・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

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。

～手の洗い方～

１１月・１２月頑張りました賞
年長児の
お友達

①「おねがい」…手のひら同士をこすり合わせる
②「カメさん」…手の甲を交互にこする
③「お山」…お山の形を作り、指と指の間をこすり合わせる
④「こちょこちょ」…手のひらで反対の手の爪を洗う
⑤「親指」…反対の手で親指をにぎり、洗う
⑥「手首」…反対の手で手首をにぎり、洗う
⑦「ありがとう」…手や手首の泡をしっかりと洗い流す

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？」
せかいにはたくさんのくにがありますね。か
ぞくでいろいろなところへいってみたいですね。

「すきなどうぶつはなにかな？
なきごえもおしえてね」
カラフルでかわいくかいてくれました。
なきごえもきこえてきそうです。

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。

「すきなのりものはなにかな？
どんなのりものがあるかな？」
いつもこうけんくんがおうちでのっているくるまをかいて
くれたのかな？いろとりどりでとてもきれいですね。

毎
日
おし
てよ
つう
だ
いや
さ
し
い
心
で

今
月
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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りしているかな、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、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。たいせつに使います。（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、愛らしい人と成長してくれる
ことを願ってしています。「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。
３学期もあいさつチャンピオンめざしてがんばって欲しいです。
旧年中は幼稚園に何かとご奉仕・ご協力・ご支援誠にありがとうございました。保護者の皆様方には
本当にハルナを支えて頂き、感謝致しております。
２０１９年も子ども達一人一人の成長、感謝の心を育みます。
どうぞ本年も宜しくお願い致します。『積善の家にう余慶あり』
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ご祈念致します。
園長 奥

裕子

社会福祉協議会が行ってい
る歳末たすけあい運動の募金
に年長児数名で行きました。
「寒いですか？」「頑張ってく
ださい」と言葉を掛けながら
募金をすると「ありがとう」と
言っていただきました。園長
先生も関屋駅で募金をあつめ
る為に立っておられたので、
「頑張ってください」と応援し
ました。

12/
天空美術館へ絹谷幸二さん
の天空夢譚を観に行きまし
た。絹谷幸二さんは奈良県出
身の画家で、この絵画展は体
感型アートミュージアムとし
て３Ｄシアターがあったり、彫
刻などの作品もあり、絵画だ
けでなく様々な芸術にふれる
事ができました。

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１５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。誠に感謝申し上げます。

12/1 ( )
３回目はクッキーを作りまし
た。お友達と協力しながら麺棒で
生地を伸ばしたり型抜きでハート
や星の形ができると嬉しそうに見
せ合っていました。。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。

12/
( )
終業式では、冬休みのお約
束として園長先生と“あいさつ
をきちんとする”“ありがとう
を沢山言う”という約束をみ
んなでしました。お約束を守
りながら楽しい冬休みを過ご
してくださいね。

12/
( )
今年度２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。

12/2
バス乗車中・保育中に災害が起きた時の対応について、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３７名で行いました。
緊急時・災害時引き渡しカード（４月に配布済）とハザード
マップや各市町村の避難場所一覧表を使って、色々な場面で
の災害を想定した訓練を行い、『園児の命第一』を先生達
みんなで誓い合いました。

12/
( )
一年間の汚れを取ろうとみ
んなできれいにしました。机
や椅子、窓など普段以上に気
合が入り、ピカピカにしてく
れました。気持ちよく新年が
迎えられそうです。

満３歳児のお友達

年中児のお友達

年長児のお友達

サンタさんがあ
そびにきてくれて
うれしかったです
ね。ぼうしもかわ
いくできました。

だいぶつさまは
とてもおおきくてり
っぱでしたね。また
かぞくのひとといっ
てくださいね

年中児のお友達

ゆびさきをきよう
につかってひとつ
ひとつつなげてくれ
ていました。

年少児のお友達

年中児のお友達
とびばこのれんしゅ
うをがんばっていて、
なんどもちょうせんし
７だんがとべるように
なりました。

年中児のお友達
こまっているとき
に、おともだちにた
すけてもらうと、こ
ころがあたたかくな
りますね。

年長児のお友達
「サンタクロースとトナカイ」

サンタクロースのこまかいパーツ
もていねいにきれました。師走の
じもしっかりかけました。

「だいすき」のきも
ちがたっぷりこもっ
たありがとうカード
ですね。３学期もな
かよくあそびましょ
うね。

年中児のお友達
「クリスマス」

ひとつひとつていねいにおった
サンタさんがやさしくほほえん
でいますね。

えがおで「Good
morning」とごあいさつ
してくれます。
たくさんのひとと
こころとこころの
あくし ゅがで きる あこ
ちゃんです。

年中児のお友達
「Ginger breadman」

A very good job at image what the
paper will become when cutting the
folded up paper. Ginger breadman is
cute.

