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いろんなアイデアを
お待ちしています！

「Hiraku」では、英語・幼児教育の
最新ニュースやトピックなど皆さまに
役立つ情報をお届けいたします。

皆さまからのご意見・ご要望を
お待ちしています！

・最近気になっていること
・取り上げてほしい話題
・新しいコンテンツ　etc…

「Hiraku」編集部

TEL：06-6135-0150
Mail： hiraku@kinderkids.ed.jp

表紙： クラフト“ ちょうちょ ”

春よ来い　早く来い　と願いたくなる季節、ハート型の羽のちょうちょを作りました。
作ったのは、ナーサリークラスのお友だちです。絵の具づかいにもずいぶん慣れ、
フリーハンドで曲線を意識しながらハート模様をもくもくと描いていました。
春色のハート模様をまとったちょうちょたちが転 と々楽しそうに
飛び回っています。仲良くお話をしているちょうちょも

一日も早く、平穏な日常とぽかぽかの春が訪れますように。

未来をひらく 思いをつたえる
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日本の心と、英語の力。 Kinder Kids inc.

ANOTHER SKY －キンダーキッズ－ My Stepping Stone
Staff Spotlight

KINDER KIDS 2020 MESSAGE
KINDER KIDS 作品コンクール 2019

飾り巻き寿司のつくり方



図書室 体育館エントランス シアタールームプレイルーム

2020 年は、年明け早々に新型コロナウイルスの影響から未曽有の事態でのスター
トとなりました。当園でも感染拡大の影響で毎年恒例の卒園式を中止し、規模を縮
小して各校での実施に変更という苦渋の決断をいたしました。
大切なお子さまが卒園するまで、私たちを信じて預けてくださった保護者の皆さまに
感謝の気持ちを直接お伝えする機会がなくなり、残念な気持ちでいっぱいです。
今日まで当園にご理解とご協力をいただきましたことを心から御礼申し上げます。
卒園を迎える皆さまに一つだけ、「卒園した子どもたちはずっとキンダーキッズのファ
ミリー」という想いで、私たちは卒園後もさまざまなサポートを行っていることを思い
出していただきたいと思います。

お陰様でキンダーキッズは2020年に設立20周年を迎えました。
2000 年の東大阪校から始まって以来、たくさんの方のご支援を
いただき、今では約 3000 名の生徒が通う規模にまで成長するこ
とができました。その節目の年を迎えるにあたり、新ブランドの
“Kinder Kids International Academy”が 4 月に堂島と天王
寺エリアに開校いたします。アカデミー校は、女性の社会進出が
進み、共働きで忙しい保護者の皆さまに、もっと便利で充実した
サービスをという想いから生まれました。
主な特長は、１．手ぶら保育、２．全学年週５日ロング・オール込み、
３．英・日・中の 3ヵ国語教育で、さまざまな学びとより充実した
サービスを提供いたします。中でも、天王寺夕陽丘校は体育館を
完備した大型施設で、Grad コース専用フロアを設けております。
10 月には、キンダーキッズファミリー向け “２０周年記念イベント” 
の開催を予定しておりますので、どうぞ楽しみにお待ちください！ 
私たちは、これからの目まぐるしく変化する時代に子どもたちが
しっかりと根を生やし、将来を生き抜く力を育む場としての使命を
忘れることなく成長し続けて参りたいと思います。

代表　中山 貴美子

キンダーキッズ 代表メッセージ

1 2

Doj ima Tennoji Yuhigaoka

K IN D E R  K ID S  2020

2019 年度から2020 年度へ

M E S S A G E
２０周年記念の年



奈良県生駒市鹿畑町3021
リコラス登美ケ丘C棟

HP Facebook

Interview

Ibaraki SaitoIbaraki Saito
茨木彩都校マネージャー

押田 弘美

School

Interview

奈良登美ヶ丘校マネージャー
平尾 葉月

School
Spotlight
Staff

昨年の冬休み前、卒園後オーストラリアへ移住された
卒園生とお母さまが園を訪ねて来てくれました。
その時のお話で、お子さまの英語力がとても高いた
め、現地の子どもたちを差し置いて 1 学年飛び級し
たことを伺いました。「キンダーキッズに本当に感謝し
ています」とも言っていただき、やりがいとともに改め
てキンダーキッズに通う子どもたちの英語力の高さを
実感しました。
英語学習だけではなく、趣向を凝らしたカリキュラム
やあらゆるイベントなど、さまざまな面において卒園生
の保護者さまに「キンダーに行かせて良かった」とお
声をいただいており、ますますこの仕事の魅力と働き
がいを感じます。

大阪府茨木市彩都あさぎ1-2-1
ガーデンモール彩都3F

HP Facebook

英語に限らず、お友だちや先生たちと人との関わり方を
学びながら、色 な々モノやコトに触れ体験し、たくさんの
ことを吸収してもらいたいです。
保護者さまとは、子どもの成長に関するお話のほか、同
じ旅行好きの方と、現地情報や趣味などのお話から自
然と交流が盛り上がることもあります。私たちは、保護者
さまの子育てを担うパートナーなので、気軽に何でも話
してもらえ、気持ちに寄り添える園でありたいと思ってい
ます。
先生はもちろんスタッフも、いつも笑顔で元気な姿でい
ることを常に心がけ、親しみやすく話しやすい雰囲気づ
くりに努めています。

