・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

おりがみでじょうずにたぬきがおれました。すすきや
おだんごもかいてあきのきせつがかんじられます。

ホックブロックでベ
ルトやボールなど
色々な物を作って
お友達や先生に見
せていつも楽しませ
てくれます。

年少児の
お友達
１７日（月）より完全冬制服でお願いします。
月・火・水…冬制服・ブラウス・紺靴下・制靴
寒い時は中に紺ベストを着用下さい。
木・金…半袖体操服上・下
おりがみでたぬきをおって、おだん
ごのだいもハサミでていねいにき
り、おつきみをたのしんでいるとこ
ろがひょうげんできました。

寒ければ赤ジャージ上・下を着用下さい。
その際は下に必ず半袖・半ズボン体操服（冬場
は着用不用）を着用下さい。

発行日
平成２８年１０月３日

今月のしつけ

あいさ つは

香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
担当 槇岡美幸

大きな 声で
気持 ちよく

九月一日、二日と二日間にわたり、年中児以上の祖父母様を対象におまね
き会を 行いま した 。
祖父母様には園児達の日頃の活動を見て頂き、活き活きした姿に涙する祖
父母様もおられました。祖父母様に詠んで頂いた俳句を一部紹介させて頂
きます 。

孫らより じじばば楽し おまねき会
孫の顔 探して見つけ 顔ゆるむ
青空に 響く園児の 声すずかし
園庭に はじける元気 あふれ出す
ひぐらしの 声に溶け込む 歓声や
赤とんぼ はじける笑顔 ハルナの子
空の下 元気に走る 孫うれし
長月の 孫の参観 夢ひらく
おまねき会 孫の成長 びっくりぽん
祖父母会 少し照れてる 孫の顔
孫の顔 秋風に乗り うれしそう
芝生にも 深き意味ある 幼稚園
ハルナの子 世界をリード 夢みてる
機敏さに びっくりしたよ かっこいい

