・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
夏休みの宿題で描いた絵が二科展で表彰され
ました。侑空くんが作ったカレーを家族で楽し
く食べている所を描いてくれました。

入賞「ぼくがつくったカレー」

年長児のお友達

コスモ新体操クラブ主催のコスモカップ西日本大会にて下記
のお友達が見事受賞されました。おめでとうございます。
これからも新体操を頑張って下さい。

＜４年の部＞
３位 西沼 結さん（全国大会出場）
１２位 山岡和未さん
＜２年の部＞
９位 坂田泉葵さん（全国大会出場）
＜１年の部＞
９位 下谷真奈美さん（全国大会出場）
１４位 塩山弘夏さん

年長児の
お友達

年長児の
お友達

年少児の
お友達

い つも 元気よ く先生
だけ でなくお 客様や
お友達にもしっかり
挨拶をしてくれます。
これからもたくさんの
心と心の握手をして
下さいね。

幼稚園で預かっています。お心当たりの
ある方はご連絡下さい。
・ハンカチ
・ヘアゴム
・水筒の底
（シリコン製）
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2016 年最後の月となりました。１０代までのスピードが１とすると２０代は２倍、
３０代、４０代は３倍４倍のスピードで人生がすすむと言われていたのをどこかで聴
いたことがありますが、本当にその通りだと痛感します。もう１２月になりましたので今年度は残すところ今月と、
３学期のみとなります。年長児は卒園が近くなってきましたね。ハルナで過ごす日々が子ども達にとって、人生を
進んでいく上でのしっかりとした力の蓄えが出来る様に頑張っていきたいと思っています。
先日、四天王寺小学校の石上先生が園にご訪問戴いた時に園に掲示してある園児たちの絵画に目を向けてくださ
いました。「酒井式絵画ですね、素晴らしい。幼児でここまでしっかりと描けているのは見たことがありません。こ
ういうことを幼稚園で取り組まれるというのは凄いですね。」と誉めて頂きました。又別の日にも教師をしておら
れる保護者様も「酒井式絵画指導法を学校でしているので、この指導法の良さがわかります。」と言っていただき
ました。
酒井式絵画指導法と出会ったのは２０年以上前になりますが、教育技術法則化研究（現在では TOSS）の向山洋一
先生のご著書や講演から知った指導法です。
幼児の頃は１００％と言っていいほど、どの子も絵を描くことが好きなのに、中高生になって美術の時間が好きかと
問われると好きと言える子供は１０％位になり絵が描くことが得意かと問われると得意と言える子は５％未満になる
と言うことを知りました。なぜあんなにどの子も絵を描くことが好きだったのにです。私も子どもの頃は絵が描く
ことが好きで女の子の絵やお姫様の絵をあっちこっちに描いていたのに、高校生の美術の時間にはあまりの下手さ
にスケッチブックを人から見られないように隠して描いていて先生に注意を受けたことを覚えています。
自由に思うように描くと言う事は大切なことでありますが、描きたいものを描ける技術、力がないと自由に描こう
と思っても描けません。描きたいものを描けなくなると描くことや絵画が好きでなくなる、自信が持てなくなって
好きとは言えなくなってしまいます。酒井式絵画は「描きたいものを描ける技術を身につける、描き方を知る」絵
画指導法です。幼児期だけでなく、将来にわたっても絵を描くことが好きな人間であってほしいという想いがあり
ハルナで酒井式絵画指導法を導入しました。２０年くらい前の導入時は法則化研究の小学校教諭の方に酒井式絵