かな自然に囲まれた茨木彩都校。園庭から
四季折々の景色が楽しめます。園舎はショッ

ピングモールの一角にありますが、一歩園内に入る
と広 と々した空間・教室で開放的な気分に。のびの
びとした環境で子どもたちは素直に育ち、ご見学の
ファミリーや初対面のスタッフにも積極的に話しかけ
られる子どもたちをキンダーキッズの誇りに思いま
す。スタッフ同士も和気あいあいとしており、“One 
Team”をモットーに日々の保育に努めています。
保護者さまとは、お子さまの何気ない日常の様子か
ら、気になっていることやお悩みのご相談まで、共有
し合うことを大切にしています。そうすることで、お互
いの距離が縮まり、理解し合え、信頼へつながって
いくものと信じています。保育という仕事は、お互い
の信頼関係が一番大切な要素になるので、みんな
が話しやすい環境を整えていきたいと思っています。

豊 良登美ヶ丘校は駅からすぐの好立地で、近くに
スーパーやクリニックモールなどがあり、お仕事

をされている保護者さまを中心に好評をいただいてい
ます。
また、奈良は自然豊かな土地柄です。遊具のある園庭
ですぐにお外遊びをすることもできますが、みんなで近く
の公園に出かけ、昆虫などの生きものに出合い、季節の
移り変わりを感じられることも園の魅力の一つです。
お散歩で行ける距離に、大きなスライダーがある公園な
どみんなのお気に入りのスポットもたくさんあるので、本
当に良い環境です。
教室は、ワンフロアに全5クラスが並んでいるため、異
学年の交流が深まりやすく、とてもアットホームなスクー
ルです。また、クラス担任に限らず、すべての先生やス
タッフの目が子ども一人ひとりに行き届きやすいため、
臨機応変に互いのクラスの子どもたちに手を伸ばし、園
全体で子どもたちの成長をサポートしています。
子どもたちは、ふだん一緒の教室で過ごしていないス
タッフに対しても、自分で創作したクラフトを嬉しそうに
見せにきてくれたり、スタッフが教室におじゃまをすると、
子どもたちから駆け寄って話しかけにきてくれます。子ど
もにとって、先生以外の大人との関わりは一つの成長の
場です。

奈
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Nara TomigaokaNara Tomigaoka



ー キンダーキッズで働くことを志した理由
大学２年生の時に、アメリカの小学校でアシスタントティーチャーとして
ボランティアに参加しました。英語というたった１つのツールで、さま
ざまな人種の子どもたちが繋がり、友だちの輪が広げられる環境
の素晴らしさに感銘を受けたことがきっかけです。

ー 入社にあたっての抱負
子どもたちの気持ちに寄り添い、将来の可能性を広げてあげられるよ
うな保育者になりたいです。

ー キンダーキッズで挑戦してみたいこと
塾講師での経験を生かし、日本語学習クラスの先生にもトライしてみた
いです。

ー 目指したい姿
何かを教える先生ではなく、一緒に何かを見つけて、一緒に学んでいけ
るような先生になりたいです。

ー 今思う、キンダーキッズのイイところ
日本人としての心を持った人間性が備わり、英語が話せるようになる
環境が整っていることです。日本で生活を送りながら「英語が話せる」
というのは大きな強みであり、将来の可能性がぐんと広がります。

当時から実施していたスノー遠足
65

ー 子どもの頃に抱いていた将来の夢
どのような職種に就いても、なんらかの形で自分の英語力を生かした
仕事をしたいと考えていました。

ー 幼少期から英語に親しんできて良かったこと
アメリカの小学校でボランティアをした際、英語のコミュニケーション
がスムーズだったことで挑戦できる幅がほかの日本人学生と明らか
にちがいました。子どもたちの読み書き練習を一人でサポートさせて
もらえたり、授業も任せてもらえたりしました。幼少期から日本語と同
様に英語も自然に習得できたことが今に繋がっていて、キンダーキッ
ズに通っていて良かったです。

ー 学生時代に熱中したこと
アルバイトで塾講師の仕事に力を入れていました。どのように教えれば
塾生に理解してもらえるか、伝え方を変えたり、新しいプリントや小テスト
を作りったりと模索し、一生懸命打ち込みました。教える楽しさを経験で
きたことは大きな収穫でした。

松川 紫乃

大好きだったあの先生が
同じ会社の先輩に

キンダーキッズ

Feature 
     Story

新入社員 ／ バイリンガル保育士

ANOTHER SKY

キンダーキッズ在園当時の
思い出の一枚。
今年 2月に行われたカンパニー
ミーティングの後、この写真を持って
懐かしの先生と感動の再会をしました。
先輩からたくさんの励ましを受け、
入社準備に臨みます。

