・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

発行日
２０１９年４月３日
香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
担当 米田友香

準２級（高校中級程度）
後藤大輝くん
（アフター毎日生小学３年生）

３級（中学卒業程度）
髙谷拳斗くん
（アフター週生小学３年生）
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年中児のお友達

１ねんかん、おと
もだちとたくさんあ
そべてたのしかっ
たですね。

年中児の
お友達

おだいりさまとおひなさまが
にっこりとほほえむかわいいおか
おがかけましたね。

満３歳児のお友達

年少児のお友達

おともだちとなか
よくブロックでいろ
いろなものをつく
りましたね。
また、つくったもの
みせてくださいね。

とてもていねい
なじでかいてくれ
ましたね。きぐみ
でもなかよしのふ
たりでいてください
ね。

年中児の
お友達

Looking forward to the
beautiful spring.

年少児の
お友達

りょうくんのように、おおきな
めがとてもかわいらしいですね。

卒園児の本田那遥さん（平成２６年卒 小学４年生）
がお隣の町、広陵町の一日町長に応募され選考を経て、
一日町長をつとめられました。
那遥ちゃんは学校でも学級会の企画やプランを考える
のが大好きで、応募をされたそうです。
山村広陵町長や役所の方々の前で所信表明演説をし、
街づくりの提案をされたようです。後日、年長児の書道を指導していただいてい
る平岡先生を通じて（平岡先生と山村町長様とはご友人）「なんと、しっかりした
お子さんで堂々と話をされていました。よく聞くとハルナさんの卒園児と聞いて
流石と感心しました」と言われていたようです。那遥ちゃん、良い体験が出来ま
したね。将来は多くの人が楽しむイベントを企画するお仕事がしたいと教えてく
れた那遥ちゃん。那遥ちゃんの夢かなえてくださいね。いつもハルナは卒園児の
みなさんを応援していますよ。

満３歳児の
お友達

なかのよい２人がよりそってい
るようにみえますね。

どんぐりに着くと元気な声で「お
はようございます」とご挨拶をして
くれていました。車椅子を押す体験
をさせていただき、「乗り心地はど
うですか？」と自ら利用者の方に声
を掛けてくれていました。最後はふ
れあいダンスをし、楽しい時間を過
ごすことが出来ました。

香芝警察署の方に来ていただ
き、交通ルールについて信号や
標識について教えていただきまし
た。年長児はホールで小学校へ
行ってからの通学のために実際
に歩き、横断歩道や踏切の渡り
方についても学びました。

どんぐり学園のお友達と一緒にダン
スをしたり、握手をしたりしてたくさ
ん触れ合いました。ほぼ同じ年齢の学
園の子ども達とたくさんスキンシップ
をとって、楽しい時間を過ごしまし
た。また、どんぐり学園に遊びに行き
ましょうね。

楽しかったこと、おもしろかった
こと、頑張ったことなど、様々な思
い出をみんなで振り返りました。４
月からは１つ学年が上がりますね。
みんなで楽しく幼稚園生活を過ご
しましょう。

幼保合わせて９名の本部役員さんが
卒園されました。長い方は７年間本部を
務めてくださり、感謝の気持ちでいっぱ
いです。「子どもが成長するのと同時に
父親としても成長させて頂きました」の
言葉をいただき、私達も胸があつくなり
ました。

一年間の感謝の気持ちを込めて、
ホテルニューオータニへご招待させ
ていただきました。一年間を振り返
り、話がはずみました。園長より最
後に卒園される年長児のクラス委員
さんへお礼のことばを伝えさせてい
ただきました。

春のおとまり保育では鈴鹿サーキ
ットへ行きました。乗り物に乗った
り、みんなで一緒にお風呂にも入り
ました。夜のおたのしみ会では「第
二のおゆうぎ会」として、好きな学
年のおゆうぎを踊りました。楽しい２
日間になりましたね。

４月から新しく入園される新入園
児のお友達が登園してくれま し
た。一緒に動物のお面やチューリッ
プの製作を作りました。４月からハ
ルナに新しい家族が増えることが
とても楽しみです。

