・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

◆サマースクール・園外保育◆
Osaka English Village(OEV)
８/2４（金）イマージョンクラス・アフタースクール（英語で過ごす学童保育）
・８／２７（月）藤組
Police station/Airline/restaurant/dinosaur park
など、様々なシチュエーションの教室で普段使わない英語を
インストラクターとゲーム形式で学びました。
イマージョンの園児は教室に入る前に”How did you
get here?”の質問に”I come with bus, we have Anpanman
bus” と返 事したり 、ア フ タスクール 生 は” why did you come
together?”と聞かれ、”we are from same kindergarten and
do English class together”と説明したり、藤組さんはお描きの教
室で“I want to draw heats”と先生と話をしていました。
いつもの幼稚園の英語の先生だけとではなく、いろいろな国の人か
ら英語で話しかけられたら、英語でお話できるように、これからもた
くさんお出かけしたいと思います。Let’s talk in English!

７月３０日・３１日に毎年恒例の卒園児合宿へ行ってきました。小１から大学２年生までの８７人
が参加してくれました。
久しぶりのお友達との再会に行きのバスの中からみんなの話し声や笑い声が響き渡っていまし
た。昼は鈴鹿サーキットで遊び、夜のお楽しみ会では一人ずつ将来の夢や今頑張っている事を発
表してもらいます。１年生が恥ずかしそうにしていると「頑張れ!!」「言えるよ!!」とお兄さん・お姉さん
からの声が届いたり、又自分の班のリーダーが発表をする時は「僕のリーダー出てるよ。かっこい
い」など、大きなお兄さん・お姉さんにあこがれている様子でした。卒園をしてからもハルナの皆の
心がつながっているようで、発表を聞きながら先生達も胸が熱くなりました。来年もたくさんの参加
を待っていますね。

今
番月
組の
し
はつ
け

7 月 24.25 日の二日間に、アフタースクール(英語で過ごす
学童保育)のサマーキャンプを行いました。午前は study time
で 1 日目は自分の小学校の紹介をしてもらい、2 日目は 1 日
目の日記を書いてもらいました。最初から最後まで自分で書け
たり、spelling を先生に助けてもらったり、みんな自分で文章を
考える事ができました。そして、みんなの前で書いた文章を発
表してもらい、みんなからの質問に答えていました。まだ、unit
別で GS プログラムのレッスンも行いました。午後からはボール
遊びの班、水遊びの班、折り紙の班に分かれ、先生と一緒に
English only の二日間を過ごしました。

