・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
酒井式絵画指導法はハルナ
幼稚園で導入している指導法
です。触覚描法、同心円描法、部分配置つなぎ描
法とカタツムリの線にポイントと置いて指導をし
ます。絵画あそびの様に自由に描くことも大切で
すが、描きたいものを描ける技術がないと描くこ
とそのものから遠ざかってしまいます。園児にも
描きたいものを描ける技術を得るために、酒井式
絵画を経験してもらってます。芸術の秋にちなみ、
園児達にも ART の感性を磨くため、毎年、秋に青
組以上、絵画展を行っております。今年はどんな
絵画になるのか、今から楽しみです。

11/11

12/6

奈良県教育委員会より、奈良県の子ども達の
基本的習慣の向上や、規範意識の芽生えを培う
ことを目的として、「げんきなあいさつ」や「おてつ
だい」等の約束運動を、夏・冬で実施しています。
青組以上のみなさんがんばりましょう。

９月・１０月頑張りました賞
年長児のお友達
季節のお花をお家
で育てています。
毎日お花のお水を
あげて大切に育て
きれいなお花が咲
きました。

年少児以上の子ども達は毎日漢字絵本を読んでい
ます。漢字に対する興味も一学期と比べると更に深
まり、お友達の名前の漢字を見つけて教えてくれま
す。漢字絵本を読む声もしっかり聞こえるようにな
り、指で文をなぞって、一文一文きちんと読めるよう
にもなってきました。読書からは多くのことを吸収し
学ぶ事ができます。本を読む習慣を子ども達が身に
付けてくれて本の世界から色々なことを学べる人に
なってほしいと願います。子ども達も来月はどのよう
な物語かと楽しみにしてくれています。

発行日
平成２９年１１月１日
香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
担当 米田友香

個人戦 優勝
年長児
小坂雪菜さん（１分間：３１個）
団体戦 優勝
６班：年長児
９班：年長児
上野世莉さん
内河 蓮くん
酒本航成くん
福原綾乃さん

梶井愛紗さん
後藤翔太くん
福本彩羽さん

１０月２２日（日）付けの毎日新聞全国版に朝日大学
准教授の藤野良孝先生のご紹介でハルナ幼稚園が掲載さ
れました。
毎日の体育ローテーション、鉄棒やとび箱にオノマトペを
取り入れてから、逆上がりや、とび箱の達成率がどんどん
上がってきています。
ご一読頂けましたらうれしいです。
http://mainichi.jp/articles/2017/ddm/013/100/004000c