※行事等により登園の服装が異なる日は
追って連絡します。

二学期の大切な行事、運動会もあと数日です。ここまで園児達は自分の弱い心と戦
いながら一生懸命練習に取り組んでくれました。「なんとなくやってみる」のではなく、
しっかりと「最後までやり抜く」ということを行事を通して経験してもらうのもハルナの行事を行う意味でもあ
り、方針でもあります。ですので、園児達にとってはこの毎日の練習の日々が大きな意味のあるものでしたので、
もうほぼ目標を達成したと言っても過言ではありません。勿論、当日の成功という先生方にとっての大きなテー
マは残されていますが、子ども達は練習を重ねる日々をどう過ごすかが大切なことですので、みんな本当によく
頑張ってくれたと思います。運動会を前に今日までよく頑張ったと園児達に誉めてあげたいと思います。各ご家
庭でも運動会の前に運動会のグランド練習の頑張り表を見ながら「よくがんばったね。」と必ず誉めてやっていた
だきたいです。子ども達のこれからの人生の中で一つ一つ積み重ねていくことが大切なことなんだということを
幼いながらにも体感させてあげたいのです。お父さんお母さん、子育ての最適時を逃さないように必ず運動会前
に言葉をかけてやってくださいね、お願いしますね。
さて、それでは、運動会当日は何のためにあるのでしょうか。子どもの記憶の中に家族が楽しく集っている、みん
なが笑顔で自分を見てくれているということをしっかり見せてあげてください。「自分が頑張ったらこんなにお父
さんお母さんが喜ぶんだ」ということをその一日をもって実感させてあげて欲しいのです。
運動会のグランド練習の最後の日には「みんなの運動会は今日で終わりました。今度の本番の運動会はお母さ
んお父さんの為の運動会です。お父さんお母さんの為にしっかり頑張りましょう」と言っています。お父さんお母
さんの為にしっかり頑張ることの出来る子は心逞しく優しく育ちます。自分のために生きる活力も必要不可欠の
事ではありますが誰かの為に誰かの喜ぶことの為に生きるということは、もっと人間を大きくさせる力を与えてく
れます。実際にお父さんやお母さんが子ども達の為にお仕事をし、家事をしてくださっている様に子ども達もそ
れに応える心を養う必要があると思います。
ハルナの行事を通して、ハルナの子ども達には親孝行をして欲しいのです。お父さんお母さんの喜ぶことをす
る、お父さんお母さんの悲しむことはしてはいけない、今の子ども達にはその理由や理論の裏付けは出来ないと
しても感覚で感じ取ってほしいと考えています。親孝行な子に悪い子はいません。
親孝行という言葉も時代とともに聴くことが少なくなってきたような気がします。今日今こうして自分があるの
は全て親のおかげです。「いや自分で全て頑張ってきた」という人とたまに出逢うときがありますが、そうでしょ
うか、朝目覚めて夜寝るときに遠くても近くても天国にいてくれても親がいてくれる安心感が最も自分を安定さ
せてくれた、だから、どんなことにも頑張れたのだと思います。今の私はそのような安心できる親でありたいです
し、安心できる家族でありたいです。そして、ハルナの園児や保護者の皆さん職員にとっても安心できる存在で
ありたいと思っています。
ハルナの保護者の皆さんには共通点があると思います。乳幼児期の育ちや成長が大切であると感じ子どもの持つ
力と吸収力をしっかりと理解してくださってハルナを選んでくださったと思っています。その分ハルナの先生方園
にかけてくださる想いもあって当然かと存じます。私達は子ども達の力を存分に引き出して将来の礎となる力を
育てていきたいと思っています。運動会という行事が子ども達の中に幸せの思い出と自信と成長を刻む行事とな
れますようにどうか保護者の皆様も大人の心の運動会にご協力をお願いしたいと存じます。
グランド練習の日にあるお母さんが「グランド練習の頑張り表持たすの忘れました！今から持っていきます！」
と慌ててお電話がありました。（また明日でいいですよとお伝えしました）又もう一人のお母さんはリハーサル後
は少し疲れているだろうと習い事のお勉強を休ませてあげようと思っていたら、子どもが「頑張る」と自分から言
ってくれた、成長が嬉しかったとお手紙を頂きました。おそらく多くのお母さま方ご家族の皆様が子どもが頑張っ
ているグランド練習が大切なことであると理解をしてくださりサポートしてきてくださったことに感謝を申し上げ
ます。又当日は本部役員・クラス委員・ボランティアのお手伝いの保護者の皆さんが先生、職員だけでは手がまわ
らない色々なことを応援してくださいます。駐車場の警備をおねがいしているのも卒園児の保護者さんが経営さ
れる警備会社です。ハルナの大きな家族の中で運動会を開催できる安心感と共に最後までハルナの大家族の力
を合わせて運動会をやり遂げたいと思います。参加をするみんなでどこを切ってもハルナの情熱の血潮が流れる
運動会にしたいです。
幼稚園保育園合同のハルナ大運動会、互いの園の園児達は刺激をしあい、競争心が生まれます。
そうした、身近なライバルの存在も子ども達にとって大きな成長であることを嬉しく思います。
保育園さん！ありがとう。保育園さんのおかげで幼稚園のみんなも「勝ちたい気持ち」が湧き出てきました。
多くの人々の支えにより運動会が開催できることを感謝し、ありがとうの心で挑みたいと思います。
園長 奥 裕子

◆祖父母様おまねき会◆
9/１（木）・9/2（金）<年中児以上>
日頃の体育ローテーションや日課活動を見て頂いた
り、歓迎会では詩の暗唱や歌の発表をしました。子ど
も達の元気な姿に終始笑顔で見守って下さっている
方や、歌声や歌詞を聴きながら、目頭を熱くされて
いる方もいらっしゃいました。肩たたきとキーホルダ
ーのプレゼントを渡し、一緒にゲームや手話をしまし
た。祖父母様の大きな優しさに包まれ、子ども達も
笑顔あふれるひとときを過ごすことが出来ました。

◆新入園児面接＆制服採寸◆
9/３（土）・9/１０（土）
恥ずかしがりながらも「おはようございます」とご挨拶
をしてくれる子ども達がたくさん見られました。制服採
寸では少し大きな制服を身にまとい、嬉しそうな様子
でした。みんなが幼稚園に登園してくれる日が待ち遠
しいです。

◆ボランティア学園〜let's learn English◆
9/7（水）<イマージョン>
入所者さんと対面式で英語の日課を行いました。手
遊びなども一緒にして、スキンシップもたくさん取り
ました。最後に練習した歌の発表を聴いてもらい、ハ
イタッチをしてお別れしました。