画法を当時のハルナの先生方と私も一緒に勉強させてもらいました。その間に、段々と人物や猫、風景も描けるよ
うになってきて、恥ずかしかった絵を人に見せられるようになってきました。勿論上手な人から比べると足元にも
及びませんが、園児の顔が描けるようになったことが最も嬉しいことでした。酒井式絵画指導法の目的は「その子
なりの最高傑作を描かせること」で『シナリオ』という筋道に沿ってみんなで描き進めていきます。
ハルナでは酒井式の中で大切にされている『触覚描法→見て描くよりも触って描く』『同心円描法→外から内へ描
くよりも内から外へ描きすすめる』『部分配置つなぎ描法→部分を配置しておいてその部分をつないでいく』この
３つとかたつむりの線にポイントをおいて指導をしています。かたつむりの線はかたつむりがすすんでいるようにゆ
ーっくーりの線で描くと言う事です。園では特に顔を描くことを基本において指導をしています。自分の顔が描け
たり、大好きなお父さんお母さんの顔が描けて「上手！」「似てる！」と褒められたら嬉しいですし、自然と自信が
出て来て「また描いてみよう」と言う気持ちになると思います。
絵や陶芸、音楽等の芸術は人の心を癒してくれたり落ち着かせてくれたり勇気づけてくれたりする作用のあるもの
です。子ども達が将来大人になったとき、人生の岐路に立たされた時に音楽、絵画等の芸術に触れ、心癒されるこ
とがあるでしょう。その感性や作者の生きざまに又はただ単にその芸術の美しさに心あらわれる様な機会を得るに
は、何らかの芸術が好きでないと触れることもないと思います。ハルナでとらえる絵画や音楽はそういう意味でも
少しの自信と好きを永続して持ち続けて欲しいと思っています。ちょっと大きく飛躍しましたが、酒井式絵画法は
そういう意味でも描きたいものを描ける力を身につけ、描くことが好きと言える指導法としてよい指導法にめぐり
会えたと思っています。
全員の絵を掲示していると、よく似ているように見える酒井式絵画ですが、隣の子と違う絵を描かないといけな
い、真似してはいけないという事が更に「絵を好きでいられる」ことを阻害しているのではと思います。酒井式絵
画法は空手で言う型のようなもの、バレエで言う足の位置のようなものですので、基本の描き方が出来れば自由
に描く力が得られるものですので、絵画遊びや自由遊びの中で自由に表現することも併せて行っていきたいと思っ
ています。
酒井式絵画指導法についてあまりお話しする機会がなかったので、保護者の皆様に知って頂くだけで良かったで
す。機会をくださった四天王寺小学校の石上先生、学校の先生をしながら子育てを頑張られている保護者 A さん
に感謝します。
先日、野口芳宏先生（元千葉大学付属小学校教諭、元北海道教育大学教授）のご講演を聴く機会がありました。初
めて野口先生を知ったのは、酒井式と同じく法則化研究の月刊誌で連載をされていたことだったと思います。国語
の代表的な先生で道徳教育と言葉の教育で有名な先生です。カントの言葉「人は人によって人になる」という言葉
を、用いて言われた言葉が胸に響きました。
『人（生物学上のヒト）は人（人による教育）によって人（人間・人の間でくらせるようになる）になる』と話されま
した。
やはり教育は大切です。私達もしっかり勉強していい教育によって子ども達の人間として生きる力を育てていきた
いと思いました。
２０１６年一年間保護者の皆様方には、ご支援ご協力を頂き本当に
有難うございました。皆様の期待にお応えできるようにしっかりと努めて参りたいと存じます。
来年もどうぞ、よろしくお願いします。

