・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

「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。

優秀賞
＜年長＞
片岡暖乃さん
上野世莉さん
吉仲真優さん
内河 蓮くん

日頃のピアノレッスンの様子

奈良県教育委員会より、奈良県の子ども
達の基本的習慣の向上や、規範意識の芽生
えを培うことを目的として、「げんきなあいさ
つ」や「おてつだい」等の約束運動を、夏・冬で
実施させて頂いています。

＜年中＞
小笠原遥くん
芳仲由羽さん
白川美緒さん
木村眞衣さん
＜年少＞
吉仲真穗さん

１１月・１２月
頑張りました賞
年中児のお友達

課外レッスンのピアノ
をご指導頂いておりま
す大浦先生の教室の
子ども達も多く受賞し
ました。

発行日
平成３０年１月１日
香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
担当 山本 葵

年長児のお友達

年中児のお友達

「いってみたいくにはどこかな？
そのくにのこっきもしっている？」
→おうちのひとといつかいけるといいですね。

「すきなどうぶつはなにかな？
なきごえもおしえてね」
→カラフルでつよそうなえをかいてくれました。
なきごえもじぶんでもじでかいてくれました。

年少児のお友達

年少児のお友達

「What vegetable do you like? Please tell me.」
→おやさいをたくさんかいてくれました。
どれもおいしそうですね。

「どんないろがすきかな？」
→すきなきもちが えから たくさん
つたわってきますね。
－１－

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？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。
もうひとつは、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。大切に使います。（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。
冬休みに入って、卒園児や卒園児の保護者様から次々と電話やお手紙、又園にお越し下さいました。
高校の懇談帰りで大学受験の志望校を宣言に来てくれた子、私にはクリスマスプレゼントをくれる人が
ないだろうと持ってきてくれた子、結婚しますと電話をくれた子、それぞれの卒園児が色んな喜びを知
らせてくれ、又困難とも戦いながらそれぞれの人生を一生懸命にまっすぐに生きてくれていることに嬉
しく頼もしく思いました。ある保護者様は、「子ども達はそれぞれに自分の道を進んでいるので、なか
なかハルナの友達に会う機会はなくなったけれど、会えば幼稚園の頃に戻ったように話をしています
よ。」「同じ大学の友人とは又違う幼なじみのような感覚みたいです」とお話下さいました。「お母さん
同志もたまに連絡をとりあって色々と子育てのことや悩みを言ったり、良いお付き合いをさせてもらっ
ています。ハルナだからこんなお付き合いができたのだと思います」と言って下さいました。嬉しいお
言葉に感激しながらもこれからもこうして卒園児や卒園児の保護者様がいつでも「ハルナに寄ってみよ
うかな」と思って頂ける園であり続けなければいけないと心に強く思いました。
今年の成人式は１月８日。成人式の後に毎年何人かの卒園児が「幼稚園にいこう！」と集まってきてく
れます。今年はどの子が来てくれるかな？消火器をさわってまき散らしたやんちゃさんだったあの子か
な…お母さんと離れるとすぐ泣いてしまうあの子かな…と卒園アルバムを見ながらワクワクしていま
す。ハルナで在園する期間はほんの数年ですが、幼児期の関りは年月ではあらわせない深さ、濃さがあ
ります。今在園する園児達ともより深く濃く関わり合い、愛情を、成長を育んで参りたいと思います。
２０１９年もどうぞよろしくお願いします。
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ご祈念致します。
園長 奥 裕子
－２－

入所者の方と一緒にダンス
を踊ったり、輪なげをしたり
と、みんなで楽しい時間を過
ごしました。又、入所者の方
と手を繋いだり、ダンスの時
には抱きしめ合ったり、積極
的に関わることが出来まし
た。また藤Ａ組は車イス体験
や食事介助も行いました。
初めは車イスの方々、どんぐ
りの方々との触れ合いにとま
どいを示している子ども達も
いますが、繰り返しのふれあ
いの中、思いやりの心が少し
ずつ花開いています。

12/1( )
クッキーを作りました。お友達と協力
しながらめんぼうで生地を伸ばしたり
型抜きでハートや星の形ができると満
面の笑みを見せてくれました。かわいい
クリスマスカードを添えてお家の方や
先生方にプレゼントをしました。

5
ク リ ス マス やお 正月 の歌 を 唄っ た
り、みんなでお年玉や新年のご挨拶の
練習も行いました。お手伝いのお父様
がついて下さったつきたてのおもちを
手のひらでころころと上手におもちを
丸めることが出来ました。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年中児、年長児が
配達に行きました。
玄米１４斗をおもちにしました。
お手伝いのお父様・お母様方のおかげ
です。本当に感謝です。