世界の給食や食品添加物、食の安全について
クイズやＶＲスコープ、人体模型等、楽しみなが
ら食育を学ぶことができました。一人一人が発見
や気づきをメモに取り、主体的に見学をしてくれ
ていました。「初めて知った！」と食べる大切さを
感じる事が出来ました。その後、コスモ中央公園
で思い切り体を動かして遊び、１年間の締めくくり
の１日となりました。

～手の洗い方～
ハルナ幼稚園オリジナルの『元気もりもりご飯』を
紹介いたします。
『元気もりもりご飯』の名前は、十
数年前の藤組の子ども達の考案した名前です。
園児に人気のあるメニューの一つで、カルシウムた
っぷりの小魚とビタミン・ミネラル・食物繊維と栄
養豊富なゴマを使用した混ぜご飯です。アクセント
にピーマン漬けと天かすが入っています。また、ピ
ーマン漬けには、ピーマンが苦手な子にも形や味を
変えることで食べられる様になって欲しい、そして
食べられたという自信を持って欲しいという園長先
生の母心からの材料の一つとなっています。今月は
４月１９日の献立になっており、毎月一回お給食に
登場します。
栄養士 東
お楽しみに～♪
管理栄養士 竹谷

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

●クラス会(赤組・青組)：ハルナ幼稚園各お部屋 4/4(木)
赤組・青組の保護者様対象に、１年間のクラス運営や
持ち物等をお伝えさせていただきます。保護者様同士
がお話される良い機会でもありますので保護者様は
全員参加でお願いします。
●始業式（１日保育）
：体操服登園 4/8(月)
仲良しのお友達をたくさん作り、先生やみんなと楽しく
おあそびをしましょう。
●ハルナ塾・アフタースクール始業式 4/9(火)
学童保育、英会話学童保育卒園児（小学生）対象のスタ
ートです。お友達とお勉強したり、遊んだり、毎日元気
に登塾して下さい。
●園外保育（どんぐりハルナのひろば）：年少児以上 4/12(金)
２０１９年度最初の園外保育は、年少児以上でハルナの
ひろばへ行きます。お弁当を食べたり、楽しいゲームや
ダンスをしてお友達同士の交流も深めましょう。
●園長・主任連絡会＜ハルナ幼稚園ホール＞ 4/13(土)
新学期がスタートしての各クラスの様子と園の教育
方針・行事・取り組みについてお話をさせていただきま
す。

●いちご狩り 4/16(火)：年中児以上
近くの農園へ美味しいいちごを獲りに行きます。
●年長児幼･保合同音楽指導日(音研) 4/18(木)
音楽指導の木野先生にマーチングや合奏に向けてご指導
いただきます。
●アイスクリンの日 4/19(木)
毎月１９日は子ども達の大好きなアイスクリンの日で
す。（その月によっては１９日前後の月もあります）
豊かな自然に囲まれた高知県で採られた濃厚な卵から
作られたアイスクリンを皆でおいしくいただきます。
●個人面談 4/20(土)＜幼稚園にて：全園児＞
保育開始からの園での園児の様子をお伝えさせていただ
きます。園にお越しいただいて担任と保護者様との面談を
致します。
●ICT プログラミング体験 4/23(火)：年少児以上
皆の描いた絵が絵画の中で動き出す驚きの体験ができま
す。
●春の遠足 4/26(金)◆生駒山上遊園地◆
皆でゲームをしたり、お友達と一緒に乗り物に乗ったり、
楽しい事がたくさんあります。お家の人の手作りのお弁
当も楽しみですね。

●クラス会(全クラス) ：ハルナ幼稚園各お部屋 4/13(土)
担任より、１年間のクラス運営と保護者様相互の自己紹
介などを行います。保護者様同士がお話される良い機会
でもありますので保護者様は全員参加でお願いします。

●体験レッスン 4/8(月)～4/15(月)
５月からの新規レッスンに向けて体験レッスンを行い
ます。詳しくは行事予定表、又は体験レッスン申込み
のプリントをご覧ください。

●ボランティア学習 4/15(月)藤Ａ組・4/22(月)藤Ｂ組
どんぐりの入所者の方と触れ合ったり、介助のお手伝い
を体験します。

●新規課外レッスン開始 5/7(月)～：年少児以上
新規レッスンが始まります。

３月１６日（土）平成３０年度の卒園式を行
いました。ハルナで過ごした事を思い出し、
「ありがとう」の感謝の気持ちで行うことが
出来ました。来賓の方もたくさんお越し下さ
り、お祝いのお言葉も頂戴致しました。
小学校へ行っても感謝の気持ちを大切に、
お勉強や運動、お友達作りを頑張ってくださ
い。またハルナ幼稚園にも遊びに来てくださ
いね。卒園おめでとうございます。

