・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

年長児の
お友達
年長児の
お友達

苦手だった 野菜も
頑張って食べてい
る寿茉くん。沢山
食べて暑さに負け
ない強い体をつくり
ましょうね。

はいざいにえのぐをぬってでスタンプをし、クレパスも
つかってしゃぼんだまをひょうげんしました。

年少児の
お友達

園や各ご家庭で不要となった書籍を集
め、全国犯罪被害者の会に寄付をしてい
ます。犯罪被害にあい、苦しい日々を過
ごされている方の一助となるものです。
夏の大掃除をされた時、
不要な書籍（雑誌､教科書､
ワークブックは除外）が
ありましたら園へご提出下
さい。

おりがみとクレパスをつかって
なつのはな、ひまわりをつくり
ました。

藤Ａ組→３９％
藤Ｂ組→５０％
イマージョン藤→６２％
園での体育ローテーションや体育レッスンでは鉄棒・跳び箱・
マット運動を重点項目にして取り組んでいます。この３つの種
目は将来小学校での取り組みで出来ずにつまづいてしまう
と、運動への苦手意識が強くなると言われていることと、体重
が重くなるまでに取り組む事で達成率も高くなると言われてい
ます。この３つの種目を出来るようになることで運動意識・運
動能力の向上につながっていきます。
今回は年長児の逆上がりの達成率を発表します。
年少の時からの成果があらわれ、１学期で随分逆上がりが出
来る様になりました。各クラスの達成率は右記の通りです。

これからも日々の繰り返しを行い、目標に向かっ
て参りましょう。

英検Ｊｒ．

漢字検定
平成２８年度１回目の漢字検定が行われました。
合格した方を紹介します。おめでとうございます。

９級
４級 稲山祐基くん（中１）
５級 井上虎太朗くん（中２）
池田紗也花さん（中１）
湯川真理さん（小６） １０級
６級 西田絵麻さん（小３）
７級 増田丈一郎くん（小４）
８級
燦さん（小４）
若井寧々さん（小４）
忠岡賢志郎くん（小３）
永井晴菜さん（小３）
湯川絵美さん（小３）

松本遥香さん（小４）
佐藤さくらさん（小３）
児玉咲蘭さん（小２）
岸本凌空くん（小２）
明河あかりさん（小２）
井上虎徹くん（小２）
伊丹晴崇くん（小１）
井上結愛さん（小１）
尾垣佑和くん（小１）
小寺美昊さん（小１）
志田寛泰くん（小１）
西垣 伸くん（藤Ｂ）

岸本凌空くんは見事満点合格でした。

平成２８年度１回目の英検Ｊｒ．が行われ
ました。合格された方を紹介します。
おめでとうございます。
よく頑張りましたね。

ＧＯＬＤ
後藤大輝くん 98％(小１)

ＳＩＬＶＥＲ
島本紗和子さん 90％(ｲﾏｰｼﾞｮﾝ藤)
中山大督くん 90％(ｲﾏｰｼﾞｮﾝ藤)

ＢＲＯＮＺＥ
服部千穂さん 95％(ｲﾏｰｼﾞｮﾝ藤)
石田 悠くん 86％(藤Ｂ)
衛藤夏波さん 84％(藤Ｂ)
田川心那さん 80％(藤Ａ)

