・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

発行日
令和元年６月３日
香芝市上中１１７６－１
ハルナ幼稚園
担当 中野佐紀
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新年度が始まって３つ目の月、６月です。
新しく入園してきた園児達も次に何をするかという見通しがつくようになり、私が
時々「もう帰るの？」と尋ねると、「まだでしょ！まだお給食食べてないでしょ！」と自信満々に答えてくれます。
短い間に園での１日のスケジュールがわかるようになったことに感心します。あちらこちらにハルナの先生が行き
かう集団の活動のあと、一番小さいクラスの赤組さんがきちんと自分のクラスの先生を見分けてついていく様子
はすごいなぁと毎回感心させられます。当たり前と言えばそうなのかもしれませんが、園児達が生活の中で表して
くる能力にきちんと気付いていきたいと思っています。「みんなでできるようになるからこそひとりでできるよう
になる」個の力を伸ばすために必要なチームの力をこれからしっかり伸ばしていきたいと思っています。
数年くらい前から、毎朝日めくりカレンダーを黙読しています。ある僧侶が書かれたことばを集めた日めくりカレ
ンダーで、１日~３１日３１編の短い法話が書かれているものです。本日３日に書いてある文章を紹介します。

この文章に何の説明もいりませんね。すがすがしい気持ちで朝を迎えられました。この他の日も色々と考えさせら
れることが書いてあります。随分前に理事長先生にいただいた物ですが、２~３年ぐらいきちんと読んでいません
でした。ある時ふっと目にしてなんで今まで読んでいなかったのだろうと後悔しました。ハルナの先生方の何人か
にプレゼントをして、時々朝今日もいいこと書いてあったねと話すこともあります。卒園児が親元を離れて上京す
るときや、留学するときにも渡している日めくりカレンダーです。まだ何冊か手元にあるので、ほしいと思う方は
直接お声がけくださいね。
先月のハルナ新聞で紹介した本を「私も読みました」「本貸してください」と声をかけていただき喜んでいます。
一昨日、令和元年はじめてのハルナＰＴＡ本部役員会を行いました。本部役員の皆様と今年度の行事スケジュー
ルや方針、役員活動における考え方等、色々な話し合いをさせていただきました。開会のご挨拶等、会の最中に
ご挨拶をお聞きする場面がありました。本部役員の皆様が少し椅子の向きを変え、お話を聞こうと姿勢を作ってお
られるご様子、「流石」と心の中で感心していました。会議や会合に出させていただく機会はだんだん多くなって
いますが、聞こうとされている方と全く聞くつもりのない方と頭をあげている人間としてはよく見えてしまいま
す。又会合によっては誰も聞く体制でない人ばかりというのもあり、一生懸命前でお話をしておられる方に気の毒
に思う事もあります。ＰＴＡ本部役員の皆様が、きちんと聞く姿勢をもたれた方ばかりで本当に嬉しく思いまし
た。会には必ずその会で長となられる方がおられ、ボランティア精神でされている方がほとんどだと思います。
同じ会の中でも長となられる方はその分お仕事も多いはずです。そんな諸々のことも含めて敬意と感謝をあらわ
し、聞く姿勢をつくるのが肝心だと思います。本部役員の皆様がさっとそのようにしてくださっていることに感謝
をいたしました。
今年度から園の意向をおくみとりいただき、長年休止していた会長制を布いていただくことになりました。
本部役員の皆様のご賛同をいただき、会長には、保育園 木村様、副会長には、保育園 東様 幼稚園 山下様
（任期１年）にご就任いただきます。
園はもちろんのことですが、園児達も本部役員の皆様の行事運営により、安全で安心の行事が実施できます。そ
の恩恵を受ける園児の保護者様は一番美しいことば「ありがとうの言霊」をどこかで動き出していただけたら嬉し
いです。
園長 奥 裕子

年長児のお友達

たくさんれんげ
のおはながさいて
きれいでしたね。
ちょうちょうやてん
とうむしもとんでい
ましたね。

おかあさんに
いつものかん
しゃのきもちを
つたえることが
できましたね。

年少児のお友達

年中児のお友達

年長児のお友達

さいごまでてい
ねいにくるくるとぬ
れましたね。しせ
いもとてもきれい
でしたね。

満３歳児のお友達

年少児のお友達
困っているお友
達がいるといつも
やさしく声を掛け
てくれます。これ
からもやさしい気
持 ち を 忘 れ ない
でね。

満３歳児のお友達
やさしくしてくれ
るとうれしいですね。
おもいやりのこころ
をたいせつにしま
しょうね。

年長児の
お友達

朝登園してくると、
元気よく「おはようご
ざいます」とご挨拶を
してくれます。こころと
こ こ ろ の握手 をす る
と、嬉しい気持ちにな
りますね。

おともだちといっ
しょにあそぶとと
てもたのしいです
ね。どんなあそび
をしたか、またお
しえてくださいね。

年中児の
お友達

年少児の
お友達

年長児の
お友達

「
こ
い
の
ぼ
り
」
てがたをとり、それぞれのお
おきさのこいのぼりをつくり
ました。

３びきの こいのぼりがなかよくお
よいでいるところをつくりました。

あおぞらをきもちよさそうにおよ
ぐこいのぼりをつくりました。

The ladybug is having a
fun time.

