・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
いつも元気に挨拶を
してくれる興真くん。
年下のお友達にも
優しくしてくれ、一緒
に仲良く遊んでいま
す。

カラフルなかさをおりがみでおり、えのぐをたらしてあめ
をひょうげんしました。

蚊や虫が多くなる季節となりました。虫
除け用として手首や足首に虫除けリン
グをされている方もいらっしゃいますが、
こちらは自己管理のもとでご使用頂き
ます様、お願い致します。又、名前を書け
ないタイプの物もあるようですし、よく似
た物をされている方も多いので、紛失し
たり混合してしまう場合もありますので
ご了承下さい。

おりがみではなびらをひとつずつ
おって、おおきなあじさいとかた
つむりができました。

毎年、皆様にご協力頂いており
ます園児募集ポスターを、今年
七夕製作の三角つなぎ、四角つなぎを Miss.カレンと もたくさんの方にご協力頂きあ
作りました。三角と四角は英語で Triangle・Square りがとうございます。
平成２９年度入園に向けて見学会
という事も教えてもらいました。
も随時受け付けておりますので、
Miss.エディと Miss.カレンと製作帳をしました。
ご友人・ご近隣の方々に是非とも
英語での説明をしっかりと聞いて小さな折り紙での お知らせ下さいませ。
あじさいも上手に作っていました。６月の June の書
＊ポスターの色が薄くなってしま
き方も教えてもらいました。
った方は、再度お渡しし ますの
Miss.エディと製作帳を行いました。英語での説明を で、担任までご連絡下さい。（数
しっかりと聞き、あじさいを折り紙で折りました。
に限りあり）又、８月３１日になり
英語で歌も唄いました。
ましたら、お手数ですが、撤去頂
Miss.エディと製作帳を作りました。画用紙を切り、 きます様、お願い致します。

クラスで一日 Miss エディ・Miss カレンと英語のみで過ごすイマージョン Day という日
を設けています。製作をしたり、ゲームをして楽しく過ごしています。

かたつむりを作りました。英語の説明を良く聞いて
上手に仕上げてくれました。

黄Ａ組 6/3（金）

６月１日（水）在園児・卒園児が空
手の昇級審査を受け、見事合格さ
れました。おめでとうございます。
これからも頑張って下さい。

どんぐり学園のお友達と新聞紙で輪投げを一緒に作りました。
「はいどうぞ」と渡したり、テープを止めるのを手伝ったりと自分か
ら関わることが出来ました。

黄Ｂ組 6/10（金）
どんぐり学園のお友達とボールや縄跳びを使って沢山遊びまし
た。優しく手を取って「こうだよ」と教えてあげたり、名前を読んであ
げたりと楽しい時間をともに過ごす事が出来ました。