ハルナ幼稚園をご退職されましたが、また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。

当園では古切手を集めて、
ユニセフを通し後進国の貧困
にあえいでいる子ども達にプ
レゼントしています。お家で集
めて頂いた古切手を園児に預
けて頂いても結構です。保護
者の皆様方、また御祖父母様
の御協力を宜しくお願い致し
ます。
（詳しくは Always P２４参照）
3／4（月）
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女子

１位 國島颯太

（210 回） １位 黒田紗希

（149 回）

２位 西垣

（150 回） ２位 木村眞衣

（132 回）

篤

３位 宮越貫太郎 （110 回） ３位 田川羽那

（79 回）

１位 坊

綾真

（141 回） １位 川中愛佳

（121 回）

２位 長井康弘

（100 回） ２位 上前穂佳

（79 回）

３位 米倉颯汰

（61 回）

３位 下村心音

（45 回）

１位 小寺十煌

（14 回）

１位 松本美緒

（11 回）

２位 盛本裕麻

（13 回）

２位 北田ひより

（10 回）

３位 國島敬太

（12 回）

３位 佐藤有咲

（9 回）

３位 中田美羽

（9 回）

３位 渡部奏来

（9 回）

３年間の皆勤おめでとう！！
イマージョン黄
清見百合彩さん
山下
望さん
２年間の皆勤おめでとう！！

黄Ｂ組 内河杏奈さん
青Ａ組 本田虹蓮さん

３０年度１年間の皆勤おめでとう！！

藤Ａ組 相澤 誠くん
加藤龍清くん
藤Ｂ組 本田瑛葉さん
黄Ａ組 川中愛佳さん
森 悠仁くん
黄Ｂ組 萬谷悠菜さん
赤組 小平陽菜さん

２月４日（月）に行われた公益財団法人日本英語検定協会が主催する英検 Jr.の結果が届
きました。今まで英語の先生達と積み重ねてきた Listening を、Silver では Phonics
の読みや、Gold では Short sentence を読む力を発揮し、取り組みました。
合格者を紹介します。おめでとうございます。

ＧＯＬＤ
山下 望さん（年中児）
後藤一輝くん（年中児）
清見百合さん（年中児）

92％
84％
80％

ＢＲＯＮＺＥ
金 海響くん（年長児）
相澤 誠くん（年長児）
森田美南さん（年中児）
坊 綾真くん（年中児）
米倉颯汰くん（年中児）

88％
86％
86％
84％
82％

ＳＩＬＶＥＲ
松原麻尋さん（年中児）
鳥井風花さん（アフター３年生）
石田 悠くん（塾２年生）
貴田莉紗さん（年長児）
廣渡憧子さん（年中児）
内田理望さん（年中児）
増田莉奈さん（年長児）

94％
90％
90％
86％
84％
83％
81％

３月５日（火）課外レッスンの空手受講者が空手の昇級審査を受け、
見事合格されました。
おめでとうございます。これからも頑張って下さい。

４級
５級
８級

藪 佑光くん（小１）
９級
三村岳煌くん（イマージョン藤）
宗保 遵くん（小１）
１０級
宗保 諒くん（黄Ｂ組）

横田 励くん（黄Ａ組）
田茉結さん（黄Ｂ組）
中島大智くん（黄Ａ組）

２０１９年度ビギナーズが４／２0（土）から始まります。対象者は、
２歳・３歳の未就園児のお子様と保護者様です。ハルナの先生や英
語の先生と一緒に親子体操・季節に応じての製作等を行い、幼稚園
の生活にスムーズに入っていける様実施しております。先生達もみ
なさんが来るのを楽しみに待っています。（在園児の弟妹の２歳・３
歳の未就園児の方のご参加もお待ちしています）

第１回 English ビギナーズ開催
４/２０（土）AM10:00～〔こいのぼり製作〕
持ち物： バレーシューズ（お子様の上履き）