選
ん
で
見
姿よ
勢う
よ
く

先日まだ、小学校が夏休み中のハルナ塾さん（小学生学童保育）と昼食を一緒に
とりましたが、急に一緒に座りだした私に男の子達は緊張で固くなり、女の子は変
化を楽しんでくれていました。ハルナ塾さんには、園児の良いお手本となる先輩の役目がありますので、色々と
約束事があります。挨拶をすることや先生には敬語で話すこと等々、その中でも、男の子に「俺」を使わないこと
を約束しています。シンプルに《『俺』は大人だけ》俺のあとに丁寧な言葉が続くことは、ほとんどなくやはり乱
暴な言葉使いが終始、俺のあとについてきます。ハルナ塾の皆さんは園児達の良い先輩としての姿を見せてもら
うつとめがありますので、『俺』はハルナでは使わないという事お願いしています。けれども、ご家庭で俺を使っ
ている子どももいますし、小学校では多くが俺と言っているようですので、そこは少しハルナ塾さんでは意識的に
先輩として頑張ってくれているようです。
給食を一緒に食べ始めて男の子が緊張して静かだったのも、『俺』が口からでてきたらダメだ。と思って緊張し
ていたのかもしれません。交代で給食を一緒にとった福原先生とハルナ塾さんの様子を外からみたら、ワイワイ
とにぎやかに男の子達も福原先生の周りを囲んでいました。夏休み中は全部食べた人から、デザートのアイスや
おやつを渡していましたが、「今日は全員全部食べられたので、全員にアイスをください。」と男の子達が力強く
言いに来てくれました。「それは、凄い！」とアイスを渡し、みんなで楽しく食べてくれていたようです。新学期が
始まり、ハルナ塾さんが帰ってくるのは放課後になりますが、挨拶や態度、学ぶ姿勢色々な面で、在園児の良い
お手本になろうと頑張っている子ども達です。見かけたら「おかえり」と声をかけてやってください。ハルナの２
学期が始まってから随分在園児のお手伝いもしてくれていました。
８月中は研修会や講演会に参加することが出来ました。８月の初旬に石井式指導者研修会に参加し大変良い勉
強になりました。ハルナでも導入しています漢字絵本は石井式漢字教育法の教材です。教育学博士 石井勲先
生が高校の国語の先生をしておられる頃、生徒の漢字力が低い原因はどこにあるのかを追及するために、中学校
の教師になり小学校の教師になり漢字教育法を発表され、その後大学の付属幼稚園の園長にもなられ漢字教育
法を実践されました。
石井先生、石井式が一貫して申されているのは、読み書き分離学習論です。
現在の小中高生の文字の学習方法は、読み書き同時学習論によって成り立っています。平たく言うと「読める漢
字は書けるようにならないといけない」という学習の方法です。研修会では、長年教師校長をつとめられた野口
芳宏先生はこのことを「ハイハイしだした子供にすぐ歩けと言うようなもの」と申されました。
石井式は先ほども申し上げた通り、読み書き分離学習論です。小学校で習う前の幼児期に漢字仮名交じりの日本
語を読む事で漢字を視覚言語として吸収し、本来の文章のイメージや意味、ストーリー、美しい日本語やリズム
を知ります。多くの言語に触れることで子ども達の言葉は豊富になり、知るだけでなく、心の中で発する言葉も
豊富になり情緒が安定していきます。野口先生のご講演の中には日本語にはひらがながあり、ひらがな＝やさし
い・漢字＝難しいという概念が定着してしまっている。幼児に漢字仮名交じりを読ませることは難しいと何の理論
もなく文科省が思っているが、台湾の子供は幼い頃から漢字を読み、フランスの子供は幼い頃からフランス語を
読む。漢字仮名交じりの文を幼児期から読む事は世界の言語教育から考えても当たり前の事とお話がありまし
た。幼児期に漢字仮名交じりを読ませないようにして、ひらがなばかりだけの文章に執着していることも学力格
差の原因と言う話もあり、深く頷きました。
現在のハルナで取り入れています英語教育についても同じことです。一文字一文字を読み書きすることではな
く、文章やストーリーをまず読みながら其々の言葉、単語を理解していきます。文字や単語を一文字ずつ一単語
ずつ覚えてから文を組み立てるのでなく、文やストーリーの中から言葉を知っていきます。
改めて、石井式の研修会に参加して、石井式の漢字教育法とハルナで取り入れています英語教育法は、同じ概念
から成り立つものだなと認識いたしました。
ハルナで石井式漢字教育法を本格的に導入したのは、７年前です。亡き保育園前園長の伸子先生が総合幼児教
育研究会で親しくされている園長先生と共に研修会と他園の園見学に参加され、帰ってきてすぐに私にまず、こ
れだけの本を読んでと数冊の本を渡されました。その後、読んだらすぐに他園の見学に予定を決め、帰りがけに
伸子先生から「さあ、いつからしよう。」と言われ、新年度がすでに始まっていて年度途中から始めた記憶があり
ます。その時のことを色々と思いだしていると、つい涙がこぼれます。けれど、伸子先生に改めてありがとうを言
いたいと思いました。
保護者の皆様にもご理解を頂き、漢字絵本の各自ご購入をしていただいています。園児達の言語力の為にも、園
児がその月の絵本を持って帰ってきましたら、一緒に読んでみてやってくださいね。「読んでごらん、ちゃんと読
めるか聞いてあげる」これでは駄目ですよ。「今月は○○やね。どんなお話やったかな。一緒に読もう！」これで
お願いします。お母さんも誰かに「煮魚上手にできるか、食べてあげる。作ってごらん。」と言われて嬉しい人は
いないと思います。
園児達が漢字仮名まじりの正しい日本語を知り、言語環境が豊かになることで、又園児達の可能性が広がりま
す。野口先生がよく話される「良い言葉が良い心を、良い心が良い言葉をつくる。」大人も同じくそうありたいと
思います。
２学期も保護者の皆様方にご支援ご協力いただき、先生達、幼稚園保育園一丸となって頑張って参りたいと存じ
ます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
園長 奥 裕子

