・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

１月から工事に入っていた補修工事がまもなく終了します。
赤と白を基調としたポップなデザインで、外壁がきれいになりました。
ペンキが塗られ、日に日に変わっていく外壁を、園児はもちろんのこと、お送り
やお迎えの保護者様も「かわいくなっていますね」と楽しみにしてくださってい
たようです。ハルナ塾やアフタースクールの子ども達も、
「ハルナの看板が付いて
いる！」と毎日新しい発見をしてくれていました。
「藤組の子ども達が卒園するま
でには」と工事の方々も急ピッチで工事に入ってくださっていました。
３０年度も間もなく終わろうとしていますが、長い間ハルナの園児達を見守って
くれるに園舎へも感謝の心を忘れず、卒園式・入園式・進級式を迎えたいと思い
ます。

２月２４日（日）、平成３０年度ハルナ
おゆうぎ会を開催致しました。
当日は沢山の方々の声援に見守られ、子ども
達も日々の練習の成果を十分に発揮してくれ
ました。大きな舞台に立つのが、この世に生
まれてまだ２～６年しか経たない小さな子ど
も達です。本番だけ上手くできればいい、
一人だけ頑張ればいいという考えではなく、
練習も真剣に、皆で力を合わせ成功させようという気持ちを大切にしてきました。
おゆうぎ会後の 26 日には各クラス、カルピスで「乾杯」をしました。藤組は学年で
ホールに集まり、コップに入ったカルピスを嬉しそうに見せてくれました。担任の
先生が「どんな事に乾杯しようかな？」と子ども達に聞いたところ、
「おゆうぎ会頑
張ったことに乾杯したいな」「合奏頑張ったこと」「ピアニカの演奏頑張ったこと」
など、みんな口々に言ってくれいた中で、１人の子が「みんなで力合わせて頑張っ
たことに乾杯」と言ってくれました。みんなもそれがいい！と賛同して乾杯の発声
が決まりました。一人の力も大切ですが、何よりもみんなで力を合わせて堂々と発
表する姿に、たくさんの拍手をもらえたことが自信に繋がったことと思います。
３月でモナミホールが閉館します。今まで使わせていただいていた感謝の気持ち
もこめて、全てのプログラムを終えることができました。
「ありがとう」の気持ちを伝え、年長児にとってはハルナ最後のおゆうぎ会でもあ
りましたが、「心のおゆうぎ会」になったことを忘れずにいてほしいと思います。
－１－