園長 奥

裕子

ボランティア学習
●11/16（水）●藤Ｂ組

今年度２回目のボランティア学習
は、車椅子体験と食事介助をしま
した。車椅子のしくみを学んでか
ら車椅子に乗ると、「危ないから
ゆっくりね」とお互いに言葉をか
けあったり、「ずっと歩けなくて
車椅子って大変なんだね」等の言葉が
聞こえてきました。食事介助では入所者
の方と「おいしいですか？」「ぼくも野菜を
がんばって食べています」と自分達から話
をしていて、優しい心に育ったハルナっ子
を誇らしく思いました。

英検 Jr.
●11/9（水）●

問題が流れると、真剣な
表情で耳を傾けて聞き、
取り組んでいました。
１問１問じっくり考えなが
ら解答し、終わった後も見直
しをする姿も見られました。
学習してきた成果を発揮する
事が出来ました。

絵画あそび
●11/9（水）●赤組・青組・黄組
●11/10（木）●藤組・イマージョン

どのような絵を描くか事前
に決めており、沢山の色を
使って描いていました。
又、年中児・年長児は画用
紙にストロー等を貼り付け
て事前に用意をしました。画用
紙いっぱいに想像した思い思いの
絵を描く事が出来ました。子ども
達同士で絵を褒め合う姿も見られ
ました。

お買い物学習
●11/11（金）●年長児

園長先生よりおこづかいを頂き
自分達で買うお店を選び、お買
いものへ行きました。
行き帰りは電車を使い、点字ブ
ロックの意味や電車の中での公
共のルールも学びました。普段の
保育とは違い、町に出る事で社会で
のルールや交通ルールなども学ぶ事
が出来ました。今回の経験を４月からの
小学校での生活にも役立ててくれる事
を願っています。

消防避難訓練
●11/25（金）●

火災報知器の音にすぐさま
反応をし、避難しました。
香芝消防署より消防士さん
も来て下さり、火災が起き
た時の対応を教えて下さり、
子ども達はしっかり話を聞いて
いました。又、消防車の中の見学
をしたり、映画も観て、身を守る
大切さを学ぶ事ができました。

ボランティア学習
●11/28（月）●黄Ｂ組

車椅子について教えて頂き
ました。「ブレーキがある」
「タイヤの大きさが違う」
等、子ども達は沢山の気付
きがありました。
その後、新聞紙を一緒に丸めて
雪を作りました。車椅子の事も教
わり、体の不自由な方への手助け
の方法も学習できました。

11/5（土）年少児以上の秋の保護者参観と、秋の発表会を行いました。みんなの想いが届き、体育ローテ
ーションを元気に行う姿を見て頂き、又とび箱や鉄棒も随分とできるようになり、保護者の方も驚いておら
れました。動の活動の後は静の日課活動を行い、担任とクラスのみんなが一体となり集中した時間を過ご
しました。親子でのミニ設定では楽しそうに親子で会話をする姿が見られ、発表会では今までの練習の成
果を楽しそうに発表してくれました。保護者様より感想文を頂きましたので一部ご紹介させて頂きます。

（略）特に心に残ったのは、子ど
も達の椅子に座り、子供の道具で
一緒に取り組んだ製作でした。子
供の成長を窺え、言葉に表せない
気持ちでいっぱいになりました。
日課活動については、流石にハル
ナ幼稚園という感じで、評判どお
りの内容でした。先生達のエネル
ギッシュな対応に負けないくら
い、子ども達が元気いっぱいの姿
勢で真剣に学んでいる姿を見て、
私もいい刺激になりました。
年中児の保護者様

今回で４度目の保護者参観の日なの
で、ある程度の流れはわかっていた
つもりで参加しました。しかし、実
際に朝の朝礼から体育ローテーショ
ン、日課活動を見せてもらって、
「やっぱり子ども達はすごい」とい
うのが正直な感想です。大人の社会
でも「仕事とプライベート」あるい
は「外の顔と内の顔」があるよう
に、子供なりに「おうちの私と幼稚
園での私」をしっかりわきまえて、
各課題に取り組んでいたと思いま
す。「集団生活をする」ことの大切
さを改めて感じた次第です。
年長児の保護者様

今回は藤野良孝先生に、子育てに役立つ、オノマトペの言葉の
使い方などお話をして頂きました。皆様より感想文を頂きました
ので、一部ご紹介させて頂きます。
（略）藤野先生のお話はとても分かりやすく、楽しませて頂
き、スーっと頭に入ってきました。（略）オノマトペを使うだ
けで言葉とはこうも印象が代わるのだと驚き、すぐに実践
できそうなのがやる気にさせて頂きました。（略）感情的に
なってしまうことも多々ありますが、愛情、水平目線を忘れ
ず意識していきたいと思います。
年少児の保護者様