やハルナ幼稚園ホームページの中の１０月２２日付のハル
ナちゃんダイアリーからもデジタル版がご覧頂けます。
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急に冷たい風が吹き始め、秋の季節から、冬がもうそこまで来ている様な気
がしますね。
ここ数年秋の短さを感じますが、少し過ごしやすい秋の季節の中で子ども達の経験を広げてまいりたい
と思います。
運動会を終えてたくましくなった子ども達、最近良く感じることは、お返事やご挨拶を恥ずかしがった
り、声が少し小さかったかな？と思っていた子ども達がしっかりご挨拶が出来るようになってきたことで
す。「やっと…」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、一つずつゆっくりと自信を積み上げて
ゆく性格の子どもはどうしても、自信がついてから行動が始まります。お母さんとしては「我が子はスタ
ートが遅い」と思ってしまうかも知れませんが、運動会の全体での号令を数えたり、みんなでするバン
ザイのかけ声で培ったものが、１対１でのご挨拶に声がしっかり出せるという成果につながってきてくれ
ているように思います。ゆっくりとでいいんです。今の姿の子ども達を十分誉めてあげたいと思います。
先日より夜学講座を数回受けて参りました。
色々と勉強になることが沢山あったのですが、特に心に残ったことをご紹介します。
『いつも私たちが会話の中で使う「すみません」という言葉、漢字で書くとどのように書くと思いま
すか？』講師の先生が受講者に尋ねられました。私の頭の中は「？？？」「何のこと？」と思っていました
ら、先生が前のボードに「澄みません」と書かれました。
『「すみません」の語源は、自分の心が澄みきりませんという意味が含まれています。「すみません」
は、謝罪、感謝、依頼をする時に使う言葉ではありますが、すみませんを多く使うのは好ましくありませ
ん。すみませんを沢山使いすぎると他にも使える言葉があるのに、使わなくなってしまって、何でもか
んでもすみませんで片付けてしまい、すみませんすみませんと何回もいうことになります』と話されま
した。
そういえば、何かを渡して貰った、席をあけて頂いた、「ありがとうございます」なのに「すみません」
と言ってしまっていることが沢山あることと気づかされました。「すみません」を使いすぎると「ありが
とう」が少なくなってしまってはいけませんね。「ありがとう」の言葉は心のお薬なので、沢山心に思っ
たり、言葉にすることが大切なのにこれは注意しなければと思いました。そう思っていながらも、講座
の帰りにエレベーターに乗る時に先に乗っておられた方が扉を開けてくださっていたので、思わず「す
みません」と言ってしまいました。一緒に参加しました保育園の大西園長先生と岡田先生、幼稚園の福
原主任と顔を見合わせ苦笑いをしました。
講師の先生はＡＮＡのＣＡをされた後、長年ＣＡ養成校で先生をされていた方で、とても優しくエレガ
ントな雰囲気を持った先生でした。敬語・マナー・礼節を学ぶ講義の途中で、「ここまでの講義で、今ま
で知らなかった事があった方、手を挙げてください。」と言われ、手を挙げました。続けて、今恥かしい
と思っている人と尋ねられ、更に高々と手を挙げました。講師の先生が「恥ずかしいという意識がある
方は格のあがる方です。」と言われ、単純にもとっても嬉しくなり、残りの時間も更に集中してお話を
聴くことができました。
こうして、講座や講演を受けたりしていると、如何に自分が知らない人間かという事がわかります。知
らない自分を知ることも目的のひとつと考えて参加していますので、知らないことがあると心が躍り、
誰かに知ったことを伝えたくなります。朝、真っ先に主人に話を聞いてもらい、理事長先生にも電話を
して話を聞いてもらいました。きっと、園児達もこんな気持ちなのかなと想像します。幼稚園で覚えた
歌、おゆうぎ、朝礼で先生が教えてくれたお話、今日の給食、おもしろかった遊び、友達とおしゃべりし
たこと、お母さんやお父さんに聴いてほしいのだと思います。どうか、子ども達の話をたどたどしくあっ
ても聴いてあげてくださいね。聴くときは「うん」「ああ」「そう」「よかったね」等相槌だけでなく、
是非子どもが話した言葉を繰り返し使って受け取ってあげてください。例えば、「お母さん今日給食お
かあわりしたよ」「そう、えらかったね」ではなしに、「お母さん今日給食おかわりしたよ。」「給食、お
かわりしたの。えらかったね。」と子どもが言った言葉を使って受けとめることで、子ども達はお母さん
がお話をしっかり聴いてくれているという事が伝わり、理解でき、安心できます。少しだけ意識して言
葉の繰り返しを用いて受けとめていただければ嬉しいです。
知らない自分を知る為に、秋は短いですが、学びの秋を続行したいと思います。
保護者様もご祖父母様も食欲の秋、学びの秋、芸術の秋をお楽しみください。
またおてがみします。
園長 奥 裕子
－２－

毎日の日課活動の中で、お腹からきれいな声を出すことを目標に発
声練習をおこなっております。歌唱の前に発生をする事で、次に唄う歌
の歌い方につながり、よりお腹からきれいな声をだすことができるよう
になりました。「卵のお口」で縦に大きく開け、「ドドド～、レレレ～」
と一つ一つの音をピアノの音に続いて発生していきます。ピアノの発声
練習を終えると、青組以上は「ＹＵＢＡメソッドのボイストレーニング」
に入ります。
ＹＵＢＡメソッドとは、三重大学教育学部教授の弓場徹先生考案の、
「聴いて、まねて、発声するだけ！」の三点を行うだけで、発声能力を
高めていわゆる歌オンチをなくすともいわれるトレーニングです。幼稚
園では CD を用いて、このトレーニングをおこなっております。
青組では４月からトレーニングを導入し約８ヶ月で随分声がきれいにだ
せるようになってきました。
高い音になるにつれて裏声を出すときは、CD に真似てきれいに「ホッ
ホー」と、高いドまで出せる様になりました。「きれいな声出てるね」と
話しかけると「きれいな声を出せるように頑張ります！」「おうた大好
き！」と、卵のお口で発声練習をしていた
子ども達が教えてくれました。高い音の時ほど、
口も縦に開き裏声を出せてきた声に驚
きました。このトレーニングを続け、裏声
を出せるようにしていろんな歌に触れ合い、
歌う楽しさをあじわってほしいと願います。

年長児はクッキング学習として、ホットケーキやカレー、そしてクリスマスには
クッキーを作っています。普段野菜が苦手な子ども達も自分で調理をした野菜
だと食べる事が出来る子がいたり、又クッキング学習を通して家でお料理のお
手伝いをしてくれている子も増えたようです。もちろん好き嫌いなく食べる事
も大切な事ですが、自分でお料理をする事で普段お料理を作ってくれている人
への感謝の気持ちを持ってほしいという願いもクッキング学習に込めていま
す。