担当

佐藤亜衣
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つ
け

先日のおゆうぎ会では、皆様の御協力、御支援誠にありがとうご
ざいました。
この一年間、園児達が毎日の園生活の中で培った「目標に向かって努力をする」ということ
の表現を一年の締めくくりの行事で表すことができ、喜びを感じています。おゆうぎ会のあ
との最初の登園でみた子どもたちのすがすがしい顔は、ある一つの達成感を味わって、ひと
廻り大きく見えました。これは、園児達にしっかりと頑張ったことへの評価をして下さった保
護者様、またご祖父母様のおかげです。ありがとうございました。
脳科学者の茂木健一郎先生の著書の中に“脳は何かを達成する度にどんどん強くなる”とい
う一節があります。一生懸命頑張っていたこと、考えていたことが達成された、その時、脳の
中でドーパミンが分泌されます。ドーパミンが多ければ多い程大きな快感、喜びを感じるそ
うです。又、人間の脳はドーパミンを分泌された時、どんな行動をとったか克明に記憶し、
その喜びを再現しようとし、もっと効率よくドーパミンを分泌させるために脳内で神経細胞
（ニューロン）がつなぎかわり、新しいシナプス（神経回路網）が生まれるそうです。
特に、達成感という喜びを感じとるまでに試行錯誤を経ることで脳内に強固なシナプスが形
成され、やがて行動が練達されていく、このサイクルによって脳が強化されていくと書かれ
てあります。
園児ひとりひとりが先生やお友達と一緒に目標に向かって頑張り、色々と考えたり、迷ったり
しながらもできるようになり、達成感を味わうことができました。おゆうぎ会で頑張った、努
力したことで得た喜びは子ども達それぞれの脳の中でドーパミンが分泌され、ただただ想い
出を作ると言ったことだけにとどまらず、脳に成長の証を残してくれたことと思います。
おゆうぎ会が終われば、もう今年度もあとわずかです。年長児のことを少し離れて見つめて
みると、自然と目に涙がにじんできます。まだまだ小さかった頃のこと、一人一人の出来事
が想い出されます。又お迎えに来られた年長児のお母様を見ていても、面談でいろいろとお
話をさせて頂いたなぁ、お手紙を頂いたなぁ、病気の時にあわててお迎えに来て下さったな
ぁといろいろと思い出して来てこれもまた目がうるみます。
感傷にふけっていたらいけない、いけないと思いながら、残りの日々を濃密に子ども達と過
ごして参りたいと思っています。
赤組さんは言葉も増え、大変にぎやかで、又、来年度が楽しみです。
青組さんは、少しお兄さん、お姉さんらしくなり、お話を聞こうとする姿勢が整ってきていま
す。来年度は更に逞しく成長してくれそうです。
黄組さんは、いよいよ年長になります。先生のお話も時折、凛とした顔つきで聞き取ってい
る様子はとても頼もしく感じます。
イマージョンさんもそれぞれ一つお兄さん、お姉さんになります。普段のしっかりとした会話
を聞いていると任せて大丈夫と思います。
次は４月号。皆さんの進級後です。新しく始まる１年をまた楽しく頑張りましょう。
今年度を振り返り、保護者の皆様方には多大な御協力、御支援を頂き、本当にありがとうご
ざいました。
心より御礼申し上げます。一年間私の拙い文章に目を通して下さいまして、本当にありがと
うございました。

－２－

日時：2019 年４月３日（水）
赤組・青組
開式 １０時００分
黄組・藤組・イマージョン 開式 １３時３０分
服装： 冬制服上下（中にブラウスを着用）
制帽・名札・紺靴下・制靴
全園児左胸に名札
クラス集合写真撮影を行ないますので、
必ず時間厳守でお願いします。

古家一真さん（年長児）
吉川美蘭さん（年長児）
山本結菜さん（小１）
神谷輝一くん（小２）
児玉咲蘭さん（小４）

井岡早苗様
尾﨑

（保護者様）

燦さん（小６）

永井晴菜さん（小５）
仲村太希くん（小５）
湯川絵美さん（小５）

井村修大くん（年長児）
上田倫太くん（年長児）
山本結菜さん（小１）
衛藤夏波さん（小２）
中島 駈くん（小２）
矢野志織さん（小２）
長澤知佳さん（小４）
西垣奈波さん（小４）

尾﨑 賢くん（小３）
小寺美昊さん（小３）
後藤大輝くん（小３）
武藏真優さん（小３）
田中希星さん（小２）
仲村一華さん（小２）
和田ゆあさん（小２）

久保智春さん（小４）
伊丹晴崇くん（小３）
久保絢音さん（小３）

小寺希宗くん（小１）
松下雅大くん（小１）
宮越貫太くん（年長児）
佐藤宏樹くん（年長児）
中堀凱翔くん（年中児）

クラス

集合時間

駐車場

新赤組（満３歳児）

９：３０

幼稚園

新青組（年少児）
新黄組（年中児）
新イマージョン（年少・年中）
新イマージョン（年長）
新藤組（年長児）

９：２０

ハルナグランド

１２：５０

幼稚園

１２：５０

ハルナグランド

1２：３0～13：０0
1２：３0～13：１５

ハルナグランド

中川こころさん（小３）
衛藤夏波さん（小２）
大澤希乃さん（小２）
中村悠朔くん（小２）
水本七嘉さん（小２）
向井天斗くん（小２）
矢野志織さん（小２）
長谷川みさん（小１）
吉田大希くん（小１）
梅本侑輝くん（年長児）
西垣 篤くん（年長児）

１月２２日に第３回母親大学、教育デザインラボ代表理事 石田勝紀先生の
「学ぶ力を引き上げ幸せな人生を歩める子になる『マジックワールド』（特別公
開）が行われました。保護者様からの感想を一部紹介させて頂きます。

－３－

どこいったん

りんごかもしれない

みんなの声：みんなと一緒に声を合わせて読むの
が楽しいな。
ぼうしを見つけるのもたのしいな。

みんなの声： りんごに似ているものがたくさん出て
きておもしろいな。次は何が出てくる
のかなとわくわくするね。

.

