・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
ハルナ幼稚園では、毎年成人式を迎えられる卒園児のみなさんに成人のお祝いの
お手紙を送り、記念品と少しばかりのお祝いをお渡しさせて頂いています。今年も幼
稚園６２名の卒園児が成人式を迎えられ沢山の懐かしいお友達からお返事を頂き
ました。又、成人式後数名の卒園児が幼稚園へ遊びに来てくれたり、成人式後に
数人で電話してくれたり、懐かしい話にも花が咲きました。

車・バイクが趣味です。学校を卒業したら整備士
になります。
大阪自動車整備専門学校 H くん
芋掘りをして大きいのを取りました。大学では、
フットサルをしています。
追手門学院大学 地域創造学部 W くん
去年から札幌に住んでおり、来春から船に乗る
海洋実習が始まります。大学生になってから旅に
出ています。国内４７都道府県制覇が目標です。
北海道大学 水産学部 N くん
現在、ウェイトリフティングに打ち込んでいま
す。自分の積み重ねた努力が結果として返って
くるスポーツなので、とてもやり甲斐を感じてい
ます。
関西学院大学 経済学部 H くん
大学でプログラミングの勉強をしています。サー
クルでは、ダンスをしています。
立命館大学 情報理工学部 O くん
幼稚園での思い出はスポーツクラブやおゆうぎ
会です。スポーツクラブでは寺本先生にしっかり
指導してもらったおかげで小学校ではずっと運
動ができました。今になって思うのはあの時ハル
ナ幼稚園で学んだことは全て今につながってい
るということです。
創価大学 理工学部 N くん
たくさんの先生に関わらせていただいた影響で
子どもに関わる仕事に就きたいと思い、養護教
諭を目指しています。先生方にはとても感謝して
います。また、京都大学医学部のボート部でマネ
ージャーをしていて、楽しんでいます。
京都女子大学 家政学部 A さん

幼稚園の頃はよく泣いていたのを覚えています。
スペイン語と英語をやっています。２月にスペイ
ンに行き、オーストラリアにも行く予定です。ト
リリンガルを目指しています。
天理大学 国際学部 G くん
幼稚園からはじめた日本舞踊を続けて東京の大
学で日本舞踊の勉強してます。アイスクリンの日
が楽しみでした。
東京藝術大学 音楽学部 Y さん
幼稚園の茶道をきっかけに本格的に茶道を中・
高・大と続けて、今、７年目です。良医師になるた
め、日々努力しています。
近畿大学 医学部 F くん
幼稚園のことで覚えていることは、おゆうぎの練
習や運動会の練習を頑張ったこと、発表したあと
には親や先生方に、一番うまかった！と誉めても
らえてとっても嬉しかったことなど、たくさんあ
ります。
大阪大学 外国語学部
S さん
昔から料理やお菓子を作るのが好きで、調理製
菓学科へ入学しました。就職も決まりましたの
で、４月から社会人になります
大阪青山大学短期大学部 調理製菓学科 Y さん
幼稚園時代で覚えている事は、とても偏食だった
こと、夏に、幼稚園のバスで海水浴に行って、I く
んを相撲大会でこかせて泣かせたこと、藤組の
おゆうぎ会で黒田節を踊ったことなどです。
大阪大学 法学部 T くん
同志社大学 文学部 S さん
大阪大学 工学部 I くん
からもお返事いただきました。

カレーが辛かったのを覚えています。名言は「カ
レーは辛いもの」。最近の趣味はスノーボードで
す。
京都外国語大学 英米学部 T さん
ハルナで身に付けた忍耐力で勉強頑張ってま
す。
大阪薬科大学 薬学部 H さん
今はミュージカルを頑張ってます。この先も音楽
に関わり続けていきたいと思ってます。
大阪音楽大学 ミュージカル科
K さん
最後まで給食残ってました。
甲南大学 知能情報学部

