・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
６月１７日（日）の父の日によせて、毎日頑張ってくれて
いるお父さん・おじいちゃんに心を込めて作った作品を紹
介させていただきます。青組以上は春の参観でお家の方
と一緒に作りました。

年長児の
お友達

年中児の
お友達

年中児の
お友達

年長児の
お友達

「フレグランス Tree」 かわいい木の形に写真を貼って、におい玉
を入れました。お部屋に飾るといい香りが漂います。

「壁掛け 家族の動物園」
手形を使って動物を作りました。
そこに保護者の方と動物園を作りました。

年中児のお友達
「Owl’s card」 家族の写真やメッセージを
たくさん書いてカードを作りました。

年少児の
お友達

年少児の
お友達

「メッセージＢＯＸ」
お父様への感謝の気持ちが飛び出す愛情
たっぷりのメッセージＢＯＸです。

先日もプリントにてお知らせ頂きまし
たが、虫除けリングを付ける時の注意
点を再度お伝えします。
①名前の記入
②付けたり外したりしないこと
③友達と交換してはいけないこと
④あげてはならないこと
この４ 点を守れるようにご家庭でご指
導した上で付ける様にお願い致します。

満３歳児の
お友達

「ロケット壁掛け」
手形を取って、ロケットのエンジンにしました。

毎年、皆様にご協力頂いております園児募集ポス
ターを、今年もたくさんの方にご協力頂きありがと
うございます。平成３１年度入園に向けて見学会も随
時受け付けておりますので、ご友人・ご近隣の方々
に是非ともお知らせ下さいませ。
＊ポスターの色が薄くなってしまった
方は、再度お渡ししますので、担任ま
でご連絡下さい。（数に限りあり）
又、８月３１日になりましたら、お手数
ですが、撤去頂きます様、お願い致し
ます。

甘
い
も
の
は
食
べ
のな
まい
な
い

今
月
の
し
つ
け

先日の七夕まつり、どの学年の発表も我が子の発表のように目を細めてご覧くださり本当に有難うございま
した。また子ども達の発表の少し前にはお母さま方の楽しいおしゃべりもストップして、参加の皆様が誰一人
私語がなく静寂の中で、園児が堂々と発表をするという理想的な環境を参加の皆様で作ってくださった事、
誠に感謝いたしております。ハルナは一つの大きな家族と入園・進級式で申し上げたように、兄姉弟妹に送る
まなざしの様に温かく見守っていただきました。
よく時折、講演会、説明会に来ていてもずっと講師の話を聞かずにしゃべっている人、説明会に来ていてもず
っとスマホでゲームをしている人、何をするために来られたのかな、と思う方々を目にすることがあります
が、（何かしらの理由があるのでしょうが）七夕まつりは可愛い我が子の成長と家族の成長を見守っていただ
くためと、明確な目的を共有し、保護者の皆様と心を一つに感じる行事とさせていただきましたこと深く感
謝申し上げます。
少し前にある一文が記事に書いてありました。素晴らしい一文、どの本に書いてあったのかなと元を探ってい
きますと、福澤諭吉「学問のすすめ」の中の一節であることがわかりました。あれ？学問のすすめ＝福澤諭吉
てそれは知ってるけど中に何を書いてあったのかな？そもそも読んでたかな？？？、❔が沢山出て来たので読
んでみようと思いました。もちろん現代語訳で一番わかりやすそうな…と思っていると斎藤孝先生の訳され
た本があったので、その本にしました。ちょっと途中挫折しそうにもなり、私の脳には難しい部分もあったの
ですが、何と、こんな大昔によくもこれだけ先の世の中を見通しておられたのかな、ちょっと予言者に近いよ
うな事を申されていて驚きました。多くの保護者様はきっと「園長先生知らなかったの？」と思われているこ
とと思いますが、今やっと「学問のすすめ」の内容がわかり、高校卒業の気分です。
著書の中に子育て対する考え方に相通じる一節がありました。
『世話の意味→世話という言葉には二つの意味がある、一つは保護と言う意味、もう一つは命令の意味であ
る。保護と言うのは人がやることについて、傍らで見守っていてこれを防ぎ護りあるいはこれに物や金をか
け、あるいはこの人の為に時間を費やしその人が利益や面目を失わないように世話することである。命令と
いうのはその人の為に考えて、その人の利益になるであろうことを指図して、ためにならないと思われること
には意見をし、心から親切にすることだ。これもまた世話という言葉の意味である。～中略～保護と命令（指
図）とは、究極的には両方とも一緒のものなのだ。又その範囲はぴたりとして寸分の狂いもあってはならな
い。保護が至るところには指図が及び、指図が及ぶところには必ず同時に保護が至るところでなければなら
ない。』
こどもに着るもの食べるものを与え、家に暮らし、時間を与え、お金をかけ、学問を与え、機会を与える、こ
れは保護という世話であると考えます。こどもに道理を教え、善悪を教え、感謝を教え、道徳を説く、間違っ
ていれば道を正させ改めさせる指図する、これは命令という世話と考えます。
『保護ばかりして、命令・指図をしなければ明らかに子どもを道楽者にしてしまう、
また指図ばかりして、充分な機会や学問を与えずにいるのは保護を怠っている。一方は親不孝、一方は愛情
に欠けている。（保護か命令の片方しかしないのは）人間の悪事と言える。』
この様なことが書いてありました。よく現代では過保護、過干渉という言葉がありますが、過保護がいけない
からと言って保護しないのも、過干渉がいけないからといって、何も指図しないのでは、子ども達もどこに向
かっていけばよいのかわからないと思います。「保護と命令（指図）の範囲が寸分の狂いもなくぴたりとして
いないといけない」この箇所で胸がドキッとしました。自分という人間の考え方がいつも一貫して同じなの
か、時にはピッタリ合ってないのでは、迷っていないか、怠けていないか。子どもを保護し、命令（指図）する
大人も世話に値する人間でないといけません。
子どもを育てるという事は自分自身の人間の形成でもあるという事だとつくづく思います。
福澤諭吉先生の頭の中には、先で子育てに悩む父母の姿が想像できていたのか、また明治時代にも子育ての
悩みがあったのかもしれませんね。子どもにかかわる悲しい事件は後を絶ちませんが、いつの世の時代であ
っても、子どもを愛し大切に正しく育てたいと思っている、親の心が必ずあるという事を私は信じたいです。
急に暑くなりました。ご祖父母様の体調は如何でしょうか。お身体ご自愛くださいね。お父さんお母さん保護
者の皆様方、暑い中での仕事や家事は大変だと思います。からだを壊さないようにしてくださいね。しんどく
なったら、子どもの顔を見て黙ってニコッとしてみてください。そしたら、子どもがニコッと笑ってくれます。
どんな高価な栄養ドリンクやサプリメントより元気がでると思いますよ。
又お手紙します。
園長 奥 裕子