Please, Mr.Panda

まるまるまるのほん

みんなの声：We like the magic word.
"please", it feels good when
we hear it too.

みんなの声：みんなでまるをさがしたり、手を叩いて
まるを集めるのがワクワクするね。まる
が消えたり色が変わるのもたのしいね。

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をお渡しさせ
ていただいています。今年も平成１６年度卒園児６２名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。前回に引き続き、お返事をいただいた方を紹介します。

エンジニアを目指して研究等しています。幼稚園の思い出
はおゆうぎ会で獅子王を踊って、合奏ではバックドラフトを
演奏した事を覚えています。
H くん 大阪府立大学 工学域機械系学類
日商簿記三級及び二級を大学一回生の時に取得し、現在で
は日商簿記一級取得に向けて勉強を進めています。
S くん 立命館大学 経営学部
幼稚園の頃、誕生日会で大人になったら看護師になりたい
と言っていたのが、ついに現実になりそうです。病院実習
では、どんぐりの方々へのボランティア活動で学ぶことが
でき、対人アプローチの方法がとてもためになっていま
す。また、夏にはカルフォルニア州にてアメリカの生の医療
現場を学び、イマージョンクラスでの活動を思い出します。
H さん 四日市看護医療大学 看護学部看護学科
栄養士の免許を取得予定です。４月からは社会人になりま
す。
T さん 小田原短期大学 食物栄養学科
（ホテルの製菓部に就職が決まりました！）

－４－

２０才の成人式のお祝いを始めたのが平成６年度卒園
児からでした。平成６年度卒園児以前に成人した卒園
児にお祝いを出来ていなかったことが心配でした。そ
の方々に 30 歳に遅ればせながら、お送りしていま
す。お返事をいただいたのでご紹介します。
中学・高校では、バスケットボール部に所属し、近畿
大会まで経験しました。今はタヒチアンダンスが新た
な趣味となり、結婚式もハワイで挙げました。仕事復
帰する予定なので、息子をハルナに入れたいなとも
考えています。自分が着ていたあの赤い体操着を息
子が着るのかと考えるとすごく楽しみで想像しただ
けでかわいいです。
平成３年卒
U さん
クリーニング業界の営業部お勤め

香芝市民間幼保連盟総会
★1/19 (土)★

入園準備説明会
★2/2(土)★

ピザパーティー
★2/26(火)★

書き方・茶道
★2/7(水)★

２月２４日に行ないましたおゆうぎ会に、ご来賓でお越し頂き
ました、近畿大学附属小学校 教務部長 村上先生より
嬉しいお手紙を頂きましたので、ご紹介させていただきます。

－５－

２月１日（金）豆まきの集いを行いました。各学年豆まきの集いに向けて鬼のかぶりものや豆入れを作りま
した。豆まきをしたり節分の話を聞いて、「福は内 鬼は外」の由来を知りました。
ハルナの豆まきは、心の鬼にはどんな鬼があるか、一緒に考える日としています。
園児達が自分の心と向き合い、心のどこかにある悪い鬼を見つけてみんなで「鬼は外」をしました。
「野菜を食べない鬼」「お母さんの言う事を聞かない鬼」「お友達と仲良くできない鬼」など、子ども達から悪
い鬼が沢山出ていきました。