H さん

教養学部での授業が終わり、昨年１０月から工学
部で専門的な内容を学んでいます。毎日充実し
た日々を送っています。
東京大学 工学部社会基盤学科 I くん

２０１９年１月１４日（祝）
各地域の成人式後、集まってくれました。
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「１，２，３，４、まわりますー」「トントンパッ おーじーぎ」 大概の
人が聞いていると謎の暗号のような言葉と共に園児達がおゆうぎのお
稽古をしています。そんなオノマトペ満載の言葉が言えるようになってくると自然と身体が動き
おゆうぎが踊れるようになってきます。踊れるようになってきたおゆうぎは、忍者であったり、
パリジェンヌであったり、ロックスターであったり、侍であったり園児達の通常の生活では、成り
得ることのないヒーロー、ヒロインを演じています。いつもの自分ではない他の何かを演じると
いう事に、楽しく真面目に夢中に練習をしている園児達です。
セラピー

以前、何かの読み物でドラマ療法という言葉を知りました。
何かの役を演じることで、普段では表出することない自分の中にあるものが湧き出て来たり、ま
た自分との共通点は全くないものを演じることで爽快感を得ることが出来たり、双方とも自己の
表現力を高めると言う内容だったと記憶しています。そのようなセラピーを受けて新しい自分を
見つけたり、リラックスを得たり、内面的な成長を図ることが書かれてありました。音楽が鳴り
それぞれの役になりきって、おゆうぎをしている子ども達がそのおゆうぎを終えるとすっきりと
した顔になっている、達成感を得ているのが立ち会っている私達はいつも感じていることですの
で、この記事を読み腑に落ちる事だと思いました。
園児達にとっては、とにかく仲良しの友達と一緒に踊るおゆうぎ、先生のお話をしっかり聴くこ
とを頑張っていたら必ず踊れるようになる。おゆうぎが好きな子も、ちょっと苦手と思う子も先
生のお話を聴いていたら出来る踊りになっていますので、心配ご無用という雰囲気で練習をして
くれています。「○○ちゃん回るところキレイ！」「○○くんしっかり聴いてるね！」と先生の言葉
がけも、バラエティ豊富に出てきます。若い先生方の言葉がけを聴いていると、感心する言葉が
沢山出て来て、その度に子ども達が嬉しくニンマリ笑っている表情を見て言葉がきちんと届いて
いることをうれしく感じています。
ハルナの行事の意義は、目標に向かう姿勢をつくること、目標に向かう過程を最後まで頑張り続
けることです。最初は何も出来なかった“０”からのスタートをこれからの人生の中でも恐れずに
スタートを切れる人になって欲しい。その為にも高い目標を持ち園児達をしっかり導きたいと職
員一同思っています。保護者の皆様には、子ども達の最上の応援者となり子ども達がそれぞれ
に頑張っている心に共感してくださるとうれしいです。
１月に今年成人式を迎えた卒園児にお祝いのおてがみを送りました。多くの子ども達がおゆうぎ
会の想い出を記してくれていました。今在園の園児達も１０数年後には、彼等と同じように成人
を迎えます。
この一つの行事が、子ども達の脳裏に焼き付く温かく輝きのある想い出と出来るよう周囲の大
人のマナーも美しいものでなくてはなりません。細々と色々なお願い事を保護者の皆様にはご
依頼いたしますが、どうかご協力いただきますようにお願いいたします。
長年、ハルナのおゆうぎ会を実施させていただいておりました、モナミホールが今年３月をもっ
て一時休館となります。長年ハルナの子ども達の輝きを見守ってくれたモナミホールにありがと
うの気持ちで臨みたいと思っています。どうぞ、よろしくお願いいたします。（次年度開催場所は
４月にはお知らせ致します）

園長

奥

裕子

３学期が始まってすぐ、みんなでお正月あそびを行いました。
各クラス楽しく過ごしました。

.