＜５級＞ 井上虎徹くん（小２）
＜７級＞ 前川悠真くん（年長児）
三木悠太郎くん（年長児）
＜９級＞ 中村悠朔くん（年長児）
＜１０級＞ 前川美結さん（小４）

甘
い
も
の
は
食
べ
のな
まい
な
い

今
月
の
し
つ
け

明日は七夕まつり。園児達は歌や詩の暗誦、おゆうぎとそれぞれの学年が教室で
ホールで練習をしていました。最初は頭に入ってなかった詩や歌もみんなと繰り返し毎日練習する間に声も
出てきましたし、言葉をしっかり、丁寧に言えるようになってきました。幼児期の子どもたちにとっては、
毎日の習慣の確立が本来難しいところですが、集団生活の力ですね。幼稚園では日々の日課活動を「するの
がいやだぁ」と言って逃げ出す子は一人もいませんし、七夕まつりの発表の練習も毎日毎日頑張ってくれて
いました。舞台に出入りするときのこどもたちの様子、先生の指揮を見て、足を開き、手を後ろに組み歌う
用意をする、小さな一つ一つの動作が子どもたちの成長を凝縮しています。保護者の皆様も目と心の眼でし
っかり見てあげてくださいね。
今年度がスタートし、３ヶ月。この３ヶ月で園長面談も藤組さんの保護者様のほとんどの方とお話をさせて
いただきました。園長面談は園長から見た園児の園での様子をお話していますが、家庭での子育ての悩みを
お聞きしたり、時には小・中学生のお兄さんお姉さんの子育ての悩みをお聞きしたりとその都度、皆さん真
剣に子どもの事を考えておられる愛を深く感じます。時には話しながらお母さんの眼が潤んでこられるのが
私の老眼の進んでいるせいかよく見えて、何か力になりたい、何か私にできることがないかと強く思います。
私なりのアドバイスや私も子どもがまだ幼いころの子育ての時に悩みを沢山抱えていたことをお話したり、
それが皆さんの力になり得ているかどうかはわかりませんが、恥ずかしい私の失敗も数の少ない成功もお話
しているつもりです。園長面談と偉そうに言っていますが、保護者の皆様から受ける活力が多く、いつも明
るく元気いっぱいで笑顔の絶えないお母さん、いうこと忘れたら駄目だと思って手紙やメモを書いてこられ
るお母さん、おすすめの本を尋ねられるお母さん、仕事も頑張り子育ても頑張るお母さん、お父さんをきち
んとたてられるお母さん、好き嫌いを心配してお料理を工夫しているお母さん、子育てに悩み反省してしっ
かり自分を見ているお母さん、本当にどの方々も真面目にお母さんをされていて、感心します。次は黄組さ
ん、イマージョンさん…と続きます。多くの保護者の皆様とお話をさせていただきたいと思っていますので、
これからもよろしくお願いします。
「ポジティブ脳」の使い方//茂木健一郎著を読んでいます。
園長面談で「私、ついネガティブに考えてしまって…」と言われるお母さんがいらっしゃいます。わかりま
す。悩んでいるからこそ、ネガティブに考えてしまうんですよね。この本の中には、そんなネガティブ思考
の方も簡単にポジティブ脳に変われると書いてありました。まず、なぜポジティブ脳がよいかと言うと、
“脳科学的な立場からいえることは次の言葉に尽きます『ポジティブな発想を持っていると生きるのがラク
になる！』”と書かれています。それなら、尚更ポジティブにならないといけないのになんで私はネガティブ
なんだろう…と思ってはいけません。ポジティブな感情とネガティブな感情はそれぞれを脳で区別できるも
のではなく一体のものであるのでネガティブな感情を持つということはポジティブにも成り変われるという
ことだそうです。ネガティブな感情の向こうにポジティブな感情が存在しているのでそこに到達すればいい
と書かれています。読み終えていないので今のところでは、「まず身体を動かすこと」 例えば、「子どもを
ガミガミ叱ってしまったもっとちゃんと言い聞かせようと思ったのに、なんて私悪い母親なんだろう。怖い
顔している、この子はもっということ聞かなくなるのではないか、私が嫌いになるのでは…」ネガティブに
考える思考が膨らんできています。そんな時にさっきの『身体を動かす』です。「○○ちゃん、おやつ食べよ
う！お母さんお菓子用意するわ。○○ちゃんはお茶出してね！」ほかにもいろいろ方法があるとは思います
が、とにかく身体を動かして行動している間に「さっきはお母さん言い過ぎてごめんね。でも○○なことは
よくないよ。」と展開できるということなのだと思います。ネガティブを悔やまずに一体のものであると理解
して身体を動かしていくことが大切、シンプルですが、脳科学者茂木先生の後押しがあると自信が持てそう
ですね。
子どもたちも「できない」「わからない」言うときは沢山あります。「………」無言で無理だと言わんばかり
に訴えているような時も、する前から言っている子もいます。けれど、繰り返し身体を動かし園に来ている
間に気づいたら挨拶をし、自分の身支度をし、体育ローテーションをし、日課活動をし、友達と遊び、出来
ることがどんどん増えてきます。子どもたちはポジティブであるネガティブであるなどとは深く考えずに身
体を動かして解決している。大人より優秀なのかもしれません。
子ども達に見習って身体を動かしポジティブ脳を使いたいと思います。
明日は七夕まつり、暑いかもしれませんが多少の汗をかいて身体の新陳代謝をはかるつもりでポジティブに
参りましょう！またお手紙します。
園長

奥

裕子

6/6（月）にミスタードーナツの方が沢山来て
下さり、ポンデ・ライオンくんと一緒に「ドーナ
ツ体操」を踊ったり、年長児はオールドファッ
ションドーナツのデコレーションも体験しまし
た。最後には認定証も頂き、全園児給食でオ
ールドファッションを頂きました。

ミスタードーナツさんのご好意で、年長児の園児はオールドファッションのデコレ
ーションの体験をさせて頂きました。クリームをしぼったり、チョコレートをトッピ
ングしたりと、思い思いのデコレーションを楽しみました。デコレーションが完成す
ると自分のドーナツに名前をつけて、皆に発表しました。「もったいなくて食べら
れないね」と言いながらも嬉しそうにしていました。大きな口を開けてドーナツを
おいしそうにほおばっていました。

自分達で好きな色の画用紙を選
んで思い思いの絵を描きまし
た。画用紙いっぱいにたくさん
の色の絵の具を使って描くこと
が出来ました。皆夢中で真剣に
取り組んでいました。

ハルナ幼稚園に沢山のお友達が来
てくれました。体をたくさん動かし
てしてダンスを踊ったり、アンパン
マンのオペレッタを観たりしまし
た。みんなでチームの色の画用紙
を貼ってうちわを作りそのうちわを
使って悪者忍者を『忍法風の術』で
退治したりととても楽しい１日を過
ごしました。

しっかりと準備体操をし、入水す
ると「キャー」と大興奮で嬉しそ
うに遊んでいました。水あそびの
時の約束事もきちんと守り、みん
なで楽しく入っています。

先生から「わんぱく忍者」のダンスパフォ
ーマンスをプレゼントしました。お部屋で
はお友達から心の込もった歌やありがと
うカードをプレゼントしてもらい、お母さ
ん先生からは各クラス楽しい出し物が盛
り沢山でみんな大喜びでした。
お誕生日の日はお父さんやお母さんに感
謝の気持ちを伝える日だということも子
ども達はしっかり覚えてくれているようで
した。