藤沢智子先生
（２号車バス添乗員）

10/21（土）は英語の先生とハルナ幼稚園の先生
と新聞遊びを行いました。新聞を触ったり「シャ
カシャカ」という音を聞いたりして楽しみまし
た。又、新聞紙をちぎって雨や雪を降らせて大喜
びな子ども達でした。
最後は袋に入れて、目を付けてかわいいおばけが
出来上がりました。

運動会の園対抗リレーで幼稚園の緑チーム
が優勝をしてトロフィーを頂きました。
皆、力を合わせてよくがんばりましたね。
優勝おめでとう！！

ハルナ幼稚園をご退職されました
が、又時々は、ハルナに遊びに来て
下さると言って頂いています。
その時はみんなで喜んでお迎えしま
しょうね。

◆11/11(土)◆年少児以上
体育ローテーションや日課活動を見て頂いた後は、
保護者様とミニ設定保育をし、歌･合奏やオペレッ
タの発表をご覧頂きます。

◆11/17(金)◆年長児
電車に乗り、おかいものへ行きます。
公共の場のマナーなども学んだり、自分達で計算をして
お買い物をします。

◆11/11(土)～12/6（水）◆年少児以上

◆11/20(月)～11/22(水)◆
職員研修の為休園致します。
致します。

芸術の秋の行事として青組以上、絵画作品の展示
を幼稚園内ホールにて行います。

ご理解・ご協力お願い

◆11/14(火)◆【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に話を伺え
る機会を設けています。

◆11/28(火)◆赤組（満３才児）半日保育
体育ローテーションや日課活動を見て頂いた後は、かわ
いい歌の発表を見て頂きます。

◆11/15（水）◆赤組・青組・黄組
◆11/16（木）◆藤組・イマージョン
各クラスごとにホールで画用紙に自由画を描きます。
どんな作品が出来るか楽しみですね。

◆11/29(水)◆年少児以上
お友達からの歌とありがとうカードのプレゼントや
お母様方が製作やゲームのプレゼントをして下さいま
す。
皆でお祝いをしましょう。
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藤Ｂ組
松本叶花さん
年長児のお友達

青Ａ組
伊丹菜那子さん
満３歳児のお友達

黄Ｂ組
宗保 遵くん
年中児のお友達

４つのピー スを
さんかんのひに
みていただくことを
さいごのうんどうか
た
の し み に 、 みん
い、がんばっている
なで
ち か らを あ わ
げんきなすがたを
せ
てがんばろう
みていただけるの
ね。
がたのしみですね。

あわせていぬが
おともだちに「ばい
かんせいしまし
ばい」してもらえると
た。「 こっちだよ」
うれしいですね。
とおともだちにも
つぎのひおともだち
おてほんをみせ
にあうのがたのしみ
てくれます。
になりますね。

いろんなせい
たいふうでもおと
さくができると
うさんはかぞくの
たのしいです
ためにがんばって
ね。おばけがい
くれているので、
まにもとんでい
かんしゃのきもちを
きそうです。
つたえましょうね。

年長児のお友達

年中児のお友達

年長児のお友達
ちいさなおとも
だちにたいして
やさしくしんせつ
におてつだいを
してくれて、みん
な の お ねえ さ ん
です。

年少児のお友達
オノマトペでと
びばこやさかあ
がりがうまくでき
るようになりまし
たね。

年長児のお友達
「さるかに合戦」

いまにもとびだして
きそうな、さるとかに
ができました。

おかしもの
やくそくをまも
って、ひなん
することがで
きましたね。

年中児のお友達
「ハロウィン」

ま じ ょが そ ら を と ん で
いますね。キラキラとほし
がかがやいています。

むずかしいこと
やにがてなことが
あっても「がんば
ってする！」とまえ
むきにとりくむこと
ができます。

年少児のお友達
「ぶどうとキツネ」

かわいいきつねが、ぶど
うをみて、どんなおはなし
をしているのかな？

満３歳児のお友達
「くり」

かわいいめをしたく
りですね。しっかりと
のりをのばすことがで
きました。

学力テスト
10/18（水）小学生・中学生

ハルナ大運動会
10/8（日）

流しそうめんパーティー
10/11（水）年少児以上

ボランティア学習
10/16（月）
イマージョンクラス
“where is the boys”
Boy
”Let’s do a high
five”
Miss
Natalia

ピザパーティー
10/27（金）

どんぐり学園交流会
園外保育：赤組（どんぐり）
10/24（火）

消防避難訓練
10/30（月）

カレーパーティー
10/20（金）年長児