年少児のお友達
「クリスマスツリー」
おハ
おサ
きミ
なの
もも
みち
のか
きた
をを
きい
れし
まき
しし
たな
。が
ら
、

11/30（金）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、
「やぎさんゆうびん」「トマトのほっぺ」の曲に合わせて、「やぎ」と「トマト」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。
（略）落ち着きがなく正直、ちゃんと授業に参加してくれているか
心配になりましたが、授業中もあまり後ろを気にすることなく、
最後まで授業に集中していました。(略)
赤組保護者様
（略）ちょうど子供から「携帯見せて」と言われることが増えてるな…
と思っていたので、園長先生の電子画面を数時間見せていると言語
能力が失われていく話に身がひきしまりました。
赤組保護者様
１２月１２日（水）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、マジックショー、オペレッタのプレゼ
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。

３学期始業式
◆1/8(火)◆
１日保育（体操服登園）
年が明けて初めての登園です。元気に来て下さいね。
ハルナ塾・アフタースクール３学期始業式
◆1/8(火)◆
お誕生日会（年少児以上）
◆1/11（金）◆1・2・3 月生まれ
３０年度最後のお誕生日会です。保護者達とお友達
よりありがとうの心のプレゼントをします。
家庭訪問・個人面談(12・1 月度)
◆1/12(土)◆
子ども達の園での様子をお伝えさせていただきます。
ビギナーズ(未就園児教室)
◆1/12(土)◆
節分に向けて鬼のお面製作を行います。

絵画あそび
◆1/１5（火）◆藤組・イマージョン・青Ａ
◆1/１6（水）◆青Ｂ・黄組・赤組
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。

ボランティア学習(青Ａ)
◆1/１６（水）◆
ボランティアの心を育みましょう。
入所者さんと一緒に散歩したり、触れ合い手あそび
をします。

音研(年長児)
◆1/17(木)・31（木）◆
おゆうぎ会に向けて素敵な音を奏でましょう。
幼稚園ツアー
◆1/１8（金）◆【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。
香芝市民間幼保連盟総会
◆1/19(土)◆ 職員
香芝市民間幼保連盟加盟園の幼稚園・保育園の先生で
集まり、幼児教育保育について学びます。
母親大学（申込者）
◆１／22（火）◆
教育デザインラボの石田勝紀先生を講師にお迎えし
て、今年度３回目の母親大学を開催致します。
英検（希望者）
◆1/26(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◆
1/2４・30・31
2/5・13・14（リハーサル）・18・20・21・22
おゆうぎ会
◆2/2４(日)◆