黄組は好きな色の画用紙を
選んで鬼の顔を描きました。

藤組は新聞紙を折り、豆入れ
を作りました。

イマージョンは毛糸で鬼の髪を
表現しました。

赤組は三角帽子にはさみで切った
角を貼りました。

青組は大きな画用紙を折り、
鬼のお面を作りました。

平成 30 年度修了式◆3/18(月)◆制服登園
沢山の思い出と共に又、一つ上の学年への期待を胸に、
この１年を締めくくります。

交通安全教室◆3/1(金)◆

卒園式◆3/16(土)◆（年中児・卒園児）

香芝警察の方から交通ルールについて教えていただきまし
た。小学生になる年長児を中心に交通ルール学びます。

長いようで短かった幼稚園生活。小学校へ行く期待と、
先生やお友達とお別れする寂しさも混じり、複雑な気持ち
のようです。当日は在園児代表として、年中児も参加しま
す。盛大に送り出してあげましょう。

個人面談◆3/2(土)◆赤組・青組・黄組
卒園旅行◆3/2(土)・3/3(日)◆（年長児）
年長児の保護者様が担任をご招待くださり、園長も同行
のもと、白浜へ卒園旅行に行きました。

謝恩会◆3/16(土)◆（年長児保護者様）

前跳びの回数をみんなで数えてみましょう。

卒園式終了後、幼保合同謝恩会をホテルニューオータニで
開催して頂きます。ハルナでの思い出話をしながら、楽し
く過ごしたいと思います。

幼稚園ツアー◆3/5(火)◆(未就園児保護者様対象)

新入園児体験登園◆3/18(月)・19(火)◆（新入園児青組以上）

普段の園での子ども達の様子を見ていただきます。

４月からの新しいお友達も一足先に幼稚園の雰囲気を味わ
ってくれ、楽しく過ごしてくれる事でしょう。

なわとび記録会◆3/4(月)◆(年少児以上)

おとまり保育◆3/6(水)～7(木)◆（年少児以上）

本部役員送別会◆3/23(土)◆
ハルナ塾ホリデースクール in コープ・ラボ たべる＊たいせつミュージアム
◆3/27(水)◆（ハルナ塾）

春のおとまり保育は、鈴鹿サーキットへ行きます。
皆と一緒に過ごし楽しい想い出を作りましょう。
赤組は休園となります。

個人面談◆3/8(金)◆藤組・イマージョン

今年度最後の思い出、又、新しいハルナ塾生と共に、皆で
ホリデースクールへ行きます。ハルナ塾生もひとつ進級し
て、新しい仲間と共に楽しく過ごしましょう。

休園日◆3/8(金)・3/15(金)◆（全園児）
保育園おとまり保育期間と卒園式前日準備の為、
休園となります。

－６－

年長児のお友達

あきらめずにな
んどもれんしゅう
をしましたね。
みんなでこころを
ひとつにしておど
れましたね。

年中児のお友達

年少児のお友達

あしをそろえて
ただしいしせい
でかくことをいし
きしてとりくんで
くれています。

おおきなぶたい
で、かっこいい
ロックンローラーに
へんしんしましたね。

年長児のお友達

年中児のお友達

年長児のお友達
いつもトイレのスリッ
パや机や椅子がバラバ
ラになっていると、きれ
いに並べてくれます。き
れいにすることでみん
なが気持ちよく過ごせ
ますね。
。

満３歳児のお友達
おともだちと
いっしょにおどる
ことができてたの
しかったですね。

年長児
武藏真夢さん
「むしたちの木」
てえ
んの
とぐ
うで
むか
しい
がた
あ木
そに
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。
わ
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い

いつも目を見て、て
いねいなごあさつを
してくれます。たくさ
ん の 心と心 の握 手
をしましょうね。

Very nice thank
you card. And you
did a good job at
oyugikai.

年長児
古家一真希さん
「I love flower」

年中児
仲田 栞さん
「ブロッコリー」

プチプチをはって、ほんもの
みたいで、おいしそうですね。

Beautiful flowers.Is that
somewhere you go play.

－７－

年少児
松岡利憲くん
「フルーツケーキ」
おい
いち
しご
そや
うみ
なか
ケん
ーが
キた
でっ
すぷ
ねり
。の