年長児の
お友達
＜バス＞

年少児の
お友達
＜Flowers＞

バスに乗って楽しくお話
をしているのかな。

A Beautiful sky with
pretty flowers.

年少児の
お友達
＜柿＞

思わず食べたくなるよう
な甘そうな柿ですね！

青Ｂ組の子ども達は、カプラ遊
びが大好きで、最近は「大きなタ
ワーをつくろう！」と声を掛け合
い、協力しながらカプラを高く積
み上げ、大きなタワーを作ってい
ます。４月当初は、カプラをたく
さん出し、広げるだけの遊びが多
かった子ども達も、お友達と協力
して形や物を作る遊びへと変わ
ってきました。高く積みあがった
カプラを見て、「お空まで届きそ
うなくらい高く出来たね！」と満
足気な表情の子ども達でした。

年中児の
お友達
＜チョコレート＞

いろんな味のチョコレートを
先生も食べたいな。

満３才児の
お友達
＜おはな＞

たくさんのお花が咲いて、
お花畑みたいですね。

赤組では、はさみの練習の際
に保護者と一緒に持つ事ができ
るはさみを使用しています。保
護者 と一緒に はさみを持つ事
で、指先に加わる加減を体感し、
安心して練習に取り組んでくれ
ています。また、左手を添える
手は切ってしまわない様に「動
かさない」こと・はさみは危険
なので、
「持ち歩かない」などの
お約束もお話をしています。製
作の時にできることを増やして
色んなことに挑戦していきたい
と思います。

園や各ご家庭で不要と
なった書籍を集め、全
国犯罪被害者支援ネッ
トワークに寄付をしてい
ます。犯罪の被害者と
なり、精神的・経済的に
苦しい日々を過ごされ
ている方の一助となる
ものです。不要な書籍
が あ り ま した ら 園へ ご
提出ください。（バーコ
ードにＩＳＢＮがないもの
は対象外です）

.

おゆうぎ会まで１ヶ月を切りました。
お部屋からは毎日「１，２，３，４ まわってシュッ」など子ども達の声が響きわたっています。
このおゆうぎ会に向けて、曲決め、衣装や小道具、大道具と詳細の決定、先生と園長先生が一緒に振付を考
えて参ります。時々あずかり保育でお迎えを待っている園児やハルナ塾生が担任の先生と一緒に私や園長先
生が踊っているのを見て、珍しそうに見ています。先生達がリズム・カウントをとりながら振りを考えて
いる姿は、練習中にカウントを口にしながら踊る子ども達の姿と全く同じ光景です。みんなで声を出して
カウントをいうことにより、音楽と合わせたとき動きも気持ちも揃ってきます。
「シュッ」「クルッ」「トントン」等のオノマトペ（擬音語）を使う事で、より動きに機敏さや気持ちが
加わり、踊りやすくなってくるようです。
又、おゆうぎのテーマに関するいろいろな言葉や意味も先生から教えてもらいます。黄Ｂ組男の子が挑
戦するおゆうぎは「野球選手」。テレビでもよく野球中継が行われますが、野球には色んな守備位置がある
ことや、チーム名などが子ども達の会話にもあらわれてきます。「ぼくは阪神ファン」「お父さんが巨人
がすきと言ってた」等、今までにはない言葉が出てきます。みんな自分が目指したい選手を思い浮かべ、
目標を作りました。このおゆうぎで野球選手になりきってくれたことをきっかけに、将来、野球選手を目
指す子が出てきたり、野球解説者など野球に携わる子がでてきたらうれしいです。おゆうぎに出てくる人
物像が少し身近に感じ、子ども達の興味をもっと広げてくれることを願っています。子ども達が目標にし
ている姿が舞台で光ること、今から楽しみです！！

「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、ジェーン・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。
大阪地区予選大会より進み、見事全国大会で入賞されま
した。
大浦先生のご指導のもと、課外レッスンピアノ受講者が
多く入賞されました。