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。

石田陽大くん（藤Ｂ）が
送りました。

アールヌーボー奈良店様より
お手紙を頂きました。
池本蓮くん（藤Ｂ）が送りました。

広陵町立図書館様より
お手紙を頂きました。
德山美月さん（藤Ａ）が送りました。

香芝市長 吉田弘明様より
お手紙を頂きました。

川久保虎太朗くん（藤Ｂ）が
送りました。

大阪市立大学附属病院様より
お手紙を頂きました。
新谷隼成くん（藤Ｂ）が送りました。

特別老人ホーム寿光園様より
お手紙を頂きました。
田中陸統くん（藤Ｂ）が送りました。

西村歯科様より
お手紙を頂きました。
伊丹菜那子さん（藤Ａ）が
送りました。

山本皮膚科様より
お手紙を頂きました。
水本七嘉さん（ハルナ塾・アフター）が
送りました。

ＣＯＣＯ ＣＯＦＦＥＥ様より
お手紙を頂きました。
宮本空澄くん（ハルナ塾）が
送りました。

ピアノの先生 濵田純子様より
お手紙を頂きました。
和田ゆあなさん（ハルナ塾・アフター）が
送りました。

美容室ＢＥＡＲＳ様よりお手紙を頂きました。
本田瑛葉さん（藤Ｂ）が送りました。

ピアノの先生
大浦先生より
お手紙を頂きました。

芳仲由羽さん（藤Ｂ）が
送りました。

中島 駈くん（ハルナ塾・アフター）が
送りました。

2
1

1

１１月８、９日に香芝北中学校、１１月１４、１５日に香芝西中学校の学生さん達
が職場体験に来てくれました。御礼のお手紙を頂いたのでご紹介します。
（略）子ども達はとてもかわいくて今でもはっきりみんなの顔を覚えてい
ます。特に私は、先生がおっしゃっていた「子どもの笑顔を見ると疲れが
ふっとぶよ」という言葉がとても心に残っています。
（略）
香芝北中学校の生徒さんより
（略）特に印象に残ったことは、先生方の「すぐに対応できるところ」です。
子どもが泣いてしまったり友達とけんかをしている時もすぐに対応し、落ち
着かせていたのですごいと思いました。そして、それによって子どもとの信
頼関係ができていて、とても
すばらしく印象に残っております。
別のことをしていて、子どもの様子を
直接見れない時でも何かあればいつの
間にか対応している先生方の姿を見て、
すごく学べました。
（略）
香芝西中学校の生徒さんより

193,214

「災」（サイ／わざわい）
主な意味
１わざわい
２よくないできごと
３災難
（（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）

「災」が表す２０１８年とは…
◆全国的に地震、豪雨、台風、猛暑などの自然「災」害の脅威を痛感した一年。
◆「災」害の経験から全国的に防「災」意識が高まり、多くの人が自助共助の大切さを再認識した年。
◆仮想通貨流出、スポーツ界でのパワハラ問題、財務省決裁文書改ざん、大学不正入試問題などの事件が発覚し、多くの人が
これらの出来事を人「災」や「災」いと捉えた。
。
２位～１０位の漢字

２位「平」３位「終」４位「風」５位「変」６位「暑」７位「大」
詳しくは漢検ホームページで。
８位「最」９位「新」10 位「金」

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
「災」の漢字をご応募頂いた方
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。〔2018 年は 12/12 発表〕ハルナより応募した数は 80 通でした。 個人情報の為、省略します。
その中で「災」の字を選ばれた方は24 名いらっしゃいました。２４名の方には、園からステ
ンレスのマグカップをプレゼントさせていただきました。
世の中の出来事に感心を持ち、家族であの漢字かな、この漢字かなと話すことが学びの
スイッチだと思います。来年も沢山のご応募待っています。

６級
宗保 遵くん（卒園児）
盛本湊麻くん（年長児）
三村岳煌くん（年長児）
９級
宗保 諒くん（年中児）
１０級
横田 励くん（年中児）
山口裕真くん（年中児）

１２月２１日（金）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
くれて、大好きなアンパンマンやドキンちゃん、サンタさん
も遊びに来てくれました。みんなで一緒にダンスを踊った
り、歌を唄って、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。

１１月１７日に伊勢神宮にて行われた第５７回伊
勢神宮奉納書道展で下記のお友達が受賞されまし
た。毛筆で「もり」・「うた」をそれぞれ書いて出展され
たそうです。１４２１７人の応募の中から五十鈴川賞
２６２５名、金賞４７１９名が選ばれました。おめでとう
ございます。これからも丁寧な字を書けるよう頑張っ
てください。

＜五十鈴川賞＞
年長児 梅本侑輝くん
年長児 上田康太くん
＜金賞＞
年長児 水本桃華さん

ＢＲＯＮＺＥ
廣渡憧子さん（年中児）
内田理望さん（年中児）
松原麻尋さん（年中児）
石田陽大くん（年長児）
水本桃華さん（年長児）
井村航大くん（年中児）
貴田莉紗さん（年長児）

９５％
９３％
９３％
８４％
８２％
８２％
８０％

ＳＩＬＶＥＲ
山下 望さん（年中児）
村上知大くん（年中児）
後藤一輝くん（年中児）
清見百合さん（年中児）
宮越貫太くん（年長児）

１００％
９４％
９２％
８３％
８１％

１０月２９日（月）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。
英検 Jr.ＧＯＬＤ合格した方は、
次回より英検に挑戦できます。
１月の英検も楽しみです。
これからも先生達と楽しく English learning しましょう。

ＧＯＬＤ
中島 駈くん（アフター２年生）
髙谷珂凜さん（年長児）
上田倫太くん（年長児）
森本昌伍くん（年長児）

９０％
９０％
９０％
８４％

※山下望さんは、
BRONZE に引き続き、
100％を取得しました。
おめでとうございます。

