・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を置いて指導をし
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。

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
年少児のお友達

絵画作品掲示期間：11/10（土）～12/4（火
洗濯物をたたむ
お手伝いをしてくれ
ています。丁寧にた
ためる様、頑張って
くれています。

藤組：裸の王様 黄組：牛方と山姥 青組：みんなでお芋
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、友達の
名前の漢字を見つけて教えてくれるようになりました。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。

米田友香

個人戦 優勝 年長児
本田瑛葉さん（３０秒：１６個）
団体戦 優勝
７班：年長児（４５秒：グループ平均２４個）
衛藤柚波さん
岸本珠愛さん
田川羽那さん

樫根奈佑さん
坂口翔祐くん
田中陸統くん

ハルナ幼稚園オリジナルの『元気もりも
りご飯』を紹介いたします。『元気もりも
りご飯』の名前は、数十年前の藤組の子ど
も達の考案した名前です。
園児に人気のあるメニューの一つで、カル
シウムたっぷりの小魚とビタミン・ミネラ
ル・食物繊維と栄養豊富なゴマを使用した
混ぜご飯です。アクセントにピーマン漬け
と天かすが入っています。また、ピーマン
漬けには、ピーマンが苦手な子にも形や味
を変えることで食べられる様になって欲
しい、そして食べられたという自信を持っ
て欲しいという園長先生の母心からの材
料の一つとなっています。毎月一回お給食
に登場します。
栄養士 東
お楽しみに～♪
管理栄養士

竹谷
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秋の穏やかな季節となりました、１年の中でも読書の秋、スポーツの秋、
食欲の秋と秋を語る代名詞が多く存在していて何か意欲が湧いてきますね。
園児達は、運動会の前と後ではここまで違うのかなぁと感心するほどに挨拶の声、きをつけの姿勢、言
葉の数、表現力、倍増と言っても過言では無いほどのエネルギーを感じられます。今までは私の方から
送っていたアイコンタクトも園児達の方から貰うことも多く、「どこかから視線を感じるな」と思ってい
ると、遠いところから手を振ってくれていたり、小さな窓の向こうから笑顔の園児がアイコンタクトを送
ってくれているのに気づきます。色々とこちらから働きかけているつもりが園児達の方が私達に「もっと
色んなこと教えてね。」とサインを送られているような気もします。大人だけの充実の秋の季節ではな
く、園児達の心やあたま、からだの成長をしっかり働きかけていきたいと思っています。その成長の中
には今目に見える成長もあれば、学年や年齢がすすむ中であらわれてくる成長もあると思います。今は
見えないけれど、いつか役に立つような、人間の底の方に蓄積されるようなそのような力を育みたいと
常々思っています。
以前、ＮＨＫで養老孟司氏と宮崎駿氏の対談の番組がありました、タイトルも”こどもたちへ"。これは
見なければ、と録画をして夜中にゆっくり見たことを覚えています。あれだけ、たくさんのアニメーショ
ン映画をつくっておられる宮崎さんのお話の中に「トトロを 100 回みたとお手紙をもらうが 100 回も見
たらダメだ。好きなアニメだったらちょっと思い出して一年に一度みるぐらいでいい。本当に何度も見る
必要なものは、自分の生まれ育ったところの風景だ。自分の目で見る風景がひとりひとりの原風景にな
る。自分の家の窓から見る風景、そこから見える木、近くの山、海、川、沈む夕陽、そういったものを見
ていないと基になる原風景がない。」と話されていました。私も町というと祖母と一緒に暮らした今里
の近鉄電車の通る風景が目に浮かびますし、山や森といえば、奈良の赤膚山の森を自転車で駆け抜け
ている自分が浮かんできます。その後この香芝の山々を見て毎日を暮らしているはずなのに子どものと
きに見た風景は心に深く刻みこられています。きっと、保護者様も同じように思い起こされる原風景が
あるでしょう。ハルナの子ども達も幼稚園のお教室からみる森の木々、園庭から空を見上げると他に余
計なものはなく空と木だけが見える美しい風景、澄んだ空の色しっかり、見せてあげたいなと思いまし
た。
以前退職された先生の結婚式で、ご両親に宛てられた手紙に「おけいこからの帰りいつもお迎えに来
てくれたお母さん、お母さんと一緒に話しながら帰った道の風景が目を閉じれば思い出されます」と話
されていました。そこで見るふるさとの風景に誰と一緒に存在したのかそれも幼いころの心に染み込ん
でいたのでしょう。とても心温まるお手紙でした。
親は時として子どもの方ばかりを向いてあれをしないといけない、これをしないといけないと、思っ
てしまい頭を下げて視野が狭く、視線が低くなりがちですが、もう少し頭をあげてもっと広い周りを、
子どもと一緒に同じ方向を見ることの必要性を深く感じた次第です。
親だけでなく、これは先生にも言えることです。もっともっと子供たちの視線を広いところにもってい
けるよう導いてゆきたいと思いました。対談の中で宮崎先生のアトリエには、いろいろな地方からの出
身者がいらっしゃって、木を描いてというと南のほうの方は南国の木を北のほうの方は北国の木を描く
と言われていました。ハルナの子ども達はどんな木を将来描くのでしょうか。携帯の小さな画面から見
た木や、Youtube で見る木ではなく、自分の眼で見た奈良の木を描いてくれるでしょうか。日本の宝
物の四季、とりわけこれからの秋は紅葉の美しいところに私たちは住んでいます。日本の秋の美しさが
描ける人、又描けなくとも目を閉じれば想い出せるそんな人に育ってほしいと思います。そして、その
目を閉じた風景の中に大好きな家族の人がいたら、その子どもの心は言葉では表せないやすらぎと愛
で、温かく優しい気持ちになるでしょうね。そんなことを考えながら、園児達を見ていると益々、気持ち
が高揚します。ハルナの宝物の子供たちと一緒に二学期の折り返し地点を通過します。
もうすぐ保護者参観ですね。昨年に引き続き「すきノート」を製作します。家族の方と一緒につくる絵
本です。大人になってからこの絵本を読む時に、どのように感じてくれるか楽しみです。
それでは又おてがみします。
園長 奥 裕子

