・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

年長児のお友達

年長児のお友達

年長児の
お友達
バスに乗る時はい
つも小さなお友達
の事を気にかけて
くれる優しいくるみ
ちゃん。体を動か
す事が好きで、今
は逆上がりの練習
を頑張っています。

青Ｂ組では最近、靴を脱ぎ履きする際、立って履き替える事
（お兄ちゃん・お姉ちゃん履き）を意識しています。「先生、立
って履いたよ」と嬉しそうに教えてくれる子が増えてきまし
た。もうすぐ年中児に
なるという意識も出てきて、
「黄組さんになるから立って
履くの」と子ども達同士でも
話しています。これから進級
に向けてどんどんできる事を
増やしていける様頑張って
いきましょう。

「生涯にわたって音楽を愛し楽しみ続けることが
できるように」というバスティン先生の理念に基づ
いて開催されているピアノコンクールです。

導入期より古典スタイルの作品を学び、ベートーヴ
ェンの音楽に慣れ親しみながらピアノの世界を広
げ、更なるステップアップを目指すコンクールです。

優秀賞

優秀賞

年長児
年中児
年中児
年中児
年中児
年少児

年長児 葛城夏帆さん
小１ 伊丹晴崇くん

新谷創介くん
中村悠希くん
長谷川みのりさん
宗保 遵くん
吉仲真優さん
伊丹菜那子さん（第２位）

＊伊丹菜々子さんは飛び級で年中部門に出場し、第２位でした。

＊優秀賞のみなさんは全国大会へ進まれます。

奨励賞
小２ 片岡柚貴さん
小１ 白川優莉さん

毎
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あけましておめでとうございます。
冬休み、ハルナの園児達はおうちで良い子にしているかなぁ、お手
伝いをしたり、元気に安全にすごしてくれてるかなぁとみんなの事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。
１２月上旬のおもちつき大会では、本部役員様はじめ、ボランティアのお父様・クラス委員様に寒
い中おもちつきのお手伝いを頂き誠にありがとうございました。毎年おもちつきは恒例の新年を
迎えるためのおけいこの時間となっていまして、おもちつきの合間に新年のごあいさつの練習を
しています。「あけましておめでとうございます」大人の方が“あけましておめでとう”と言われ
ても、皆は“ございます”まで言う事。「ありがとうございます。大切にします。」お年玉を頂いた
時、両手で頂いてこの言葉を言っておじぎをすること。何度も繰り返し行いました。
お正月は１年に１回の出来事です。毎日繰り返し行うようなことは、ハルナの園児だったら２０日
もあれば充分できるようになりますが、１年に一度の出来事は、きちんと前後に押さえないこと
には記憶が呼び戻りません。去年もしたことだけど、どうだったかなということは大人にも多々
あることです。
１年に一度のお正月に、１回１回を大切にして、このご挨拶を実行してほしいと思います。お父さ
んに頂く時、おじいちゃんやおばあちゃんに頂く時、その前に少しお母さんから思い出すアドバ
イスをしてあげて下さいね。そして、少しでも言えた時はうんと誉めてあげて下さい。お正月
は、親戚や仲良しのお知り合い等、いつもより子ども達の周りの人の人数も多くなります。そん
な時に評価をうけると、子ども達も自信も湧いてきますし、もっと頑張ろう、もっと良い子にな
りたいと意欲も湧いて出てきます。ハルナの子ども達がそんな心が躍るお正月であって欲しいと
願っています。
２学期の終業式に私から園児達に「心と言葉」の話をしました。『みなさんの使う言葉には色々
あります。おはよう、おやすみ、お父さん、お母さん、ありがとう、嫌い、ダメ、あっちへいけ、
仲良くしよう、仲良くしない．．．沢山色々とありますが、心と言葉は繋がっています。みなさんの
心、汚く汚れてぐちゃぐちゃだったらどうですか？』園児達から、いやだ、バツ印をみせてくれた
り、首を振ったりしています。『ピカピカのきれいな心になりたいですね。ピカピカのきれいな心
になるには良い言葉を沢山使うときれいな心になるそうです。
ありがとうや大好き、うれしい、おいしい、他にもいっぱいあると思うので、沢山使いましょう。
ダメ、バカ、あっちへいけ、仲良くしない、色んな汚い言葉もあります。使ってしまった時は、心
がぐちゃぐちゃのどろどろにならないように気をつけてくださいね。』特に黄組藤組は真剣に話
を聴いている様子で、胸に手を当てたりしている園児もいました。言葉と心が繋がっていること
は、わかっているのについつい言葉や言葉使いが乱暴になってしまうと言うことは大人にも多々
あることです。私も子ども達に話しながら、心を美しくして、いい言葉を発していかなければと
思いました。保護者の皆さんはいかがでしょうか。子ども達には「そんなこと言ったらだめ。」
「きちんといいなさい」等と言いながら大人も心が乱れると言葉も悪くなってしまうことありま
すね。子ども達は大人の言動をよく聴いています。共に気をつけて心をよくして参りましょう。
冬休みに入ってから、青組のお母さんから『ママ、汚い言葉つかったら心がバラバラになるよ」
と言われました。幼稚園で心の基礎を教えて頂いて有り難いです。』
とメールを頂きました。青組にはちょっと話が難しかったのかなと思っていたのですが、聴きと
ってくれていて嬉しいです。園児達が理解できるまで伝えたい事ですので、これからも繰り返し
話して行きたいと思います。ご家庭で、もし子ども達の言葉が乱れているなと感じた時は、ピカ
ピカの心とぐちゃぐちゃの心の話をしてあげてくださいね。注意だけでぐちゃぐちゃの方だけ言
ってはいけません。ピカピカとセットでピカピカになりたいなと思う気持ちを育ててあげてくださ
いね。
２０１６年、保護者様の皆様方、ご祖父母様、多くの人々に温かいご支援を頂き、本当にありがと
うございました。
２０１７年もどうぞ宜しくお願いします。
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心から祈ります。
園長 奥 裕子