カンパニーミーティングにて

キンダーキッズの
フォニックス

キャラクターを
生んだ

Yumiko先生！

2020 年度 キンダーキッズ入社
この春、キンダーキッズ第一期生が
キンダーキッズの保育士として社会への第一歩を踏み出します！

楽しいクッキング



「SAEきらら作品コンクール2019」応募作品
からキンダーキッズが選ぶ「かがやき賞」と
「はばたき賞」が決定いたしました！
ここでは、完成度が高く、最も輝いていた
「かがやき賞」の 5作をご紹介します。
覚えたての文字や言葉を一生懸命つむぎ、
子どもの感性でみずみずしく描かれた
作品をお楽しみください。
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子どもたちそれぞれの成長の跡が
作品からしっかりと見て取れます。
キンダーキッズのカリキュラムの一つ
「ジャーナル」では、論理的に考える力を伸ばす
とともに、感じたことや思いを自由に表現する
力を養っています。ぜひ親子で、絵本を読む
ことや文章づくりの楽しさを共有し、
子どもの可能性をどんどん
引き出してあげましょう。

絵日記部門／ K.Iちゃん／宝塚校／ K3

作文部門／ S.N ちゃん／名古屋校／ K2
絵日記部門／ D.Aくん／神戸シーサイド校／ K3

絵日記部門／ Y.Nちゃん／茨木彩都校／ K3

絵日記部門／A.Kちゃん／福岡校／ K2

審査基準審査基準

文章から子どもの素直な心が感じ取れる
経験を通して感じたことが表現できている
書いた子どもに会ってみたくなる

これからの可能性と
“ワクワク”を感じる

作品に贈る「はばたき賞」は
キンダーキッズ HPにて
ご紹介いたします！



9 10

材　料

寿司飯（白）
寿司飯（桃色）
寿司のり
スティックチーズ
きゅうり

寿司飯（桃色）を20ｇずつに分ける

1/3にカットした寿司のりに　を
のせて広げ、細巻きを5本作る

寿司のり1枚に1/3をつなぎ、縦に置く

寿司飯（白）100ｇを向こう5ｃｍほどあけてのせ、広げる

　の細巻きときゅうりで花の形を組む

　を崩れないよう持ち換え、　の上にのせて巻く

飾り巻き寿司の
つくり方

子どもも大人も
笑顔になる
たのしいごはん

オーストラリア
研修の経験が
自信のきっかけに

桃の花

つくり方

作るのが楽しい！そして、食べやす
く、食卓も華やぐ「飾り巻き寿司」。
行楽弁当やお祝いごとにぴったり
な春らしいお寿司のつくり方をご
紹介します。
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神戸シーサイド校のキッチンに勤務する二宮さん
JSIA 寿司インストラクター1級

料理：

スタート地点はキンダーキッズ。卒園後、自らの力で

切り開いたフィールドで、奮闘している卒園生をご紹介します。

My
Stepping Stone

ー スキーを始めたきっかけを教えてください
5 歳の時に父に初めて連れて行ってもらい雪上を滑る楽しさを知り、「もっ
とやりたい！」と思い毎年連れて行ってもらいました。

ー 全国大会への切符を手に入れたときの気持ちは
　どうでしたか？
大阪代表に選ばれたと知った時、すごく嬉しかったです。しかし、同時に雪
国の地域の人たちはかなりレベルが高いと聞いていたので少し不安にも
なりました。全国大会でグラッドクラブのオーストラリア研修で知り合った色
んな国の友達からたくさんの応援メッセージが届いてとってもうれしく、緊張
がほぐれました。

ー 今後の目標を教えてください
来年は高校生になるので国体、インターハイの予選に参加するためハー
ドルが上がりますがまた大阪代表に選ばれるように頑張ります。

ー スキー以外に熱中していることはありますか？
洋楽を聞くことが大好きです。友人といかにネイティブに似た発音で歌え
るか勝負をしているのですがキンダーに通っていたおかげで勝てそうで
す。

ー 将来の夢や就きたい職業を教えてください
将来は医者になりたいです。きっかけは父の職場を見てカッコいいなと
思ったからです。それから実際に医学部に通っている先輩の話を聞いて
いるうちに興味を持ち、自分もその道に進みたいと思いました。

エンボス加工の
ビニール手ぶくろ
をすると

お米が手につきにくく
やりやすい
ですよ！
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… 100ｇ
… 寿司飯 80ｇ＋寿司おぼろ20ｇ
… 手巻き寿司用3 枚
… 1本
… 細切り（長さ10ｃｍ） 5 本
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「全国中学生スキー大会」に
大阪代表として出場 !

グラッドクラブのオーストラリア研
修以後、これまではチャレンジし
たいけど踏み出せずもう一歩が
なかなか進めないところがありま
したが、研修後は発言や行動力
が自信のあるものに変わりまし
た。
オーストラリア研修は H のスキー
全国大会出場にもつながったと
思います。

大阪市内
私立中学校
3年生

大阪本校

卒園生 Hくん

Hくんの
お母さまより

1