有名な藤野先生にお会いできて素敵な笑顔での講演はとて
も楽しくて参加させて頂いて本当に良かったです。発展途
上の脳にはオノマトペの働きかけが有効との事なので、帰
ってから早速一才の息子にはいつも以上にたくさんオノマト
ペを使って話しかけてみるとすごく嬉しそうにいつもと違う
お母さんにニコニコ喜んで笑ってくれました。（略）日常生
活で役立つ魔法の言葉をたくさん教えて頂き貴重な時間を
過ごす事ができて感謝しております。(略)
年中児の保護者様
今まで見聞きした育児方の中で一番直感的に理解できた育
児法でした。(略)司令口調にならずに指示出しでき、言う
方も言われる方も嫌な気持ちにならずに済むのが良いで
す。（略）オノマトペはスポーツの場面で使われるイメージ
だったので、日常生活でこんなに使えるとは思いませんで
した。
年中児の保護者様

赤組では年少児進級に向けて制服のボタン留めの練習
に取り組んでいます。最初は難しそうにしていた子ども
達も、練習を進めていくうちにスムーズにボタンを留め
ることが出来るようになってきました。ボタン留めのキ
ットをお友達と協力して留めていくと大きな輪が出来
ました。又、
「できる？」
「こうだよ」と教え合う姿も見
られるようになってきました。これからも出来ることを
１つひとつ増やしていきたいと思います。

１８日～２３日の間休園のご協力を頂き、職員研修
旅行に行って参りました。今年度は韓国ソウルの
Dream Fruit Kindergarten に行かせて頂きました。
３年間の在園中に母国語である韓国語と英語、中
国語の３ヶ国語を学び、ハルナのイマージョンクラス
や英会話レッスンで使用しているグレープシードの
教材を使われていました。環境もとても素晴らしく、
園で使用されていたおもちゃ、教材など色々とアイ
デアを頂き、これからの保育に活かせていきたいと
思います。こうして無事研修旅行に行く事ができまし
たのも、皆様のご協力のおかげです。長いお休みを
頂き、誠にありがとうございました。

年長児のお友達

おけいこがんばっ
ていましたね。
せんせいのおはな
しをしっかりきいて
いるときっとじょう
ずになりますよ。

年中児のお友達

たくさんみかん
をとって、きせ
つをかんじるこ
とができたので
すね。

年長児のお友達

いろいろなくに
のシールがある
ので、どんなくに
があるのかまた
さがしてみてくだ
さいね。

先日、園に持って来て
頂いた古本を、犯罪被
害者支援団体のホンデ
リングに送らせて頂き
ました。古本がお金に
代わり、犯罪で被害に
あ われ た 方の 社会 復
帰等の第一歩の手助
けとなります。園から取
りまとめて発送すること
ができますので、年末
の大掃除で不要になっ
た書籍等がありました
ら園にご持参下さい。

おもちつき大会（年少児以上） ●12/2（金）●
臼と杵でおもちをついて、丸め、後日の給食でおいしい
おもちをみんなで頂きます。
幼稚園ツアー ●12/5（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。
当麻園慰問(年長児) ●12/6（火）●
お年寄りや身体の不自由な方々と園児達がふれあい、楽
しいひとときを過ごして頂ける様、歌や日舞・オペレッタ
等を披露します。フラワーアレンジメントのプレゼントを
持って訪問します。
大掃除 ●12/９（金）●
一年間お世話になった園舎の大掃除を行います。
子ども達が清潔に過ごし、良い新年を迎える
為にもご協力宜しくお願い致します。

クリスマスパーティー ●12/1３（火）●
藤組とイマージョンの発表や楽しいゲームも企画していま
す。もしかするとあわてんぼうのサンタさんがやって来てく
れるかも…!?
消防署見学 ●12/14（水）●
消防車や救急車の中を見せて頂いたり、はしご車のはしごを
伸ばした様子も見せて頂きます。
２学期終業式 ●12/１6（金）●
１日保育（体操服登園）
ハルナ塾・アフタースクール２学期終業式 ●12/１6（金）●
冬休み ●12/１7（土）～1/9（月）●
長いお休みですので、事故・怪我のない様、新学期に元気
なみんなに会える事を楽しみにしています。
ビギナーズ Ｘ’ｍａｓパーティー（１・２・３歳児対象）
●12/２0（火）●当選者のみ
ふたかみ文化センターにて楽しいパーティーを行ないます。
３学期始業式 ●1/10（火）●
１日保育（体操服登園） 元気に登園して下さい。