12/8( )
おもちゃの消毒、各部屋の
窓のサッシ・玄関の電球、日
頃手の届かない高いところな
どを重点的に保護者の皆様に
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。７８人の保護者様にご協力
頂きありがとうございまし
た。

12/11
香芝郵便局様よりハガキを頂き、サン
タさんへお手紙を書きました。ミニポス
トへお手紙を投函する時は「無事届きま
すように」「お家で待っています」等お
願いいを込めて投函しました。最後には
郵便局員さんがサンタさんから預かった
プレゼントを頂きました。

12/ ( )
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。

12/21
香芝警察様のご協力のもと、不審者が園へ侵入して来た時の対
処について、職員で訓練を行いました。担任の先生、保育補助の
先生、お給食の先生、バスの先生全２５名でさすまたを使っての訓
練、色々な場面での危険時も想定し、行いました。今年度から新
たに導入した無線機も防犯に多いに役立つと警察の方に言って頂
き、『園児の命第一』を先生達みんなで誓い合いました。
－３－

年中児のお友達
黄Ｂ組
宗保 遵くん

年長児のお友達
藤Ｂ組
松本叶花さん

おともだちに「ばい
ただしいしせい
ばい」してもらえると
でていねいに
うれしいですね。
ひらがなをかく
つぎのひおともだち
ことをがんばりま
にあうのがたのしみ
した。
になりますね。

ごうかくおめでと
たいふうでもおと
う。ワッペンがあた
うさんはかぞくの
ら し くな ると う れし
ためにがんばって
いですね。これか
くれているので、
らもがんばってくだ
かんしゃのきもちを
さいね。
つたえましょうね。

オノマトペを
さいごのうんどうか
つかって､まいにち
い、がんばっている
のローテーション
げんきなすがたを
をいっしょうけんめ
みていただけるの
いがんばりました
がたのしみですね。
ね。

年中児のお友達

年少児のお友達
青Ａ組
伊丹菜那子さん

年中児のお友達

年中児のお友達
トイレのスリッパ を
せっきょくてきになら
べてくれ、ふみのちゃ
んのおかげでみんな
きもちよくトイレをつ
かうことができます。

緑組のお友達
クリスマスパーテ
ィーにサンタさんが
あそびにきてくれ
て、とてもうれしか
ったですね。

年長児のお友達
「サンタとトナカイ」

サンタさんとトナカイが
なかよくおはなしをして
いるみたいですね。

いつもごあいさつ
がきちんとできる
りんちゃん。
りんちゃんのげんき
なあいさつにこころ
があたたかくなりま
す。

みんなのえいよう
をかんがえてつくっ
てくださるメニュー
はまいにちおいし
いですね。

年中児のお友達
「Christmas」

年少児のお友達
「ツリー」

てがたのトナカイとあしが
たのそりにのったサンタさ
んがやってきましたね。

ツリーのかざりにはおりが
みですてきなくつしたもお
ることができましたね。

－４－

満３歳児のお友達
「クリスマスツリー」

スタンプでつくったゆきがふっ
ていてきれいなよるですね。

１０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。各学年の上位を紹介します。

１年生

３年生

２年生

４年生

卒園児のお友達

５年生

11/28（火）大好きな保護者様が日頃の園での様子を見に来て下さり、保護者参観後、
「カメ」と「キリン」に変身しておゆうぎの発表を行いました。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。
参観に行くまでは正直、ちゃんとやってるかなという気持ちでいました。園長先生のお話を聞いてハッとさせられま
した。出来る出来ないということではなく、今の子どもの様子を知ることが大事とおっしゃっていたので幼稚園での子
どもの姿を前向きな気持ちで見られました。３歳の娘が日課活動でもしっかり先生の方を見てやっている姿にすごく成
長したように感じました。それは先生方が丁寧に毎日子どもに接して下さっているおかげだなと改めて感謝の気持ちで
いっぱいになりました。（略）
２歳児保護者様
（略）夏から比べると少し成長した身体と行動に、ハルナで楽しく毎日過ごさせて頂いてありがたいなと感謝です。
自我が自芽へ、気の強い我が子ですが、ハルナで教えて頂いていることを伸ばせるよう、家でも関わって育てていけ
たらいいなと思います。本当にありがとうございました。
２歳児保護者様