秋の味覚と言えば、秋刀魚・まつたけ・栗・さつまいも・
柿といろいろありますね。10 月、11 月のランチメニュー
にも秋の味覚がたくさん出てきます。
先日、理事長先生より「まつたけ」が届きました。
前日に採れたての松茸が届き、
「新鮮なまつたけを是非食べさせてあげて
ね」と理事長先生からメッセージをいただきました。お給食の先生達は
「美味しい間に…」とメニューを変更して、朝からはりきって調理をし
てくださいました。まつたけと記念撮影をして、大きさにびっくりの子
ども達でしたが、手触り、大きさ、香りなどそれぞれに感じとってくれ
たことと思います。
まつたけについて調べたところ、
「香りまつたけ、味しめじ」と言われ
るほど、香りを楽しみに食されています。まつたけがこれだけ高級品と
言われているのは自然状態が奇跡のように出合うことで始ま るそうで
す。アカマツの林齢、日当たり、雨量、気温、湿度など全ての条件が合
わないとまつたけは生えてこないそうです。ですので、人口栽培ができ
ないとも言われています。
そんなめぐり合いの奇跡とも言われているまつたけを子ども達は大喜び
でいただきました。まつたけが出来る条件を話すると、
「すごいね！」
「こ
んな美味しいの初めて」とのいつも以上におかわりをして、秋の味覚を
いただきました。日本には四季があり、食べ物も四季とともに変化をす
るところが日本食の良さだと思います。世界でも和食が注目されている
ので、園児達が世界で活躍するとき、日本食をよく知っている人になっ
て欲しいです。

10/27（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。「Let’s
listen to the sound 」 や 「 Let’s drop
some snow」など Newspaper で遊び、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。

次回のビギナーズ開催日
１月１２日（金）節分製作

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。

◆11/10(土)◆年少児以上
体育ローテーションや日課活動を見ていただいた
後は、保護者様と「すきノート」を製作して、秋の
発表会として歌･合奏やオペレッタの発表をご覧い
ただきます。

◆11/26(月)◆予約制

はつしば学園小学校の先生のお話を聞かせていただき
ます。

10 11 12

◆11/1３(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。保護者のご友人・知人で興味
のある方にぜひご紹介ください。