－２－

年長児のお友達

たまごをうまく
わることができて、
おいしいホットケー
キができましたね。
おうちでもつくって
みてね。

おかたづけがじょ
うずなゆうせいくん。
たくさんおもちゃを
あつめてきれいにさ
いごまでおかたづけ
をしてくれます。お
へやがきれいになる
ときもちがいいです
ね。

ほめてもらうと
うれしいきもちに
なりますね。これ
からもレッスンを
がんばってね。

年中児のお友達

満３歳児のお友達

年中児のお友達

満３歳児のお友達

年長児のお友達
「一緒に座ってくれて
ありがとう」と心を 言
葉にして伝えてくれま
す。感謝の心をたくさ
んもってくれていてう
れしいです。

クラスがちがって
もともだちであるこ
とにはかわりありま
せんね。つぎはど
んなあそびをする
のかな。

年長児の
お友達
「あじさいとかたつむり」

染め紙を作り、色とりどりの
あじさいを表現しました。

年少児のお友達

おともだちの
かおをおもいう
かべながらじょう
ずにかいてくれ
ました。これから
もおともだちとな
かよくあそんでく
ださいね。

年中児の
お友達
「あじさいとかたつむり」

雨模様をクレヨンで書いて絵
の具をぬってはじき絵をしま
した。

毎朝、「おはようござ
います」と大きな声で挨
拶してくれます。これか
らもたくさん心と心の握
手をしましょう。

年少児の
お友達
「あじさいとかたつむり」

６月の製作帳より、ハサミを使っ
ています。かたつむりの身体を切
りました。

満３歳児の
お友達
「あじさいとかたつむり」

２色の紫の折り紙を使い、ちぎり絵
であじさいを表現しました。

7/2（月）より
平成３１年度入園希望願書を配布致します。
ご希望の方がおられましたら幼稚園までご連絡下さい。

7/24（火）・25（水）〔アフタースクール生〕
7/4(水)～7/5(木)〔年少児以上〕
海ではお友達と貝殻拾いをしたり、砂浜でお相撲大会も行います。
色々な経験でお友達同士の輪も広がる事でしょう。
（赤組・おとまり保育不参加者は休園）

9：30～16：30 英語の先生と一日過ごします。
水あそびの用意をお持ちください。

7/27（金)（一日保育）
楽しい夏休みを過ごしてください。

7/27（金)
7/10(火) （赤組：半日保育）
保護者様と一緒に「写真立て」の製作も行います。
日課活動や体育ローテーションも見ていただきます。

7/11（水）（7・8・9 月生まれ）

7/30（月）・31（火）〔予約制〕
ハルナを卒園したお友達とみんなで鈴鹿サーキットへ行きます。
ハルナの家にて懐かしい思い出話に花を咲かせましょう。

保護者様とお友達で歌やありがとうカードのプレゼントでお祝い
しましょう。

7/20（金）青組 （橿原こども科学館）
7/20（金)年長児 （東大寺）
7/21（土）【希望者のみ】

7/6（金）…保育園おとまり保育の為
7/24（火）・25（水）…近畿地区私立幼稚園研修大会の為
7/28（土）～8/20（月）…夏休み

日々の学習の成果を発揮できるよう、頑張りましょう。

7/23（月）
香芝警察生活安全課の方より、歌や人形劇で日頃の安全に
ついて教えていただきます。

５月２７日（日）に課外レッスン空手受講者が大会に参加
して、見事賞をいただきました。
おめでとうございます。これからも頑張ってください。

＜小３男子上級＞

準優勝

相川星七くん（卒園児）

7/3（火）・7/13（金）・7/18（水）・8/28（火）〔予約制〕
平成３１年度新入園児募集として、入園見学会を開催しています。
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。