しっかり問題を読んで、一文
字ずつ丁寧に書いて取り組む
事が出来ました。真剣な表情
で、最後まで頑張る事が出来
ました。

ＣＤから流れてきた質問に耳
を傾けながら、日頃勉強して
いた英語を思い出し、受検し
ました。子ども達の真剣な表
情が輝いていました。

「ピーターパン」の人形劇を観劇しま
した。大きな舞台で繰り広げられる、
歌やダンスに子ども達は夢中になり、
お話の世界へと入り込んでいました。
すごい迫力に子ども達は終始驚いた
様子でした。

年中児のお友達

年中児のお友達

年長児のお友達

なかよしのおとも
だちといっしょにあ
そぶことができ
てうれしいですね。
おりがみでじょう
ずにしゅりけんも
おれました。

れんしゅうをがん
－６－
ばっているのです
ね。ようちえんで
もいっしょにれん
しゅうしましょう
ね。

おとうさんのとくせ
いたこやき、おいし
くてうれしかったの
ですね。いろいろ
なあじをつくったの
かな。

7/1（金）より
平成２９年度入園希望願書を配布致します。
ご希望の方がおられましたら幼稚園までご連絡下さい。

7/20（水）
どんぐりにあるハルナのひろばの芝生の上に流しそうめんの台を組
み、夏の楽しいひとときを過ごします。皆、上手にすくえるかな？

7/1（金）
浴衣に身を包み、キラキラ輝く天の川の星のような
子ども達の笑顔をどうぞお楽しみに！

7/26（火）赤組以上
歌や人形劇で安全について教えて頂きます。

7/27（水)（一日保育）
【制服登園】

7/2（土）ビギナーズ（予約制）
皆の大好きなアンパンマンバスに乗って、地域を一周します。
先生とも楽しく遊びましょう。

7/27（水)

7/6(水)～7/7(木)〔年少児以上〕
海ではお友達と貝殻拾いをしたり、砂浜でお相撲大会も行いま
す。色々な経験でお友達同士の輪も広がる事でしょう。
（緑組・赤組・おとまり保育不参加者は休園）

7/28(木)
OSAKA ENGLISH VILLAGE
7/29(金)

7/12(火) （赤組：半日保育）
元気一杯のお友達と保護者様で世界に一つだけの製作も行い
ます。

7/8（金）…保育園おとまり保育の為
7/28（木）～8/21（日）まで…夏休み

7/13（水）（7・8・9 月生まれ）
お母様とお友達で歌やありがとうカードのプレゼントでお祝いし
ます。

7/13（水）

7/5（火）・7/25（月）〔予約制〕
平成２９年度新入園児募集として、入園見学会を開催していま
す。園長からの説明や保護者様方に質問や話を伺える機会を
設けています。

日々の学習の成果を発揮できるよう、頑張りましょう。

『あいさつは心と心の握手、ありがとうは心のお薬』という言葉を目標
に、イマージョンでは毎朝“Good morning”と笑顔で入室することを心
がけています。子ども達は入室して“Good morning Miss Natalia
and Ms Alice”と言ってくれたり、“Thank you very much”の言葉も
自然と口から出る様になってきました。Thank you カードも毎日たく
さん書いてきてくれます。挨拶やありがとうの言葉が沢山聞こえるので
イマージョンのお部屋はいつも笑顔であふれています。

（略）栄養、彩りはもちろん、
表情筋などの筋力などのこと
も考えて下さい。大変ありが
たく思います。（略）
年少児の保護者様

（略）栄養だけでなく、苦手な食材に無理なく挑戦できる工夫、
マナーやふるさとへの思いなど、様々な思いと優しさを感じるこ
とができるお給食を本当にありがとうございます。（略）
満３歳児の保護者様
６月９日（木）に２８年度第１回母親大学が行なわれました。今回の講師はモラロジー
研究所の大住敬一先生でした。「子育てに美しい言葉をつかっていますか」というテ
ーマから道徳教育について大変濃密なお話を頂きました。参加された保護者様より
感想文を頂きましたのでご紹介させて頂きます。

●藤城清治 光のメルヘン展●
（絵画展）
6/2(木)年長児
藤城清治さんの絵は影絵を使った絵で
小人や猫など可愛い動物も沢山出てき
ます。事前学習で藤城さんの絵につい
て皆で学んでいたので知っている絵を
見つけると「この絵は○○だね」と言い
ながら興味津々に見ていました。

●馬見丘陵公園●
6/14(火)黄組・イマージョン
長い滑り台に大喜びで、お友達とくっ
つきながら何度もすべりました。すべ
りながら「おーい！こっちだよ！」と下
にいるお友達に呼びかけ、楽しく遊び
ました。

●竹取公園●
6/14(火)青組
沢山の遊具を見て大喜びで遊ん
でいました。長いすべり台を何
度も嬉しそうにすべっていまし
た。「次はあっちに行こう！」と
お友達を誘って仲良く遊ぶこと
ができました。