年長児のお友達

なつやすみのた
のしいおもいでが
たくさんできました
ね。またせんせい
にもきかせてくださ
いね。

年少児のお友達

年中児のお友達

なまえがみえ
るようにしたり、
そでとそでをき
れいにあわせて
じょうずにたたむ
ことができます。

みずあそびたの
しかったですね。
やくそくをまもって
はいることができ
ました。

年中児のお友達

年長児のお友達

年長児のお友達
朝礼の時、いつも
大きな口を開けて
歌を歌ってくれてい
ます。元気よく歌う
と楽しい気持ちにな
りますね。

。

年少児のお友達
きちょうなおはなし
をきくことができま
したね。ひこうきで
どこ へ おで か けし
ようかな。

年長児のお友達
「かみなりれっしゃ」

かみなりがするどくひかってい
ますね。なかはどうなっている
のかな。

バレーシューズやトイ
レのスリッパをいつも
最後までそろえてくれ
る絢登くん。はきもの
がそろっているととても
気持ちが良いですね。

おともだちとい
っしょにのるとた
のしいね。どんな
おはなしをしたの
かまたおしえてね。

年中児のお友達
「しまうまおやこ」

かわいいしまうまのおやこを
やさしいいろでひょうげんす
ることができました。

年少児のお友達
「風船でお家を運びます」

どんなふうにおうちがとぶのか
たのしみですね。

年少児のお友達
「ピンクのちょうちょう」

えのぐとクレヨンをつかってきれ
いなちょうちょがかけましたね。

８／２５（土）のビギナーズ（未就園児
親子教室）では、英語の先生と「おもちゃ
作り」を行いました。のりを貼ったり、絵を
描いたりして、空気を入れるとふくらむ
「びっくり箱」を作り、最後はみんなでふく
らまして遊び、楽しい時間を過ごしまし
た。又遊びに来てくださいね。

夏休みの間、「ありがとう探し」をして素敵なカレンダーを幼稚園
に持ってきてくれました。ハルナ新聞先月号“園長先生からのおて
がみ”より「なつやすみ、１日１回ありがとうをみつける」を目標
に有意義な夏休みを過ごしてくれました。園長先生からプレゼント
を頂きました。
赤組 三浦 綸さん
赤組 米田雪乃さん

次回のビギナーズ開催日
９月２９日（土）親子体操

＜１年生の部＞

＜６年生の部＞

＜２年生の部＞

＜３年生の部＞
+

＜４年生の部＞

＜５年生の部＞

平成３０年度ピアノコンクール「ピティナ・ピアノコンペティション」が７月・８月に
予選・本選と行われました。課外レッスンピアノのご指導をして頂いております
大浦先生の指導のもと、たくさんの園児・卒園児の方が賞を取られました。これ
からも頑張って下さい。

予選優秀賞

連弾初級Ａ 長谷川みさん（小１）
高垣友里さん（小１）
白川美緒さん（藤Ｂ）
小笠原遥くん（藤Ａ）
中島 駈くん（小２）
仲村一華さん（小２）
上野世莉さん（小１）
予選奨励賞 連弾初級Ａ 中村悠希くん（小１）
内河 蓮さん（小１）
予選優秀賞 連弾初級Ｂ 伊丹菜那さん(藤Ａ)
伊丹晴崇くん（小３）
片岡柚貴さん（小４）
片岡暖々さん（小１）
Ａ２級 優秀賞
伊丹菜那さん（藤Ａ）
Ａ２級 奨励賞
小笠原遥くん（藤Ａ）
Ａ１級 奨励賞
中島 駈くん（小２）

最優秀賞
入選

連弾初級Ａ

連弾初級Ａ

入選ソロ

Ａ２級

奨励秀賞 Ａ１級

中島 駈くん（小２）
仲村一華さん（小２）
長谷川みのりさん（小１）
高垣友里さん（小１）
白川美緒さん（藤Ｂ）
小笠原遥くん（藤Ａ）
上野世莉さん（小１）
伊丹菜那さん(藤Ａ)
小笠原遥くん（藤Ａ）
中島 駈くん（小２）