今
約月
束の
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て

元明
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１学期も本日で終業式、あっという間に感じます。皆さんにとっては長かったですか？
短く感じますか？今年度入園の保護者様にとっては、毎日のリズムを定着させるのにご
苦労もあったことでしょう。泣いて「幼稚園に行かない！」といってみたり、初めての園生活に戸惑って夜泣きをし
たり排泄の習慣が崩れてしまったこともあったでしょう。やっと、園に慣れてきたかな、と思うと体調を崩して熱
を出してみたり、病気になったりと集団生活では避けられない事態に遭遇もされたことと存じます。しかしなが
ら、１学期ここまでお母さんも子どもも幼稚園に行こうという目標を持ち頑張ってくださったこと本当に有難うご
ざいます。お母さんの頑張りを土台にして子ども達も頑張って集団生活の喜びを知ることが出来ましたし、色々
と友達と一緒に出来ることが沢山増えましたよ。夏休みのゆっくりとした時間の中で１学期に成長した子どもの姿
をじっくりと見てあげてくださいね。
先日朝礼で子ども達と蝉の鳴き声を聴きました。「なんて鳴いてるかな？」と尋ねると「みーんみーんみーん」
「ジジジジ」「しーしー」と色々と声があがりました。
「蝉にも色々な種類があって名前があります、園長先生あまり詳しく知らないので又みんな調べて教えてくださ
い。」と言いますと、朝礼の後から年長さんが園にある図鑑を持って来てみんなで教えてくれました。「えんちょ
うせんせい、みんみんぜみとつつくぼうしと、これはあぶらぜみでぇ～」、後から年中さんも「えんちょうせんせ
い、みんみんぜみもいるよ」と教えてくれます。沢山の園児が『知らない園長先生の為』に教えてくれました。勿
論最初から蝉の知識をもっている子もいたと思いますが、図鑑で調べてきてくれた子も蝉のページを探すことで
他の昆虫のページも目にして、「先生見てこれ見たことある！家の近くで見た！」とまた蝉から違う昆虫への興味
を広げることをしてくれていました。好奇心旺盛な子ども達、周りの大人とのふとした会話の中から自分の興味
を広げていくことが出来ます。幼稚園で園外保育に出かけたり、朝礼の先生からのお話で新しいこと知ったり、英
語の先生から先生の母国の話を聴いたり、おゆうぎ会で踊る踊りの意味を聴いたりとちょっとここでは書ききれま
せんが、色々な興味を広げる機会を幼稚園で持つように心がけています。園児達を決して勉強のできる子に育て
ようと思っているわけでなく、『新しいことを知ることが楽しい！』と思えるような子ども達に育てていきたい、ハ
ルナの信念でもあります。『新しいこと』と言うのは決して頭が働く知識だけではなく、体を動かす運動も耳や眼
も使う音楽を含む芸術も新しいことの宝庫です、新しいこと知りたい！という好奇心は子ども達にとって（大人も
ですが）大切なエネルギーの源となると思います。
それでは、その好奇心どのようにしたら育つのかと言うと、やはり周囲から受ける影響が大きいと思います。
『１６万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える「賢い子」に育てる究極のコツ・東北大学加齢医学研究所教授
瀧靖之著』の本の中にも同じようなことが書いてありました。大前提として賢い子と言うのは単に勉強ができる
子を指しているのではなく、勉強もして、知恵があり発想力が豊か。素直で努力家で自分の夢を持っていてその
夢に向かっている。友達もたくさんいて毎日を楽しそうに過ごしているそのような子どもの事を『賢い子』と表現
しています。
著者は表題のとおり１６万人の脳画像を見てきて来られた方です、脳画像でわかるなら遺伝的要素が強いのではと
思ってしまいがちですが、脳は成長していくものなのでやはり環境が大いに脳の成長に影響を与えていると述べ
られています。
以下本の中から抜粋
～『賢い子に育てる』にはどんな子供でも何歳からでも、親の働きかけ次第で賢く育ちます。子どもを賢く育てる
秘訣は好奇心にあります。ほとんどの子供は生まれながらに「好奇心」を持っています。親の働きかけ次第で好奇
心をどんどん伸ばしていくことできます。
子どもが「なぜ？」「どうして？」と質問してきたときに頑張って自分の知識だけでこたえる必要はありません。
その「なぜ？」「どうして？」を「あとで」「今忙しい」と答えるのでなく一緒に図鑑等で調べたらいいのです。～
そうしている間に物には種類があったり似たものがあったり歴史があったり地域性があったりすること知っていく
ということですね。私は親の働きかけ次第でと書いてある所は周りの大人次第でと読み替えるようにしながらこ
の本を読み進めていっています。
～バーチャル＋リアルと結びつけることも子どもの好奇心をさらに伸ばすことが出来ます。図鑑の中で見たことの
現実に触れること、虫取りをしたり草花を育てたり公園で葉っぱを拾ったり。親自身の興味のあることや家族のイ
ベントもバーチャル＋リアルで体験することです。旅行好きの方なら行く前に親子でいろいろと調べて（バーチャ
ル）名所旧跡や自然風景を見ること（リアル）もいいでしょう。車好きのお父さんなら、子どもと一緒にモーター
ショーに行くのもいいでしょう。子どもの好奇心を育てるためにはある程度の努力を求められますが、必ずかけた
手間と労力以上の子供の成長となって返ってきます。～と書かれていました。その他にも音楽がもたらす脳の効
果や健やかな脳を育む生活習慣などわかりやすい言葉で書いてある本です。良ければお母さん方も読んでみてく
ださい。
長い夏休み好奇心を育てる絶好のチャンスですね。必ずしもお出かけするばかりがリアルではないと思います。
家で子ども達が苦手な野菜を切ったりしてクッキングをするのもいいですし、絵画の宿題もあるので、お母さんも
別に画用紙を買ってきて絵を描いたりするのいいと思います。宿題の絵だけでなくお家に飾る小さな絵を子ども
やお母さんで描くのもいいと思います。一緒にフォトフレームを買いに行って、飾ると、きっと満足した作品が出
来上がるのではないでしょうか。有名な画家の作品をオマージュして似たものを描くのも楽しいと思います。そこ
から、絵画展などを見に行くことに発展したらいいですね。
勿論夏休みは、お母さんにとっては忙しいと思いますが、折角の子ども達との時間を有効にかつ子どもの好奇心
を伸ばす夏休みであったらこんなに嬉しいことはありません。私達も夏休みしっかり学びを深め子ども達の好奇
心を伸ばすことが出来る力をつけて又２学期元気にスタートしたいと思います。
１学期の毎日の保育、行事において保護者様からの温かいご支援ご協力誠に有難うございました。いつもながら、
ハルナの保護者の皆様の園に対する想いの温かさにありがたく感謝をしています。
２学期もどうぞ、よろしくお願いします。
園長 奥 裕子