◆11/27(火)◆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。

◆11/14(水)◆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。

◆11/29（木）◆年長児
奈良の世界遺産である東大寺へ行きます。
大迫力の大仏様を拝みましょう。

◆11/20(火)～11/22(木)◆
秋休みを通して教職員の資質向上のため、ご理解・
ご協力お願い致します。

◆11/30(金)◆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
い歌やおゆうぎの発表を見ていただきます。

年長児のお友達

年少児のお友達

年中児のお友達

からてのレッ
スンをがんばっ
ていますね。い
ろのついたおび
をもらえたら、
またおしえてく
ださいね。

ちょうじょうまで
あるくのがたいへん
だったけど、みんな
でたべるおべんとう
は、とてもおいし
かったですね。

年少児のお友達

Mio is very good at
writing practice.
Her back is always
straightup and her
writing it beautiful.
Thank you very
much.

年長児のお友達

年長児のお友達
当麻園でおじ
い様やおばあ様
に優しく笑顔で
話しかけてくれ
ていました。

年少児のお友達
こんなにもおおき
なおいもがとれて
うれしいですね。
おきゅうしょくで
おいしくいただき
ました。

年長児のお友達
「さるかに合戦」

Mr. ホ リ ー と い っ し ょ に
つくり、ちからづよいさると
カニができあがりました。

まいにちあつい
なか、よくがんば
りましたね。ゆうき
くんのブリッジとて
もかっこよかった
です。

年中児のお友達
「ハロウィン」

１つ１つていねいにたくさんの
ほしがかけましたね。にっこり
とほほえむまじょもかわいらし
いです。

困っているお友
達がいると必ず声
を掛け、手を差し
のべてくれる優し
い大海くんです。

年少児のお友達
「Zebra」

がようしをほそながくじょ
うずにちぎって、そうげんを
ひょうげんしてくれました。

年少児のお友達
「ぶどうとキツネ」
め
を彰
し人
たく
きん
つの
ねよ
で
すう
ねな
。や
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し
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住友生命主催の第４２回子ども絵画コンクールにて
下記のお友達が賞をいただきました。
おめでとうございます。

＜優秀賞＞ 村上知大くん（年中児）
＜努力賞＞ 辻
唄さん（年中児）
＜佳作＞
渡部奏来さん（年少児）
水本桃華さん（年長）

動
い
て
る

毎日英語の先生とたくさん会話しているハルナの
園児達。イマージョンクラス・藤組と黄組が園外保育と
して Expo City にある English Village へ行ってきまし
た。毎日会う英語の先生とだけではなく、違う国の方に
声掛けしてもらっても返事できるようにたくさんの方と
話してきました。様々なテーマの部屋でそのテーマに沿
った英語を学びました。Restaurant でメニューを作り、
Police station で犯人さがしをし、Bank でお金の数え
方を教えてもらったり、たくさん English を聞き、話して
きました。インストラクターさんに「They are so good in
English」とほめていただきました。パンフレットを持って
帰っていただいてますので、またご家族の方と一緒に
行ってみてください。

年長児は３月のホテルニューオータニで
のテーブルマナーを目標に２学期よりナフ
キンを持参し、食事のマナーとしてひざを
閉じて食事をする事を練習しています。
年少と年中も一緒になって、お互いに教え
ながら食事を取ります。
「close your mouth at chewing」
「you have rice on your chin」
「you forgot your left hand」など、
みんなで気持ちよくきれいに食事を
できる事を目指しています。

ハルナ大運動会
10/6（土）・7 日（日）

ピザパーティー
10/10（水）年少児以上

10/6
HARUNA

消防見学
10/12（金）年長児
ボランティア学習
10/11（木）イマージョン
where are the
boys/girls?
touch their hand

おいもほり
10/15（月）

ボランティア学習
10/17（水）黄Ａ組

どんぐり学園交流会
10/16（火）赤組

カレーパーティー
10/19（金）年長児

ボランティア学習
10/22（月）藤Ａ組

当麻園慰問
10/25（木）年長児

秋の遠足 in 東条湖おもちゃ王国
10/31（水）

Trick or Treat