＜入賞＞
中堀凱翔くん
内河杏奈さん
坊 綾真くん

宗保 諒くん
中島大智くん

皆さんおめでとうございます。これからも頑張ってください。

お誕生日会〔1・2・3 月生〕
（年少児以上）

ボランティア学習
（青Ａ組）

●１/１１(金)●
今年度最後のお誕生日会では、先
生達からおゆうぎ会も一緒に頑張ろ
うねという思いで、ハッピーフライト
のダンスをプレゼントしました。各ク
ラスお母さん先生から出し物や絵本
を読んでいただき、とても楽しく過ご
すことが出来ました。

●１/１６（水)
朝から入所者さんとどんな話を
しようかと考えてくれていて、「好
きな色は何ですか？」等沢山質問
をして楽しく会話が出来ました。
又、ふれあい手あそびでは、積極
的に手を繋いだり、抱き合ったりす
る姿が見られました。

漢字検定

かき方・茶道

●１/１８(金)●
卒園児もたくさん受検してくれ、
総勢３９名で挑戦しました。それぞれ
自分の級の問題に集中し、時には何
度もやり直しをしたりと、とても真剣
な 様 子 で 取 り 組 んで く れて い ま し
た。日頃の学習の成果を十分に発揮
してくれたことと思います。

●１/２２(火)●年長児
かき方は平岡先生に、茶道は
松村先生にご指導をいただいて
います。今回の茶道では自分達
で茶筅を使い、お茶を点ててい
ただきました。手首をしっかりと
動かして、おいしいお茶になる
ようにみんなで頑張りました。

奈私幼ＰＴＡ第４ブロック研修大会＆
母親大学
●１/２２（火)●
今年度第３回目の講師は、教育デザ
インラボ代表理事の石田勝紀先生でし
た。「魔法のことば」をテーマに、子ど
もの意欲を引き出す具体的な言葉掛け
について教えていただきました。貴重な
御講演を聞き、有意義な時間を過ごす
事ができました。

公益財団法人 日本英語検定
●１/２６(土)●
年長児や卒園後も英語を続けて勉
強している卒園児・アフタースクー
ル生達が５級から２級のテストに挑戦
しました。Reading の質問にも集中
して解き、読み、真剣に取り組んで
いました。Listening のテストもじっ
くり聴いて、答えていました。

豆まきの集い
◆２/１（金）◆年少児以上
ハルナでは悪い心の鬼を追い払うことをねらいとして豆
まきの集い行っています。節分についてお話を聞いたり手
あそびをして楽しく過ごしましょう。

新入園児入園準備説明会
◆２/２（土）◆Ｈ３１年度新入園児対象
入園にあたり、ハルナでの生活についてご説明させていただ
きます。

おゆうぎ会リハーサル前本部役員会
◆２/２（土）◆
おゆうぎ会に向けて本部役員のお父様と会議を行います。

英検Ｊｒ．
◆２/４（月）◆
日頃の成果を発揮しましょう。

かき方・茶道
◆２/６（水）◆年長児

幼稚園ツアー
◆２/６（水）◆未就園児の保護者様
平成３１年度ご入園希望の未就園児保護者様対象に子ども達の普段
の園での様子を見ていただきます。

アイスクリン
◆２/１９（火）◆
高知県より届きます。お楽しみに。

ピザパーティー
◆２/２６（火）◆年少以上
どんぐり３Ｆにてあつあつのピザをお腹いっぱいいただきましょう。

お別れお食事会
◆２/２８（木）◆年長児
園長先生より最後の思い出をと計画いただきます。給食でもナイフとフ
ォークを使って食べる事が出来るようになってきました。年長児の小さ
な紳士とレディ達はきっと上手に使い、マナーも学びとってくれること
と思います。