7/2(土)
アンパンマンバスに乗ろう!!
（未就園児）

7/6(水)・7（木）
おとまり保育（年少児以上）
お天気も良く、海では波うちぎ
わでジャンプをしたり、おすもう
大会をしました。各クラス「頑張
れー！」とお友達もしっかりと応
援をしてくれていました。又、み
んなで夕食もしっかりと頂き、お
楽しみ会では先生達のオペレッ
タを見て楽しみました。

お部屋で手あそびや歌を唄って
からアンパンマンバスに乗車し
ました。切符にハンコを押しても
らい、アンパンマンに手を振って
出発します。外の景色や英語の
ＤＶＤを見ながら幼稚園の雰囲気
を味わってもらいました。

7/12（火）
赤組保護者参観
初めての参観で少し緊張し
た様子でしたが日課活動では
しっかりと手を挙げ、体育ロ
ーテーションでは元気よく取
り組んでくれました。保護者
様とフォトフレームを作り、楽
しい時間を過ごしました。

7/13 (水)
お誕生日会（7・8・9 月生）
（年少児以上）

7/13(水)
学力テスト（小・中学生）
育伸社の学力テストを行ない
ました。初めは緊張している
子ども達もいましたが、テス
トが始まると、問題文をしっ
かりと読み、真剣な表情で取
り組んでいました。

