・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

夏休みの宿題で描いた絵画が二科展で表彰されま
した。真穗さんが色鮮やかなお花に囲まれてニコニコ
笑っている絵を描いてくれました。

奈良県教育委員会より、奈良県の子ども
達の基本的生活習慣の向上や、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・
冬で実施させて頂いています。
１２月１日より１ヶ月間、再度始まりましたの
で毎日頑張りましょう。

１０月・１１月
頑張りました賞

年中児の
お友達

入賞
「お花畑と私」

年少児の
お友達

11/11（土）年少児以上の秋の保護者参観
と、秋の発表会を行いました。
保護者様より感想文を頂きましたので一部
ご紹介させて頂きます。

発行日
平成２９年１２月１日

（略）実際に授業を見て、家で見せる態度と違って、子供が真面目に、また真剣に授業を受 香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
けている姿に子どもの成長を感じる事ができました。（略）過日の運動会や本日の参観、さ
担当
中野佐紀
らには父母への対応から、子供を思う貴園の方針、取り組みがよく理解でき、子供を入園さ
せて改めて良かったと考えております。
年長児の保護者様
（略）今回製作したすきノートは後日家族全員が参加して最終ページを残して完成させまし
た。入園児より製作出来ればもっと子供の成長を感じられる物となったと思いますが、今回家
族で時間を共有できた事と完成したすきノートは良い思い出になると思います。残り少ない
幼稚園生活ですが、子供にはおもいっきり楽しみながら成長してほしいと思います。
年長児の保護者様
（略）園長先生のご挨拶通り、お友達とは一言も話さず、今回はずっと息子だけを見ていまし
た。またいつもは息子の姿を家族に見せるためにビデオや写真を撮るのに必死でしたが、今
回はそれもやめました。おかげで息子の姿、一つ一つの表情、成長を目に焼きつけることが
出来、有意義な時間を過ごす事が出来ました。記録に残すことも大切ですが、自分の心と
脳に残す記憶も大切だなと感じました。
年少児の保護者様
11/25

丈元
夫気
なよ
かく
ら
だ薄
着
で
つ
く
る

今
月
の
し
つ
け

いよいよ、２０１７年もラストの月になりました。いつもは一年があっという間
に過ぎるのですが今年は違った感覚があります。ついこの間の事のようにも感
じますし、また随分昔の事のように感じられることもあり、体内外の時間感覚が揺れているなと感じます。け
れど、園児達の成長を見ていると運動会が終わると、声のボリュームも大きくなり、給食のおかわりも多くな
り、秋の参観が終わると、静と動のけじめがや切り替えが上手になり、発言も多くなり、緑組や赤組さんまで
「えんちょうせんせい」と呼んでくれるようになるのは（多少の前後はありますが）毎年と一緒です。改めて
子ども達の強さを感じています。
１１月は秋の参観日、沢山の保護者の皆さんが幼稚園にお越し頂き、ほのぼのとした一日をお過ごしいただき
ました。今年から始めました『すきノート』の作成も、工夫して作っていただいたようで、後日ご提出いただ
いた保護者様の感想文からも、「３年前からやりたかった」「子どもが大人になってからこのすきノートを見る
姿を想像します」と沢山ご感想を頂きました。前々からいつかは実行したいと思っていたことでしたので、ご
感想を頂き嬉しく拝見いたしました。
他にも色々な観点からの感想をお書き頂き力が湧いているところです。今後も園児の成長、園の教育の資質
向上に努めてまいりたいと思います。多くのお励まし、ご評価、ご指摘、すべてにおいて感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
読みたてほやほやの本ですが、『伝え方が９割』という本を読みました。
コピーライターの方が書かれた本ですが、考え方によっては子育てに通じるものがあります。私も含め多くの
親から子どもの事で口をついて出てくる言葉、「いうこと聞かない」けれど、客観的に見た場合、伝え方によ
っては「いうこと聞いたかも」と思うことがあります。
例えばおもちゃが出しっぱなし→片付けなさい！→片付けない…でも、おもちゃが出しっぱなし→このおもち
ゃを片付けてお母さんと○○のおもちゃで遊ぼう！一緒に片付けよう！→片付ける
「そんな簡単にいかないよ～」とお母さん達の声が聴こえてきそうですが、園でも次は○○をするという事を
伝えて片付けをするのと、何も言わずただ片づけをするのでは、全然スピードが違います。ただやみくもに片
付けなさいという言葉を伝えても真に伝わっていないという事になります。言葉を並べただけ、言っただけと
いう事ですね。
この「伝え方が９割」という本の中で特に子育てに通じると思ったところは、【私のお願い】→＊「ノー」を
「イエス」に変える技術＊です。
ステップが３つあります。
Step１ 「自分の頭の中をそのままコトバにしない」
ストレートに自分の想いを伝えることでうまくいくこともありますが、そうでないときも多々あります。言葉
の表現一つで子どもの行動をノーからイエスに変えられるのであれば、喜んで少しの辛抱をいたしましょう。
Step２ 相手の（子供の）頭の中を想像する
相手が何を考えているか、どう考えるかを想像します。例えばおもちゃ片付けてないのは、お腹がすいてきた
から、単に面倒がっている、次の遊びに転動した…と想像を膨らませるという事ですね。
Step３ 相手（子供の）のメリットと一致するお願いをつくる
相手の頭の中をもとに言葉をつくっていき、私自身が求めていることを結果的達成できるようにする。「お腹
すいたね。オムライスつくって食べようか、早く片付けて一緒に食べよう！」というような感じでしょうか。
本の中では、ビジネスシーンや人間関係を例に挙げ書かれていますが、親子関係、子育ても人間の関係です
ので、共感するところが沢山ありました。本の中ほどに
『あなたのお願いを実現させる答えは、自分の中にない。相手の中にある。』と大きく書かれてありました。
納得です。
今年も一年、ハルナ新聞をご覧いただき誠に有難うございました。
今年度からは、園で取り組んでいることの原点やそのメソッドについての説明なども保護者の皆様にお伝え
していこうという事で、記事の内容も少しですが新しい要素を入れて参りましたが、いかがでしたでしょう
か。大切な幼児期を過ごす幼稚園で体験する教育や習慣、行事の事を一つでも多く知っていただきたいと思
っています。そして、幼稚園をよく知っていただくことでより、子ども達との家庭での会話が盛り沢山になっ
ていただけたら嬉しいです。
２０１７年も保護者の皆様に何かとご支援ご協力頂きありがとうございました。皆様のご支援に報いることが
できるようしっかり努めてまいります。
ありがとうございました。
園長 奥 裕子