３学期始業式
◆1/9(火)◆
１日保育（体操服登園）
年が明けて初めての登園です。元気に来て下さい。
ハルナ塾・アフタースクール３学期始業式
◆1/9(火)◆

漢検（希望者）
◆1/18(木)◆
日々の学習の成果を発揮できるよう、頑張りましょう。

絵画あそび
◆1/１1（木）◆赤組・青組・イマージョン
◆1/１2（金）◆藤組・黄組
画用紙に絵の具で自由にお絵描きをします。どんな絵画
が出来上がるか楽しみですね。

幼稚園ツアー
◆1/１5（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。園長からの説明や在園児の保護者
様に話を伺える機会を設けています。
交通安全教室（年少児以上）
◆1/16(火)◆
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踏切や信号を見て横断
歩道を渡ります。
お誕生日会（年少児以上）
◆1/17（水）◆1・2・3 月生まれ
２９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。

園外保育
◆1/1９（金）◆黄組・イマージョン：海遊館
青組：ビッグバン 赤組：どんぐり
２９年度最後の園外保育となります。楽しみですね。
英検（希望者）
◆1/20(土)◆
日々の学習の成果を発揮できるよう、頑張りましょう。
母親大学（希望者）
◆１／25（木）◆
雨宮知子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。
英検Ｊｒ.（希望者）
◆１／31（水）◆
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◆
1/24・31
2/1（音研）・6・14・15（リハーサル）・
19（音研）・22・23
おゆうぎ会
◆2/25(日)◆

－５－

１１月２３日の勤労感謝の日によせて、年長児とハルナ塾生が自分達の身の回りで働いて下さっている人はどんな人達が
いるかを話し合いました。国や県・市町村で私達の住みよい街づくりをして下っている方、病院の先生や、沢山のお店屋
さんなど、様々な所で働いて下さっている方がいるから自分達の生活が出来るという事も理解してくれていました。そし
て、子ども達ひとりひとりが一番感謝の気持ちを伝えたいお仕事をされている方とおうちの方にありがとうカードを書
いて送ることにしました。１枚１枚丁寧に仕上げ、子ども達の気持ちを伝える事が出来ました。１１月２３日迄に着く様に郵
送したところ、お礼のお電話やお手紙を頂きました。「この仕事をしてきて初めてこの様な嬉しいお手紙を頂きまし
た。」と喜びのお声も頂きました。日頃、目には見えないところでも私達は沢山の方にお世話になっています。感謝の心
を忘れず、これからも様々な人々にありがとうを伝えていきたいと思います。

香芝市役所 香芝市長
吉田弘明様よりお手紙を頂きました。

山内栞奈さん（年長児）が送りました。

前田明莉さん（年長児）が送りました。

水上優佳さん（年長児）が送りました。

指宿心優さん（年長児）が送りました。

藤田産婦人科様よりお手紙を頂きました。
石田 悠くん（ハルナ塾）が送りました。

山下和寿くん（年長児）が送りました。
－６－

ピアノの先生 濱田純子様より
お手紙を頂きました。
山本結菜さん（年長児）が送りました。

かわしま内科・外科こどもクリニック様より
お手紙を頂きました。
藪 佑光さん（年長児）が送りました。

太田歯科様より
お手紙を頂きました。
上野世莉さん（年長児）が送りました。

日本文教出版様より
お手紙を頂きました。
児玉咲蘭さん（ハルナ塾）が
送りました。

香芝生喜病院様より
お手紙を頂きました。
村山こころさん（年長児）が送りました。

－７－

朝の体育ローテーションや体育レッスンで跳び箱
を頑張っています。「サー・タン・パッ・トン」の
オノマトペの掛け声でリズムをつかみ、両手をしっ
かりつく、足をパーに広げて跳ぶことを意識してい
ます。「今日は５段を頑張るよ！」「７段跳べた
よ！」と教えてくれ、成長の毎日です。

緑組では運動靴やバレーシューズを自分達で履
く練習をしています。自分達で足を入れる部分を
大きく開いて、かかとまで履く事が出来るように
なりました。できることがたくさん増えとても嬉
しいです。