先生達からは「サンバでピザ」
のダンスをプレゼントしまし
た。お部屋ではクラスのみんな
でお誕生日のお友達をお祝い
し、お母様方から楽しい出し物
をして頂きました。みんな大は
しゃぎでとても楽しい時間を過
ごす事が出来ました。

7/15(金)
クッキング学習（年長児）：ホットケーキ
卵の殻が入らない様に気をつけて割った
り、ホットプレートでやけどをしない様に
注意をしながら自分達でひっくり返しま
した。自分で作ったホットケーキは特に
おいしかった様で、バターナイフで丁寧
にバターをぬって沢山食べていました。

7/20（水）
イベント給食～流しそうめん～
（年少児以上）
流れてくるそうめんをお箸で
上手につかみ、そうめんをす
する音がとても涼しげに聞こ
えました。途中、みかんも流
れてきて、彩り豊かな流しそ
うめんとなりました。

7/26（火）
被害防止安全教室
（赤組以上）
警察の方が来て下さり、自分達
の命は自分達で守る事の大切さ
を教えて頂きました。人形劇を
見たり、「いかのおすし一人前」
のダンスを踊ったり楽しく学ぶ
事が出来ました。

。

夏の壁面を学年ごとに製作
しました。
ホールや部屋に涼しげな環境
が出来ました。

７月１日に行なわれました「七夕まつり」の感想文を保護者様より頂き
ましたので、一部紹介させて頂きます。
（略）三年前、青組の保護者席は後ろの方で、正直
あまり見えず残念に思っていた所、前に座っている
藤組の保護者の方が椅子から降りてかがんで下さ
り、とても嬉しく思いました。そして今年、（略）発表
がはじまると、藤組の保護者が一斉に椅子から降
りて本当に小さく小さくなられていました。皆、浴衣
だから大変なはずなのに、その顔は笑顔で、かが
む事さえ楽しんでいらっしゃる様にも見えました。こ
れがハルナで成長した親の姿なのだ、他とは違うと
ころなのだと感じ、こんな保護者の方々の中に入れ
て頂けて良かったな、この幼稚園で良かった…と思
い、又身の引き締まる思いもしました。親が子の手
本となれる様、残りのハルナでの生活もしっかりと
過ごしていきたいと思います。（略）
年長児の保護者様

（略）一番の感想は思っていたのと全然違う！でした。
初めての参加だったのとまつりとあったのでみんなで
歌を唄ったりダンスなどするとばかり思っていました。
なので歓迎のことばで年長さん達のしっかり話す姿を
見て驚きそして感動しました。青組さんの「わたしと小
鳥と鈴と」は全員揃って先生の方を見て暗唱している
ので入園して数ヶ月でこんなに成長したんだと本当に
感動しました。（略）
年少児保護者様

（略）あの娘が、先生方の指導のおかげでしっかりし
た発表ができていた事に感動し、子供の成長をとて
も嬉しく思いました。準備される先生方のご苦労や
参加させて頂く私達も正直言うと大変ですが、とても
良い会だと感じております。はじめのごあいさつで
園長先生もおっしゃっていましたが、これからもずっ
と続けて欲しいと思いました。
年中児保護者様

七夕まつりでうたう
「ひまわりおやくそく」について
2011 年３月１１日に起きた
東日本大震災で被害にあわれた
宮城県の幼稚園に、その年にハルナの
バスや救援物資を届けに行きました。
その幼稚園に通われていて、天国に召
されたお子様のために、ご両親が子ども
の笑顔を思い浮かべながら作られた
歌が「ひまわりおやくそく」です。
ご家庭でもご一緒に唄って
みて下さい。

黄Ａ組の子ども達はカプラで遊ぶのが大好きです。こ
の日は「みんなで高いタワーを作ろう！」といって高
いタワー作りに挑戦しました。みんなで何か１つのも
のを作るということが好きで「一緒にしよう！」「協力
して作ろう」と言葉を掛け合いながら遊んでいます。
自分達の背の高さで届かなくなってくると順に椅子
に登り、更に高く積み上げていきました。「先生より
も高く出来たね！」と嬉しそうに話してくれました。