課外レッスン新体操

関西コスモカップ-

ハルナ塾（小学生学童保育）では普段小学生新聞を題材に、
身近なニュースの見出しを見つけて感想や発見したこと
などをまとめています。今回はホリデースクールで体験し
た漢字ミュージアムを題材に自ら記者となり、新聞を製作
しました。最優秀賞を紹介させて頂きます。

ハルナ塾生

木村美緒さん（３年生）
漢字についてたく
さんのことを学び
ましたね。今知って
いる漢字以外にも
たくさんの漢字を
知り、漢字の歴史を
学んで下さいね。

コスモ新体操クラブ主催の関西コスモカップに
て下記のお友達が見事受賞されました。おめで
とうございます。
これからも新体操レッスンを頑張って下さい。
＜１年生の部＞
下谷真奈美さん（４位）
塩山弘夏さん（４位）
＜２年生の部＞
坂田泉葵さん（４位）
片岡柚貴さん（８位）
＜４年生の部＞
西沼 結さん（３位）
山岡和未さん（５位）

・ティッシュ
・くまのハンカチ
幼稚園で預っております。
・リラックマのペットボトル入れ
お心当たりのある方はご連絡下さい。 ・ゲゲゲの鬼太郎ハンカチ

課外レッスンピアノ講師の大浦先生のご指導のもと、ピアノ
を習っている園児がピディナ・ピアノコンペティションで優
秀な成績をおさめられました。おめでとうございます。
＜西日本１Ａ２級＞
優秀賞 中島 駈くん（藤Ｂ）
＜デュオ部門 連弾プレ初級＞
入選
中村一華さん（藤Ａ）
中島 駈くん（藤Ｂ）

次回のビギナーズ開催日
１０月２２日（土）新聞紙あそび
９／２4（土）のビギナーズでは、ホールで親子体
操をしました。みんなでマットの上をくるくると回
ったりすべり台を滑ったり、トンネルをくぐったり
と、たくさん体を動かして楽しみました。

先日、智辯学園奈良カレッジ中学部に通う４名の生徒さんが学校の課題として
「仕事人インタビュー」と題し、ハルナ幼稚園の職員インタビューに来てくれました。
４人のうちの１人は私が担任していたハルナの卒園児です。幼かった頃は、どちらかというと人前で発表するより誰かと一
緒が好きだったおとなしい子でしたが、インタビュー時にはハキハキと話し、活発な姿に成長を感じました。４人とも幼稚
園の仕事に興味を持ってくれており、「将来は幼稚園の先生になりたいです」とうれしい言葉も聞かせてくれました。そん
な４人に「一日体験に来てみる？」との問いに、４人とも即答で「はい！」と返事をしてくれて、８月下旬に一日幼稚園の
先生体験に来てくれました。朝から各部屋に分かれて入った時は、突然で子ども達もびっくりしていた様子でしたが、年
の離れたお姉さんに甘えたい様子でした。園児の中には兄弟の中でも、兄・姉の子もいるので、年の離れたやさしいお姉
さんたちと一日たくさん触れ合い、喜んでいる様子でした。
大人になりたくないなど、世の中には近年若い人達から
の声も聞かれますが、大人になって何かの役に立ちたいと
学校で指導してもらっているこの４人の生徒さん達に、
将来の光がさしていることを実感しました。
今回のインタビューと一日体験を終えて、感想を頂いた
ので掲載します。
（福原）

私は幼稚園の時から“福原先生みたいになりたいな”と
思っていました。そして今回のお仕事インタビューの経
験を経て更にその気持ちが高まりました。
Ａさん
私達はインタビューだけでなく１日先生体験というとて
も貴重な経験を頂きました。その中で幼稚園の先生は
ピアノや自分自身の体調管理など大変なこともある反
面、たくさんの人から感謝される素晴らしい職業だとい
うことがわかりました。
Ｂさん
この中学生の間では、体験できないようなことをさせ
て頂いて、とても楽しかったです。幼い子ども達にどれ
だけわかりやすく物事を伝えればいいのかという事が
とても大変でした。また私とその日初めて会ったにも関
わらず、子ども達が元気に話しかけてくれ、とても嬉し
かったです。
Ｃさん
実際に体験することで、苦労することや嬉しいことなど
が知れてとても楽しかったです。前よりさらにこの仕事
につきたいと思うことができました。このことを忘れず
にしっかり勉強して頑張りたいと思います。 Ｄさん