＜藤組＞
小学校への進学準備の為、年長児は毎日連絡帳を書く事を始めました。
予定を書く日には、「明日は身体測定です」など黒板に書かれた連絡事項を一生懸命写し、
また家で明日の準備物を用意する。「自分のことは自分でする」「忘れ物がないように気をつける」
など、小学校への準備をすこしずつ頑張って意欲を高めています。
小学校へ行くと、きっと新しいお友達もたくさんできることと思います。
友達との関わりの中でまず一番の入口となるのが会話、話言葉です。自分の言いたいことを言いたいように言
うのだけでは心が通いません。
最近、藤組の部屋で、間違えた事をしている子に対して、「そんなんちゃうで」「間違えているで」という言い
方をしている子がいました。言われた子は間違えていたことは認めたものの、「そんな言い方しないで」と泣
いてしまいました。言いたいように言うのではなく、友達を想う心、思いやる言葉も考えなければなりませ
ん。どうしたら、どのように言ったら相手の気持ちを大切にできるのか、みんなと話をしました。
間違ている子には「そんなんちゃうで」ではなく、「こうしたほうがいいよ」部屋の中を走っている子には、
「走ったらあかんで」ではなく、「走ると危ないよ」と、言い方を少し変えるだけで、相手にも気持ちよく伝わ
る事を話しました。お友達のことを注意する気持ちはよい事ですが、「友達を大切にすること」を３学期の課
題としていきたいと思います。相手の心を考えて教えてあげることにより、子ども達も「ありがとう」と言われ
てうれしい気持ちになると思います。お互いが気持ち良い結果になることになり、ありがとうの花をたくさん
咲かせていくことで小学校での友達との関係の心の準備をして欲しいと思っています。

153,594

「北」が表す２０１７年とは…
「北」（ホク／きた・にげる・そむく）
主な意味
１きた。の方角。「北上」「北方」
２まけてにげる。「敗北」
３そむく
（（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）

◆「北」朝鮮ミサイルの「北」海道沖落下や九州「北」部豪雨などの災害から、平和と安全の尊さを実感した年。
◆スポーツ界では、「北」海道日本ハムファイターズの選手に期待が集まったり、「キタ」サンブラックが大活躍した。

２位～１０位の漢字

詳しくは漢検ホームページで。

２位「政」３位「不」４位「核」５位「新」６位「選」７位「乱」
８位「変」９位「倫」10 位「暴」

日本漢字能力検定協会さんでは、全国から一年の世相を表す漢字を公募し、最も多
く応募数の多かった漢字を漢字の日（１２／１２〔いい字一字〕）に京都：清水寺にて、森
清範貫主が揮毫（きごう）されます。〔2017 年は 12/12 発表〕ハルナより応募した数は
111 通でした。
その中で「北」の字を選ばれた方は 5 名いらっしゃいました。
沢山ご応募下さり有難うございました。ハルナ幼稚園では、年に２回漢字検定を受検
頂けますので、この機会に一度ご家族で漢字にふれてみてはいかがでしょうか？
－８－

「北」の漢字をご応募頂いた方
梶井崇正様（年長児：保護者様）
森 昌代様（年長児：保護者様）
伊丹菜那さん（年少児）
三村英将様（年少児：保護者様）
山下智子様（年少児：保護者様）

１２月１２日（火）はみんなが待ちに待ったクリスマスパーティーでした。みんなでお歌を
唄ったり、先生達からのペープサートやダンス、ボディーパーカッションのプレゼント
もあって楽しく過ごしました。サンタさんからのプレゼントやクリスマスランチにも大
喜びの子ども達でした。

１２月１９日（火）ビギナーズクリ
スマスパーティーを、ふたかみ
文化センターで開催しました。
沢山の子ども達が集まってく
れ、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。子ども達
みんなが楽しむ声や笑顔の花
が咲き、お母さんたちの笑顔も
心に残る一日でした。

10 00

１１月１日（水）に第２回英検Ｊｒ．を行いました。
８０％以上の受検者を紹介します。

６級
河野 遥（年長）
下谷興真（年長）
藪 佑光（年長）
７級
小寺希宗（年長）
９級
新谷隼成（年中）
新谷凌成（年中）
三村岳煌（年中）
向井理央（年中）
髙島凱良（年中）
１０級
宗保 遵（年長）
盛本湊麻（年中）

これからも英語を楽しく習得しましょう。

ＳＩＬＶＥＲ
山本 結菜（年長） ９６％
衛藤 夏波（１年生） ８８％
森本昌伍郎（年中） ８６％
吉川 美蘭（年中） ８６％

ＢＲＯＮＺＥ
髙谷 珂凜（年中） ８８％
山根 佑天（年長） ８８％
山根 里天（年長） ８４％

Miss カレン（平成２９年度 English Teacher）
ハルナ幼稚園をご退職されましたが、
又ハルナに遊びに来て下さると言って頂いて
おります。
その時はみんなで喜んでお迎えしましょうね。

－９－