年長児男子
標準体力値
２８年度全国平均
園平均
+

立幅とび㎝ 片足連続とびｍ
１０２．１
２７．３
１０１．７
２６．８
１０５．３
３１．９

棒反応㎝
４４．２
４３．６
４９．４

体前屈㎝
２．６
３．４
３．８

棒反応㎝
４５．６
４３．８
４３．３

体前屈㎝
８．６
１０．９
４．０

年長児女子
標準体力値
２８年度全国平均
園平均

立幅とび㎝ 片足連続とびｍ
９２．４
２８．３
９４．５
２９．２
９８．３
２７．７

いつも古切手の回収のご協力を頂き有難うございます。香芝
市ボランティアセンター様より、２６・２７年度の報告を頂きま
したので紹介させて頂きます。今後共、ご協力の程、宜しく
お願い致します。
平成２６・２７年度
寄付先 日本キリスト教海外支援協力会
平成２６年度
平成２７年度
４／２２
10 ㎏
５／２６
10 ㎏
８／２６
10 ㎏
９／１５
10 ㎏
使用済切手
１１／１８
10 ㎏
１／１２
10 ㎏
２／１４
10 ㎏
３／２９
10 ㎏
合計 40 ㎏
合計 40 ㎏
“日本キリスト教海外医療協力会 ＪＯＣＳ”“世界のこどもに
ワクチンを ＪＣＶ”の活動資金作りを応援するために使用済
切手を整理、分類、梱包作業をして下さっています。使用済
切手は、切手のギザギザ部分、消印は残して下さい。
Always P25 参照

2016 年度ピティナ・ピアノ演奏検定で見事
合格されました。おめでとうございます。

＜連弾プレ初級＞
優秀賞 中島 駈くん（藤Ｂ）
仲村一華さん（藤Ａ）
＜ソロ A２級＞
優秀賞 中島 駈くん（藤Ｂ）
●ハルナ塾２学期始業式●８／１９（金）
●ハルナ塾ホリデースクール（漢字ミュージアム）●８／１９（金）

●入園願書受付開始●８／１（月）～

●アフタースクール２学期 First Day●８／２２（月）
●２学期始業式●８／２２（月）

●卒園児合宿●８／２（火）～８／３（水）【幼稚園卒園児】

●幼稚園ツアー●８／２４（水）【予約制】

●流しそうめんパーティー●８／２２（月）

●カプラワークショップ●８／２９（月）【年長児】

年長児のお友達

きもちをこめてつ
くったプレゼント
なのでおばあちゃ
んもきっとよろこ
んでくださったで
しょうね。

●橿原こども科学館●
7/12(火)
青組・イマージョン青黄
沢山の磁石をお友達と協力し
て積み上げたり、ペットボトル
で作られた空気ロケットを打ち
上げたり、大はしゃぎで遊んで
いました。様々な化学の不思議
に夢中になりました。

年中児のお友達

こころちゃんのう
たがおかあさんの
こころにとどいた
とおもいます。と
てもじょうずでし
たよ。

●関西国際空港●
（わくわく関空見学プラン）
7/12(火) 年長児
幼稚園のバスに関空のガイドさんが添乗し、
関西国際空港の中を案内して頂きました。近
くで飛行機を見たり、普段は入れないゲート
を通り、空港の中の郵便局や機内食を作って
いる建物なども見せて頂きました。

年少児のお友達

おともだちといっ
しょにあそぶと、
ようちえんにくる
ことがたのしく
なりますね。

●玉手山公園●
7/19(火)
黄組
アスレチックでローラーのすべり
台を滑ったり、ゲレンデでそりす
べりをしたりと大喜びでした。昆
虫館や歴史館で昔の化石や人形
を見る事も出来、興味津々の１日
でした。

