待ちに待ったクリスマスバイキングパーティー！子ども達はとても楽しみにしてくれていまし
た。各クラスで練習してきた歌やダンスを発表したり、サンタさんの登場に驚きながらも大喜び
でした。バイキングはクリスマスメニューで、たくさん頂きました。サンタさんからプレゼント
をもらい、楽しい時間を過ごしました。

●12/１４（月）●

クリスマスバイキングパーティー
発表プログラム
１．黄Ｂ組
２．青Ｂ組
３．赤組・緑組
４．ｲﾏｰｼﾞｮﾝ
５．藤Ａ組
６．黄Ａ組
７．青Ａ組
８．藤Ｂ組

ダンス
歌・ダンス
ダンス
歌・ダンス
歌・ダンス
ダンス
歌・ダンス
チェアーダンス

「ウィンターワンダーランド」
「ジングルベル」
「サンタが町にやってくる」
「Let it snow」
「クリスマスメドレー」
「ママがサンタにキスをした」
「クリスマスの歌がきこえてくるよ」
「ウィンターワンダーランド」

１１月の小学生学力テストの結果が返ってきました。難しい問題にも最後まで諦
めず頑張りましたね。各学年の上位を紹介します。

１年生

２年生

３年生

４年生

12/4（金）大好きな保護者様と一緒にダンスを踊ったり、可愛いカメとキリンに変身してダンスの
発表をしました。元気よくローテーションに取り組んでくれ、楽しい時間を過ごしました。
保護者様よりご感想を頂きましたので一部紹介させて頂きます。
（略）出席でのお返事は挙手のみで声
は聞こえなかったのですが、手がきれ
いにのびていて、今頑張って自分の出
（略）朝礼の時に名前を呼ばれまし
来ることをしているんだな、と思うと
たが、全く臆することなくさっそう
感動で涙が出そうになりました。一つ
と前に出て行く息子を頼もしく感じ
のことが出来ると、次はそれが当然の
ました。みんなの前でも大きな声で
こととなり気が付いたら我が子をお友
話 せ る 息 子 を 見 て 感激 し ま し た 。
達と比べてしまう自分がいたことにと
（略）絵本やフラッシュカード等に目
ても反省しました。そう思うと、きれ
を輝かせて取り組んでいる様子も見
いにのびた手を見れただけでもがん
ると、「幼稚園楽しいよ」「今日はこ
ばりが見えて本当にうれしかったで
んなことしたよ」と教えてくれる理
す。（略）
由がよく分かります。（略）
１２月２１日（月）ふたかみ文化センター
に沢山の子ども達が集まってくれまし
た。大好きなアンパンマンやサンタさ
んも来てくれて、一緒にダンスを踊っ
たり、歌を唄いました。みんなの楽しむ
笑い声や笑顔でホールが一杯になりま
した。たくさんの笑顔を見る事が出来、
みんなの心も体も温かくなったことだ
と思います。

３学期始業式
◆1/８(金)◆
１日保育（体操服登園）
ハルナ塾３学期始業式
◆1/８(金)◆
お誕生日会（年少児以上）
◆1/13（水）◆1・2・3 月生まれ
２７年度最後のお誕生日会です。お母さんとお友達
よりありがとうの心のプレゼントをします。

絵画あそび
◆1/１4（木）◆青組
◆1/１5（金）◆藤組・黄組・イマージョン・赤組
各クラスごとにホールで好きな画用紙に絵の具でお絵描
きをします。どんな作品が出来るか楽しみですね。

母親大学
◆１／14（木）◆
マナー講師の日比ひろみ先生を講師にお迎えして、
今年３回目の母親大学を開催致します。

漢検
◆1/15(金)◆
日々の学習の成果を発揮できるよう、頑張りましょう。
おゆうぎ会公民館練習
おゆうぎ会
◆2/28(日)◆
◆練習日◆
1/25・２9・2/2・９(音研)・
10・17・18(リハーサル)・
22・25・26
幼稚園ツアー
◆1/１8（月）◆【予約制】
幼稚園入園をお考えの方を対象に、幼稚園ツアーを開
催しています。園長からの説明や保護者様に話を伺え
る機会を設けています。