保護者参観にご参加頂きました皆様より感想文を頂きましたので一部紹介さ
せて頂きます。

５／11（土）のビギナーズ（未就園児英語親子教室）は、
ハルナの英語の先生達とカプラ（積み木）で遊びました。
カプラをたたいて音を楽しんだり、松の香りがするカプラのにおいをかいで
みたりと目・耳・鼻・手で楽しみました。グループに分かれてカプラを高く積
み上げてお家や線路など様々な形が出来ました。
最後はグループごとに作ったお家と一緒に写真撮影をしました。

＜あいさつチャンピオン＞

①背筋を伸ばす
②手のひらを内側へ向け、耳につける
③指先までまっすぐ伸ばし上げる
これはハルナで取り組んでいる手の挙げ方です。
「姿勢の乱れは心の乱れ」という言葉があるように、姿勢一
つで心も変わり、心一つで姿勢も変わります。又、腰が曲がっていたり、猫背になると胸が圧迫されて呼吸
が浅くなります。それによって体の血液循環も悪化し、体や脳に行き渡る酸素が不足する事で集中力が低下
をするとも言われています。毎日、朝から日課活動を行い、背筋から指先まで真っすぐ伸ばし、姿勢を正す
ことで集中力を高めると共に、子ども達との心も合わせています。

今年度、ハルナ幼稚園では月に１回『ふるさと給食』『日本 1 周おいしいものめぐり給食』の日を取り
入れています。『ふるさと給食』は奈良県産の食材を使用し地元の郷土料理を知ってもらう、という目的
があります。『日本 1 周おいしいものめぐり給食』では普段食べている料理がどこかの郷土料理かと興
味を持ってもらえればと思っております。
４月は吉野葛を使用した『あったかうどん』と石川県の郷土料理『小松塩焼きそば』、５月は縄田農家の
舞茸を使用した『お味噌汁』と和歌山県の郷土料理『梅ごはん』です。
６月は坂口農家の茄子を使用した『揚げ茄子カレー』と長野県の郷土料理『山賊焼」、７月は同じく
坂口農家の茄子を使用した『マーボー茄子』と神奈川県の郷土料理『横須賀水中処分隊
YDT-03 ポークカレー』を予定しております。楽しみにしていてください。
これからもお友達に「美味しかった‼」と言ってもらえるよう努めてまいります。
管理栄養士：竹谷貴美子

＜藤組・黄組＞
毎日朝と夕方の時間を利用し、藤組と黄組は REP の pointing（指で文をなぞる）をしています。
CD から流れてくる story や poem の声に沿って本をめぐりながら pointing しています。1 ページ目からではなく、’
turn to page 44’と English teacher が言うと 44 ページをさがして、’we love school’ と一斉に言ってくれる園
児達。ご家庭で REP の DVD 観賞のご協力もあり、益々園児達は楽しんで REP に取り組むようになってきてくれ
ました。English teachers と園児達の軽やかな声が教室に響いています。

REP Time: 月•火•木•金 9:30～9:50 と 14:40～15:00

５月１２日（日）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。

＜組手 幼年部＞
優勝 中島大智くん（年長児）
３位 宗保 諒くん（年長児）
＜形
３位

幼年部＞
中島大智くん（年長児）

＜組手 中学年部＞
２位 前川悠真くん（卒園児小３）

園外保育
＜石川河川敷公園＞
イマージョン

保護者参観
（年少児以上）
■５／13（月）・14（火）・15（水）・17（金）■
保護者様が幼稚園に来てくださるこの
日を子ども達はとても楽しみにしていま
した。保護者様と一緒にダンスや父の日
のプレゼント作りが出来て大喜びの子ど
も達でした。お忙しい中、お越しくださ
いましてありがとうございました。

■５／13（月）■
ブランコに乗ったり、大きな網の
上で’Let’s have a nap’と言って寝
転んだりして遊びました。チューリッ
プたくさん咲いていて、朝礼でお話
をした’9 colours of tulip’ を探
し、自然を感じながら一日を過ごし
ました。

園外保育
＜ハルナのひろば＞
青組

園外保育
＜石川河川敷公園＞
黄組

■5／13（月）■
ハルナのひろばでバスの遊具で遊
んだり、タンポポやシロツメクサを
見つけて楽しく過ごしました。お弁
当の時間では、自分でレジャーシー
トを広げてお弁当を食べる用意をし
てくれていました。