給食のときのお約束のひとつとして、「ぞうさん歩き」を行っております。
お皿や、お味噌汁などのお椀を自分の手で運ぶ時に、危なくないように
動物の象のように、ゆっくりゆっくりと歩くことを目標に「ぞうさん歩き」を
促しております。
２階にお部屋がある黄組・イマージョンクラスはこの“ぞうさん歩き”を
特に慎重に丁寧に実践してくれています。
階段下に、おかずやご飯が入ったお皿のプレートを先生から受け取り、
左側通行をして各部屋の机まで運びます。
「そ～っと、そ～っと」「ゆっくり、ゆっくり」など自分たちで言いながら
“ぞうさん歩き”で運んでくれています。
また、片付けの時も同じようにぞうさん歩きを行い、陶器のお皿の扱いを
丁寧に行う事ができています。
普段の生活の中でも「ぞうさん歩きで、階段をおりよう」と子ども達同士も気を付けている姿を見ると嬉しく思います。
ぞうさん歩きはただ単に自分の事だけでなく、人に対する気遣いも含まれていると思います。自分がお皿やスープを運び
終わっても他の友達がまた運んでいる最中かも知れません。友達が運びやすいようにぞうさん歩きをすることが他の人
への真心だと思います。園児達に「ぞうさん歩きで」と言うとさっとできます。ご家庭でも言ってみてあげて下さい。

文字ブロックは、青Ｂ組の子ども達が大好きな遊び
の一つです。初めの頃は同じ色同士で形を作ったりす
る遊びが多く見られましたが、最近ではひらがなプリ
ントなどを通してひらがなを読める子が増えた事もあ
り、文字ブロックを使って「○○ちゃんのお名前を作
ったよ」とお友達や自分の名前を作ったり、ひらがな
への興味が遊びの中にも出てくるようになりました。
また、読める字が増えた事が楽しいようで、
「これは○
○だよ」と文字ブロックに書いているひらがなを嬉し
そうに教えに来てくれます。

①各行事を通してやれば何でもできるというチャレン
ジ精神を培った年長児の子ども達が山登りを経験し、
更なる心と身体の成長をはかる。
②幼稚園時代に葛城山に登ることにより、将来、奈良・
大和の地から巣立つことになってもふるさとの郷愁
を思い浮かべ、心に安らぎを覚える人となるように。
又奈良・大和の地から育ったことに誇りを覚えるよう
になるため。

赤組では年少児への進級に向けてお箸の練習に取り
組んでいます。フォークの三点持ちが出来るようにな
ったお友達から順にお箸へ移行しています。最初はつ
まむのが難しそうにしていた子ども達も少しずつ「こ
っちで合ってる？」と持ち方を確認しながら上手に食
べられるようになってきました。正しい持ち方で持て
るよう取り組んでいきたいと思います。