おゆうぎ会
おゆうぎ会 公民館練習日
◆2/5・13・14（リハーサル）・18・20・21・22◆
●おゆうぎ会着付け練習日 ▲衣装・小道具お手伝い日
２/４(月) ●黄組
２/５(火) ●▲青組
２/７(木) ●藤組・イマージョン
２/１６(土)●年長児
ポーズ写真撮影日
◆２/９（土）◆申込者のみ
おゆうぎ会
◆２/２４（日）◆
一年の集大成となるおゆうぎ会。クラス一丸となり、
素敵な衣裳に身を包み、大きな舞台で堂々とおゆう
ぎする子ども達の晴れ姿をどうぞお楽しみに。
おゆうぎ会片付けの為 休園
◆２/２５（月）◆（後片付けお手伝い日）

みんなの声：スイミーと赤い魚たちが一つの大
きな魚になるところがおもしろいな。

みんなの声：うーやんが、色々なお友達をおわんの中
に入れてあげるところがおもしろいな。

.

みんなの声：もったいないばあさんが「もったいない！」 先生より：くいしんぼうのあおむしが、立派なちょう
というところがおもしろいな。
ちょうになるところが大好きです。

１月１２日（土）に２０１９年最初のビギナーズを行ないました。２月
の節分の日に向けて鬼の角の被りもの作りました。鬼の角は英
語で「demon’s horns」と教えてもらい、繰り返し大きな声で言う
姿も見られました。節分の日にお家で被って、鬼を退治してくださ
いね。
次回のビギナーズ開催日
平成３０年３月２日（土）親子体操

３０年度第２回目の育伸社の学力テストの結果を発表
致します。ハルナ塾（小学生学童保育）以外の卒園児
の皆さんも受験してくれました。日々の勉強がどのくら
い理解出来ているかを確かめるチャンスです。これか
らもたくさんの力試しの参加を待っています。

＜１年生＞
１位 吉田大希（志都美小）
２位 谷口央樹（堅上小）
３位 長谷川み（二上小）
４位 岡本 周（城星学園小）
５位
垣友里（関屋小）

★国語は、神谷輝一くん・吉田大希くん 、
算数は、衛藤夏波さん・神谷輝一くん、三木悠太郎くん
が１００点でした。おめでとうございます。
★算数・国語２科目共１００点の神谷輝一くんは全国１位。
おめでとうございます！

＜２年生＞
１位 神谷輝一（追手門学院小）
２位 衛藤夏波（二上小）
３位 三木悠太（下田小）
４位 和田ゆあ（堅上小）
５位 宮本空澄（二上小）
＜３年生＞
１位 森田幸暉（堅下北小）
２位 尾垣佑和（二上小）

年長児のお友達

年中児のお友達

年中児のお友達

てづくりカルタは
いろいろなことば
があってたのし
かったですね。

どりょくをすること
はすばらしいことで
すね。せんせいも
おうえんしています。

年中児のお友達

The picture with
everyone eating
ice-cream on the
stage is the best.

年少児のお友達

年長児のお友達
ちいさなおともだ
ちにブロックでつく
ったものをわたして
あげたりあそびか
たをおしえてくれて
います。

年少児のお友達
おともだちとい
っしょに１つのも
のをつくるのは
たのしいですね。

どうぶつについ
て、みんながしらな
いようなこともくわ
しくおしえてくれ、み
んなをおどろかせ
てくれています。

おひめさま
ごっこをしたの
かな？すてき
なえがかけま
したね。

年長児のお友達
「ぼくのちきゅう」

年中児のお友達
「ししまいと門松」

いつきくんのだいすきなものが
たくさんつまったちきゅうがかけ
ましたね。

はさみをつかい、ていねいにきれまし
たね。ししまいもうれしそうです。

年少児のお友達
「ししまい」

ていねいにおりがみをおること
ができましたね。

満３歳児のお友達
「こま」

いろんないろのクレヨンをつかっ
てコマのもようをかきました。