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。ク
リスマスや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。

お誕生日の園児に向けて、歌を唄
ったり、ありがとうカードを渡し
てみんなでお祝いをしました。誕
生日にはお父さんやお母さんに感
謝の言葉を伝える日でもあ りま
す。最後にお母さんに「産んでく
れてありがとう」と手紙や首飾り
を渡し、感謝の気持ちを伝える事
ができました。

パウンドケーキを作りました。なめ
らかな生地になるまでみんなで協
力をして何回も何回も生地を混
ぜ、サンタクロースの紙容器に流
し込みました。焼きたてのパウンド
ケーキ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
スカードを添えてお家の方やお世
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。

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 す る
と、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。様々なお仕事をされ、日
本の国を作って下さったおかげで今の
私達の幸せがあるのだという事を忘れ
ないでいたいですね。

各部屋の窓のサッシ・玄関の
電球など、日頃手の行き届か
ないところを重点的に掃除を
して頂きました。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。

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。

入所者の方とクリスマスの帽子を
製作しました。入所者さんがちぎ
ってくれた折り紙を子ども達がの
りで貼り、一緒に模様を描きまし
た 。 最後には帽子をプレゼント
し、手を繋いであわてんぼうのサ
ンタクロースを仲良く唄い、積極
的に関わることが出来ました。

今年度３回目の育伸社の学力テストを行
いました。ハルナ塾生や卒園児も沢山受
けてくれました。日頃の勉強の成果を発
揮してくれたことと思います。

みんなのかんしゃ
のきもちがたいま
えんのみなさんに
もとどきましたね。

年少児のお友達

年中児のお友達

年長児のお友達

クリスマスパー
ティーにサンタ
さんがきてくれ
ましたね。
プレゼントももら
ってうれしかった
ですね。

いろいろなかたち
のクッキーをつく
ったのですね。か
わいくできあがる
と、たべるのが
もったいないですね。

２学期お預りしていた分（運動会の忘れ物も含む）は１月末までの
お預かりとさせて頂き、その後は園にて有効利用させて頂きます。

１２月の忘れもの
・ヘアゴム
・マスク

153,562
「金」が表す２０１６年とは…
◆リオオリンピックにおける日本人選手の「金」メダルラッシュで、日本中が感動と興奮に包まれた年。4 年後の東京オリンピックへの期待、明るい日本への願いを込めた漢字として「金」が最多に
◆前東京都知事の政治資金問題、築地市場の豊洲移転問題、東京オリンピックの巨額経費問題など、政治と「金」（カネ）に絡む問題が次々と浮上した年。
◆イチロー選手のメジャー通算 3,000 本安打達成やレスリング・伊調馨選手の五輪４連覇などスポーツ界の「金」字塔。マイナス「金」利の初導入、米大統領選を制したドナルド・トランプ氏から
連想される「金」髪、「金」色の衣装を身に着けたピコ太郎さんの『PPAP』が SNS を通じて世界的大ヒットを記録

２位～１０位の漢字
「金」（キン・コン／かね・かな／こがね）
主な意味
１かなもの。鉄・銅などの鉱物の総称。「金属」「合金」
２きん。こがね。おうごん。「金塊」「純金」
３りっぱな。美しい。「金言」「金剛」。
４ぜに。通貨。おかね。「金額」「貯金」
５五行の一つ。６七曜の一つ。金曜。
７将棋の駒(こま)の「金将」の略。
（（公財）日本漢字能力検定協会発行 『漢検 漢字辞典 第二版』・Ｗｅｂサイト「漢字ペディア®」より）