Ice cream

ｖ

クッキング学習（年長児） ●12/1（金）●

２学期終業式 ●12/１5（金）●

みんなで協力しておいしいクッキーを作りました。

１日保育（体操服登園）

おもちつき大会（年少児以上） ●12/5（火）●

学力テスト ●12/13（水）●小学生・申込者

臼と杵でおもちをついて、丸め、後日の給食でおいしい
おもちをみんなで頂きます。

日頃の成果をためす機会です。頑張って下さい。

幼稚園ツアー●12/6（水）●申込者〔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。

大掃除 ●12/8（金）●お手伝いの保護者様
一年間お世話になった園舎の大掃除を行います。
子ども達が清潔に過ごし、良い新年を迎える
為にもご協力宜しくお願い致します。

ハルナ塾・アフタースクール２学期終業式 ●12/１5（金）●
冬休み ●12/１6（土）～1/8（祝）●
長いお休みですので、事故・怪我のない様、新学期に元気
なみんなに会える事を楽しみにしています。

ビギナーズ Ｘ’ｍａｓパーティー（１・２・３歳児対象）
●12/19（火）●当選者のみ
ふたかみ文化センターにて楽しいパーティーを行ないます。

クリスマスパーティー ●12/12（火）●全園児
先生達の発表や楽しいゲームも企画しています。もしか
するとあわてんぼうのサンタさんがやって来てくれるか
も…!?

３学期始業式 ●1/9（火）●
１日保育（体操服登園） 元気に登園して下さいね。

芸術の秋にちなみ、園児一人
一人絵画を描きました。
園児達の自信につながる作品
が完成しました。

年長児のお友達
＜ジャックと豆の木＞

年中児のお友達
＜しゃぼん玉をする私＞

年長児のお友達
＜長ぐつをはいた猫＞
年中児のお友達
＜おにぎりを食べる私＞

年少児のお友達
＜お父さんと僕＞

年長児のお友達
＜Ballon and me＞
満３歳児のお友達
＜ゆきだるま＞

年少児のお友達
＜お父さんと私＞

オペレッタ

うた

Little Red Riding head
お友達の動きなども一緒に覚えて
皆で声を出し合いながらクラス全員
でオペレッタを作り上げました。
又、声や動きだけでなく顔の表情も
友達同士で顔を見合いながら練習に
取り組む姿が担任として愛らしく微
笑ましい練習風景でした。

I love them all
２学期からボイストレーニングを導
入して発声の練習を行なっています。
口を縦に大きく聞き、“卵のお口”で
発声を頑張っています。高音部分を
発声でのきれいな声で裏声で歌える
様に練習してきました。また、歌詞の
意味を理解して気持ちを込めて歌え
る様になりました。

合奏
ピアニカは５本の指を使って練習を行って
います。みんなで「これはどの指で弾くのだ
ったかな？」と確認し合いながら毎日少しず
つ練習を行っていました。大だいこ・スネアも
加わり、指揮者を見ながら演奏することを心
がけました。

当麻園慰問

英検 Jr.

●10/31（火）●年長児

●11/1（水）●

当麻園のおじい様おばあ様への
フラワーアレンジメントのプレゼン
トを作りました。オペレッタや日
舞、歌の発表に涙ぐんでおられる
おじい様やおばあ様もいらっしゃい
ました。今までお仕事をしたり、日
本の歴史を作ってきて下さったお
じい様おばあ様に感謝の気持ちを
伝える事が出来ました。

おいもほり
●11/1（水）●藤組・イマージョン
●11/2（木）●黄組・青組

今年もどんぐり学園長の平岡先
生のご厚意でおいもほりをさせて
頂きました。平岡先生から掘り方
や“鳴門金時”といういもの種類だ
というお話を真剣な眼差しで聞い
ていました。手で土の中を夢中で
掘り起し、たくさんのいもに大喜び
の子ども達でした。

問題が流れると、真剣な
表情で耳を傾けて聞き、取
り組んでいました。１問１問
じっくり考えながら解答
し、終わった後も見直しを
する姿も見られました。今
回は 24 人が受検し、学習
してきた成果を発揮する事
が出来ました。

ボランティア学習
●11/1（金）●藤Ｂ組
●11/17（金）●黄Ａ組
●11/24（金）●藤Ａ組
２回目のボランティア学習という
ことで、子ども達は朝からとても
楽しみにしていました。一緒に手
あそびをしたり、ボールで遊びま
した。藤組は車イスと食事介助体
験をさせて頂き、いたわりの心を
持って取り組みました。