６月６日（水）在園児・卒園児が空手の昇級審査を受
け、見事合格されました。おめでとうございます。
これからも頑張って下さい。

＜７級＞

＜８級＞
＜９級＞

新谷隼成くん（年長児）
新谷凌成くん（年長児）
三村岳煌くん（年長児）
高島凱良くん（年長児）
向井理央くん（年長児）
宗保 遵くん（卒園児）
盛本湊麻くん（年長児）
角田千禮さん（卒園児）

＊ゴロゴロカレーの具がとても大きくて心配だったので
すが、「咀嚼を促し、表情を豊かに」という目的がある
と知り、納得しました。
年中児保護者様
＊「お口をまあるくふく」ように子育て自体もまあるく折に
触れて今日のお話を思い出しながらやっていきたいと思
います。
満３歳児保護者様
＊家庭ではついつい同じ献立、慎重な味付けとなりがちです
が、幼稚園で様々な食材に出会わせていただけるのがと
てもありがたいです。
年少児保護者様
＊「感謝していただきます。どうぞめしあがってください」と
１人で言ってから食事をするようになりました。（略）
自宅でお残しする際には「もう食べられません」と言うよ
うになっており、幼稚園での教えを守っている様子が伺え
ます。（略）多彩な味付け、メニューを参考にがんばって
いきたいと思っております。案外しっかりした味付けに驚
きましたが、それも必要な事なんだと知りました。
年少児保護者様

６月１３日（水）に平成３０年度第１回母親大学が行なわれまし
た。「思いやりの心を育てる子育てとは！」というテーマで講師
福田靖久先生（モラロジー研究所）大変温かいお話をいただきまし
た。参加された保護者様より感想文をいただきましたのでご紹介さ
せて頂きます。

GrapeSEED

English

－５－

/

/

どんぐりの入所者の方々とボー
ル送りゲームや手あそびをしまし
た。「〇〇さんどうぞ」と名前を呼
んでボールを渡したり、好きなお
寿司の話をしてお寿司を作ったり
とたくさん話し関わる事ができま
した。

ハルナ幼稚園に沢山のお友達が
来てくれました。みんなでダンス
や体操、色々な競技をして思いき
り体を動かしました。アンパンマ
ン達も遊びに来てくれて、楽しい
一日を過ごしました。

/

「お誕生日おめでとう！」と沢山
のお友達からお祝いの言葉をもら
い嬉しそうな様子でした。お母さ
ん先生からは楽しい出し物やゲー
ムをしてもらい、みんな大はしゃ
ぎで楽しい時間を過ごしました。

/

初めてのクッキング学習ではホ
ットケーキを作りました。粉と牛
乳と卵を入れて混ぜました。プレ
ートの上に生地を流すといいにお
いが広がり、出来上がると美味し
いと笑顔でいただきました。クッ
キング学習を通していつもお料理
を作ってくださっている方々の気
持ちも学んでほしいと思います。

r.
/

いつもと違う雰囲 気 の静
かな教室で、全グレード合わ
せて２９名が受検しました。
ＣＤから流れてくる英語の質
問を真剣に聞き取りながら受
検してくれました。

/

世界 一 大きな蝶の標 本を見た
り、においで仲間を呼ぶ蝶のにお
いをにおってみました。また花園
に飛び回る蝶を間近で見れて、た
くさん昆虫とふれあう事ができま
した。

/

/

どんぐりの入所者さんと一緒に
散歩をしたり、触れ合いダンスを
しました。車椅子を押しながら入
所者さんを気遣ったり会話を楽し
みながら散歩する事が出来まし
た。触れ合いダンスでもぎゅっと
したり手をつないだり沢山触れ合
う事が出来ました。

全ての級を合わせて４４名が受
検しまました。問題を一問ずつし
っかりと読んで、丁寧に書いて解
く事が出来ました。時間いっぱい
間違いがないか見直す姿も見ら
れ、真剣な表情で最後まで頑張
る事が出来ました。

/

入水する前には元気よくかけ声
を掛けながら準備体操を行ってい
ます。青組以上はハルナの広場に
ある噴水で水あそびをします。立た
ない事、お尻をつけて遊ぶ事を約
束ごとにしています。事故のない
様、危険のない様、そして楽しく水
に触れていきたいと思います。

/

どんぐりの入所者さんと一緒に
手あそびやみんなで輪になってロ
ンドン橋をして楽しく過ごしまし
た。車椅子を押す体験もさせてい
ただき、「押しますね」と優しく声
をかけることも出来ました。