＜徒競走＞

日課や文字あつめの際、手をまっすぐ挙げる事
を意識してくれています。腕が耳につく様に手
を挙げ、指先まで＂ピン＂と伸ばすことを目標
にしています。「先生、きれいに手が挙がって
ますか？」と確認したり、「しっかり手を挙げ
ているよ」と教えてくれます。日に日にきれい
に手を挙げられる様になり、みんなの手も心も
そろってきているように感じます。

鉛筆を使ってひらがなやカタカナの練習をした
り、プリント学習にも取り組んでいます。丁寧に文
字を書くだけでなく、正しく鉛筆を持つことにも心
掛けています。正しい持ち方で脳が活性化され、集
中力も向上します。はなまるくんを使ってより正し
く持てるように頑張っています。

去る６／１１（月）に行いました英検Ｊｒ．の結果が出ました。全体の 80％以上が合格となります。
よく聞いて答えてくれました。おめでとうございます。次回は１０月に行いますので、どんな結果出るのがたのしみです。

＜ＢＲＯＮＺＥ＞

＜ＧＯＬＤ＞

山下 望さん （イマ黄） 100％
後藤一輝くん （イマ黄） 97％
清見百合さん （イマ黄） 84％
増田莉奈さん （藤Ａ）
82％
衛藤柚波さん （藤Ｂ）
80％

井村修太くん（イマ藤）
矢野志織さん（アフター２年生）

86％
82％

◆園外保育◆
関西国際空港わくわくプラン
８／２２（水）年長児

◆流しそうめん◆
8/２１（火）年少児以上
今年度初めての流しそうめんに大喜
びの子ども達でした。そうめんだけで
なく、わかめやフルーツも流れてきて
「上手にとれたよ」「おいしい」と教え
てくれました。

バスの中にガイドのお姉さんが添乗して下さり、普段は入る事の
できない機内食場や貨物地区などを見せていただいたり、すぐ近く
で飛び立つ飛行機も見る事ができました。関西国際空港の消防車
は夜でも見やすいように黄色をしている事など空港の不思議もたく
さん教えてもらいました。

ならで送して
っ取被らた頂保
たり害せ古く護
書まにて本ご者
籍とあいを支の
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母親大学

◆9/1(土)・9/8(土）
新しいお友達に会えるのを楽しみにしています。

◆9/7(金)◆申込制
第２回母親大学を開催します。今回はオノマトペ研究家の
藤野良孝先生が『子育ての魔法の言葉 オノマトペ
について』のお話をしてくださいます。
敬老の日 ◆9/17(祝)◆
敬老の日までに届くようにおじい様・おばあ様へ心を込
めたハガキ製作を行っています。１つ１つ丁寧に仕上げ
たハガキが届く日をどうぞお楽しみに。

祖父母様おまねき会

運動会グランド練習・リハーサル

◆9/4(火)◆藤組
◆9/5(水)◆黄組・イマージョン黄藤
年中児以上の祖父母様をお招きし、日頃の日課活動
や歌の発表を披露します。祖父母様と短い時間です
が、一緒に過ごし、感謝の気持ちを伝えましょう。

◆9/11・13・18・20・25・28・10/2・3・4
◆リハーサル 9/26(水) 雨天：9/28（金）◆（各自送迎）
運動会に向け、グランドで各学年力を合わせて練習しま
す。暑い中での練習になりますので、必ず水筒をご持参下
さい。(ヒモ付)
練習の後には冷たいごほうびもみんなの楽しみのひとつ
です。

新入園児入園面接考査日＆採寸日

園外保育

◆9/5(水)◆青組
ハルナのひろばへあそびに行きます。

どんぐり学園交流会

◆9/5(水)◆赤組
どんぐり学園のとお友達とダンスやふれあいあそ
びをして交流します。

ハルナ大運動会
◆１０/６(土)
◆雨天：10/７（日）
みんなで力を合わせて頑張りましょう。