９月１４日（水）に空手の昇級審査が行われました。
課外レッスンで空手を習っている卒園児や在園児
のお友達が見事昇級されました。おめでとうござい
ます。これからも練習に励んで下さい。

８月２１日（日）正氣會全国選手権大会において卒園児のお
友達が見事優勝されました。おめでとうございます。
怜司くんは年中の頃から空手を習っており、この度の優勝、
大変喜ばれておりました。これからも頑張って下さいね。

３級 尾﨑 賢くん（卒・小１）
６級 三木悠太郎くん（藤Ｂ組）
前川悠真くん（藤Ｂ組）
８級 中村悠朔くん（藤Ｂ組）
９級 前川美結さん（卒・小４）
１０級 向井天斗くん（藤Ｂ組）
山口優月くん（藤Ｂ組）
後藤翔太くん（黄Ｂ組）

小４男子 組手部門
優勝 多田怜司くん（卒）

今、青Ａ組は『身の回りのことは自分で出来るようになる
こと』を目標に取り組んでいます。毎日行うことで服をハ
ンガーにかけたり、洋服をきれいにたたむということが出
来るようになってきました。最近は靴下を一つにまとめる
くらげ を頑張っています。はじめは「難しい…」と言って
いましたが、毎日あきらめず取り組むことにより少しずつで
きるようになってきました。これからもたくさんの できた
を増やして自信へと導いて参りたいと思います。

２８年度第１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
の皆さんも沢山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
１位
３位
４位
４位
４位
＜２年生＞
１位
２位
３位
４位
４位
＜３年生＞
１位
＜４年生＞
１位

学力テスト
◆10/19(水)◆ハルナ塾・小学生
日頃の成果を発揮し、力を試しましょう。

運動会グランド練習日
◆１０/4（火）・６（木）

ハルナ大運動会
◆１０/8(土)
◆雨天：10/9（日）

おいもほり体験
◆10/17(月)◆年少児以上
大きいおいもをたくさん見つけましょう。
掘ったおいもはお給食で頂きます。

カレーパーティー（クッキング学習）
◆10/21(金)◆年長児
グツグツおいしいにおいに包まれての
カレーパーティー。包丁を慎重に使い、クラス委員様と
年長児による心温まるカレーライスを皆で頂きます。

幼稚園ツアー
◆10/28(金)◆【予約制】
幼稚園入園をお考えの方を対象に、幼稚園ツアーを開催し
ています。園長からの説明や保護者様方に質問や話を伺え
る機会を設けています。

年長児のお友達

さいごのうんどうか
い、がんばっている
げんきなすがたを
みていただけるの
がたのしみですね。

年中児のお友達

たいふうでもおと
うさんはかぞくの
ためにがんばって
くれているので、
かんしゃのきもちを
つたえましょうね。

年少児のお友達

おともだちに「ばい
ばい」してもらえると
うれしいですね。
つぎのひおともだち
にあうのがたのしみ
になりますね。

９月１日・２日に行われました祖父母お招き会に
おいてたくさんの温かいお言葉を頂きました。
一部ご紹介させて頂きます。
＊キビキビとした礼儀正しい指導を心がけて下さっているのが感じとれ、指導されている内容も高度なもので
園児達の成長に大いに好影響がもたらされることが期待され、園の経営方針に感心させられた。
＊いつもママに甘えている孫しか知らなかったのですが、たくましい面、かしこい面をみられてびっくりしま
した。保育が盛りだくさんでスピーディで驚きました。これからもよろしく孫をお願いいたします。
＊体育ローテーションではしっかり体を動かし、日課活動では英語や右脳教育のおかげで元気で活発な子に育
っていると実感しています。ハルナ幼稚園に感謝しています。
＊園長先生が園児一人ひとりの名前と顔をしっかり知って下さっているのは頭が下がる思いです。有難うござ
います。藤Ｂの教室での様子、ピアノの音ひとつで集中力、記憶力のすごさに舌を巻いています。負けず嫌
いで頑張っている子どもどうか元気で健やかにこのまま育っていってほしいです。
＊元気に皆と仲良く楽しんでいてとても安心しました。難しい事色々と学んで先生方の日々の教育、御苦労の
お陰と感謝しています。
＊長い間お世話に成った孫達（４人目）の最後のおまねき会です。寂しい気持ちになります。今日は高度な教
育の参観に思いました。益々のハルナ幼稚園の発展をお祈りします。

ｚｚｚ