２位「選」
（セン／えらぶ・える・よる・すぐる）
３位「変」
（ヘン／かわる・かえる）
４位「震」
（シン／ふるう・ふるえる）
５位「驚」
（キョウ／おどろく・おどろかす）
６位「米」
（ベイ・マイ・メ／こめ・よね・メートル）
７位「輪」
（リン／わ）
８位「不」
（フ・ブ／・・・ず）
９位「倫」
（リン／みち・たぐい・ついで）
10 位「乱」
（ラン・ロン／みだれる・みだす・みだりに）

「金」の漢字をご応募頂いた方

１年生
1位
2位
3位
4位
5位
6位
6位
8位

１１月の小学生学力テストの結果が返ってきました。ハルナ塾生や卒園児が参加し
てくれ日頃の成果を発揮してくれました。低学年用の学力テストが少ないので、こ
れからもどんどん参加して力をためしてほしいと思います。
各学年の上位を紹介します。

２年生

３年生

1位
2位
3位
3位

1位

11/29（火）大好きな保護者様が見に来て下さり、可愛いペンギンちゃんとキリンさんに変身
しておゆうぎの発表を行いました。元気よく体育ローテーションにも取り組んだり、保護者様と
一緒にダンスをしたり、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。
長男の赤の時と違い、落ち着いて参
今回の参観では、一学期の参観より
観を見る事が出来ました。慣れもあ
更に成長した息子の姿を観ること
るかもしれませんが、先生達全員、
ができとても嬉しく思いました。毎
落合先生、園長先生に絶大なる信
日の日課活動であるフラッシュカー
頼を置いているためです。親として
ドは家でもいつもおもちゃで遊びな
ハルナ幼稚園に預けている間は何も
がらも、英単語や熟語を口ずさんで
心配をしていません。授業も２，３歳
いたので本当に自然に頭に入り、身
児のレベルとは思えない内容。こん
に付いていて、先生の声や合図でパ
な幼い頃から英語に触れ、平仮名、
ッと行動に移す姿、英単語の発音な
片仮名、漢字、数字、ことわざを毎
ど、改めて素晴らしい教育だなと感
日していたら脳へ良い刺激間違いな
じました。（略）
しです。（略）
１２月２０日（火）ハルナクリスマスパーティ
ーがあり、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
アンパンマンやドキンちゃん、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。子ども
達の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
◆1/10(火)◆
１日保育（体操服登園）
ハルナ塾・アフタースクール３学期開始
◆1/10(火)◆
交通安全教室（年少児以上）
◆1/11(水)◆
香芝警察署と奈良県サポートセンターの方に交通ルー
ルを教わります。年長児はもうすぐ小学生です。通学
の練習として実際にホールで信号を見て横断歩道を
渡ります。

絵画あそび
◆1/１2（木）◆赤組・青組・黄組
◆1/１3（金）◆藤組・イマージョン
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。

漢検（希望者）
◆1/13(金)◆
日々の学習の成果を発揮できるよう、頑張りましょう。

幼稚園ツアー
◆1/１6（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。
母親大学
◆１／17（火）◆
奈良県教育委員会 小崎誠二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。
お誕生日会（年少児以上）
◆1/1８（水）◆1・2・3 月生まれ
２８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。
英検（希望者）
◆１／21（土）◆
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
◆練習日◆
1/25・30・31 (音研)・
2/3・7・15・16(リハーサル)・
20・23・24
おゆうぎ会
◆2/26(日)◆

１２月１３日（火）は待ちに待ったクリスマスパーティーでした。みんなで歌を唄ったり、それぞれク
ラスで作った飾りを発表しました。先生からはペープサートやオペレッタ、クイズ大会と楽しく盛
り上がりました。先生達の企画のねらい「楽しい笑顔のクリスマスパーティー」大成功でした。
サンタさんの登場に驚きながらもプレゼントをもらい、笑顔があふれていました。給食はクリス
マスメニューで、おなかいっぱい頂いて、楽しい時間を過ごしました。

年少児のお友達
夏休みの宿題の第１５回ドコモ未来ミュー
ジアムで審査員特別賞を受賞され、東京で
行われた表彰式にも参加してくれました。
全国から寄せられた 141,365 点もの作品の
中から審査員特別賞に選ばれたのは５名
のみでした。おめでとうございます。これか
らもたくさん絵を描いてくださいね。

イマージョンクラスの卒園児さんがあそびに来てくれました。
卒園しても続けて英語のお勉強を頑張っています。
今回、英検にも合格されました。おめでとうございます。

５級
前川悠真（年長児）

８級
前川美結（４年生）

９級

１０級

向井天斗（年長児）
山口優月（年長児）
後藤翔太（年長児）

河野 遥 （年少児）
下谷興真（年少児）
藪 佑光 （年少児）

英検２級（高校卒業程度）

英検３級（中学卒業程度）

南土居萌衣（小５）
杉本敬琉 （小５）

杉本玲一郎（小２）