お買い物学習
●11/17（金）●年長児

園長先生よりおこづかいを頂き
お花屋さん、パン屋さん、文房具
屋さんへお買いものへ行きまし
た。行き帰りは電車を使い、点字
ブロックの意味や電車の中での公
共のルールも学びました。普段の
保育とは違い、町に出る事で社会
でのルールや交通ルールなども学
ぶ事が出来ました。今回の経験を
４月からの小学校への通学にも役
立ててくれる事を願っています。
お買い物をした品物はお家の人へ
のプレゼントをしました。

赤組保護者参観

お誕生日会

●11/28（火）●

●11/29（水）●年少児以上
10・11・12 月生まれ

「参観日はまだかなぁ」とこの日
を楽しみにしていました。日課や
体育ローテーションを見て頂いた
後、おゆうぎの発表会を行いまし
た。甲羅を背負った元気なカメさ
んや、可愛いキリンさんに変身し、
かっこよく踊ることが出来た赤組
さんでした。

お誕生日のお友達はかんむりを被ってとても誇らしげな表情を見せ
てくれました。お部屋では前で自分の名前や大きくなったらなりたい
もの等、しっかりと発表してくれていました。又、お母さんへ「産んで
くれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えることも出来ました。

１１月２３日の勤労感謝の日によせて、年長児とハルナ塾生が自分達の身の回りで働いて下さっている人はどんな人達が
いるかを話し合いました。国や県・市町村で私達の住みよい街づくりをして下っている方、病院の先生や、沢山のお店屋
さんなど、様々な所で働いて下さっている方がいるから自分達の生活が出来るという事も理解してくれていました。そし
て、子ども達ひとりひとりが一番感謝の気持ちを伝えたいお仕事をされている方とおうちの方にありがとうカードを書
いて送ることにしました。１枚１枚丁寧に仕上げ、子ども達の気持ちを伝える事が出来ました。２３日迄に着く様に郵送し
たところ、お礼のお電話やお手紙を頂きました。「この仕事をしてきて初めてこの様な嬉しいお手紙を頂きました。」と
喜びのお声も頂きました。日頃、目には見えないところでも私達は沢山の方にお世話になっています。感謝の心を忘れ
ず、これからも様々な人々にありがとうを伝えていきたいと思います。

よしむらファミリー歯科様より
お手紙を頂きました。
髙垣友里さんが送りました。

高田警察署様より
お電話を頂きました。
小坂雪菜さんが送りました。

池尾小児歯科様より
お手紙を頂きました。
山内栞奈さんが送りました。

谷山耳鼻咽喉科クリニック様より
お手紙を頂きました。
二日市実希さんが送りました。

Clema REGU 様より
お電話を頂きました。
福原綾乃さんが送りました。

年中児のお友達
黄Ｂ組
宗保 遵くん

年長児のお友達
藤Ｂ組
松本叶花さん

おともだちに「ばい
みほんをみな
ばい」してもらえると
がらていねいに
うれしいですね。
じぶんのなまえ
つぎのひおともだち
をかくことができ
にあうのがたのしみ
ました。
になりますね。

たいふうでもおと
サッカーがん
うさんはかぞくの
ばっていますね。
ためにがんばって
おともだちもいっ
くれているので、
しょだとたのしく
かんしゃのきもちを
れんしゅうできま
つたえましょうね。
すね。

うでのちからを
さいごのうんどうか
しっかりつけて、
い、がんばっている
ローテーションで
げんきなすがたを
もたくさんれんしゅ
みていただけるの
うしましょうね。
がたのしみですね。

年長児のお友達

年少児のお友達
青Ａ組
伊丹菜那子さん

満３歳児のお友達

年中児のお友達
まいあさ、えいごのせん
せいにも'good morning'
とげんきよくあいさつが
できます。あいさつをす
ると、いちにちがきもち
よくすごせますね。

緑組のお友達
みんなのうた ご
えをきいて、きっ
と た いまえんの
みなさんは、な
がいきしてくれる
とおもいますよ。

年長児のお友達
「紅葉」

おりがみでしかをおりま
した。なかよしの２ひき
のしかがたのしそうで
す。

せんをかいたり
てんをつけたりし
てうれしいきもちを
ひょうげんしてくれ
ています。

年中児のお友達
「リスと落ち葉」

かわいいリスができまし
たね。どんぐりにかこま
れてうれしそうです。

ブロックであそんでる
とき、もってないこを
みつけると“どうぞ”と
わたすことができる
こころのやさしい
ののはさんです。

年中児のお友達
「Autumn tree」

いろとりどりのきができま
した。とりやきつねもかわ
いいです。

年少児のお友達
「どんぐり」

どんぐりがたくさんできてい
ますね。あきをかんじられる
さくひんですね。