■5／15（水）■
バスの中でお約束ごとを話すと公
園ではしっかりと守り、元気よく走っ
たり、砂場や遊具で楽しく遊ぶ事が
出来ました。緑がたくさん広がる公
園で最後は皆でお歌を唄いながらお
散歩をして帰りました。

ボランティア学習
黄Ｂ組
■５／20（月）■
どんぐりの入所者さんと一緒に
ボールまわしやダンスをして楽し
く過ごしました。ダンスでは手を
繋いだり、たくさんふれあい、
笑顔があふれていました。

内科・歯科・眼科検診
■5/16(木)・22(水)・23(木)■
静かに順番に並び、「お願いします」「ありがとうございました」のご挨拶
が出来ました。結果はけんこうノートに記載しておりますので、各自で治療の
方をお願いいたします。
学校保健法では眼科健診は幼稚園では義務づけられていませんが、卒園児
のお父様が眼科医でいらっしゃったことから、幼児期に弱視を発見すれば回復
が早いということをご教示いただき、毎年実施しております。
全ての検査は、病院・医院での設備照明の整った診察とは異なり、園内での検
診となりますので、細部にわたる診断結果は各自で通院の上、治療・診察をお
願いいたします。又、園での検診と各市町で実施される乳幼児健診とは項目
が違います。各市町で実施される検診は必ず受けるようにしてください。
第１回母親大学
キャスター：清水健先生

ふるさと園外
＜大阪城＞
年長児
■５／21（火）■
大阪城を間近で見て「うわぁ！大
きいね」と大興奮の様子でした。建
物の中は８階まであり、展示物等も
見ながら最上階まであがりました。
みんなの住んでいる大阪や奈良の
文化や歴史をこれからも沢山知っ
てほしいと思います。

■５／24（金）■
奥様との思い出を振り返りながらお
話やＤＶＤでご紹介していただきまし
た。子育てについてのお話もあり、今
側にいる人へ思いを寄せる大切さを教
えていただきました。

ボランティア学習
イマージョン
絵画あそび
藤組・黄組・イマージョン・青組
■５／27（月）・5/28（火）■
好きな色の画用紙を選び、クラスご
とに決めたテーマにそって絵を描きま
した。１色ずつ使う事やぞうさん歩きで
移動する等、約束事を守り、楽しんで
取り組みました。

■５／30（木）■
どんぐりで一緒に英語の日
課をしました。手を touch し
たり、clap hands を見せたり
して一緒に English で触れ合
いました。入所者さんに「毎
日来て！」と言ってもらい、楽
しい時間を過ごしました。

6/2（日）9：30～11：00
〔雨天の場合９日に順延〕１・２・３歳児対象（要予約）
未就園児のお子様と保護者様とで幼稚園の園庭で運動会を
行いました。アンパンマンも来てくれて、一緒にダンスや競技
をしましょう。〔持ち物：水筒・帽子・タオル・ペン１本〕。
6/3（月）年長児
音楽指導の木野先生と保育園年長児と合同でマーチングに向
けて練習をします。
6/4(火)・6/12（水）・6/17(月)
令和２年度新入園児募集として、入園見学会を開催します。
園長・主任・保護者様方の話を伺える機会も設けています。
（要予約）
6/5（水）年少児以上
子ども達からの歌とありがとうカードのプレゼントがありま
す。お誕生日月の保護者様もお呼びして、みんなでお祝い
をしたいと思います。
6/7（金）年長児
みんなでおいしい野菜スープをつくりましょう。

6/14（金）
園児が毎日食べている給食を、保護者様に試食していた
だきます。
6/18（火）年長児：東大寺＆若草山
ふるさと奈良について学びましょう。

6/19（水）
6/20(木) 年少児以上
今回のお話は「アラジン」です。
朝の２バスの園児は９時までに園まで送りをお願いします。
6/22（土）青組・黄組・藤組
6/22（土）赤組・イマージョン
6/25（火）在園児保護者様対象
着付けの先生をお招きしています、保護者様で七夕まつり
に向けて浴衣を着るお稽古をしてみませんか？
6/28（金）（半日保育）
浴衣に身を包み、キラキラ輝く天の川の星のような子ども達
の笑顔をどうぞお楽しみに！

6/10（月）青Ａ・6/17（月）黄Ａ
どんぐり（身体障がい者施設）へボランティアに行きます。
6/11（火）黄組・イマージョン：香久山公園
青組：馬見丘陵公園

6/29（土）
園児達が毎日乗っているアンパンマンバスに未就園児のお
子様と保護者様に乗っていただきます。アンパンマンもあそ
びに来てくれるかもしれませんよ。

＜古切手＞吉田様・川端様・松岡様・竹田様（卒）

温かいお心遣いありがとうございます。
大切に使わせて頂きます。

