・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。
年中児のお友達

お年
友長
達児
の

年中児のお友達

お年
友長
達児
の
「プレゼントＢＯＸ」 ふたを開けると写真やメッセージが
「キーフック」

たくさんつまっています。

ネクタイやＴシャツも折り紙を使って作りま
した。

年少児の
お友達
年中児のお友達
「house」 お家に見立てた台紙に、メッセージを
書き、アイスの棒を回りに付けました。

年少児の
お友達

「交通安全御守」
絵や写真を貼って愛情いっぱいの御守を
作りました。

先日もプリントにてお知らせいただき
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

「メッセージボード」
クレヨンで模様を描き、指スタンプでネクタイに
色付けをしました。

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。令和２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。

発行日
令和元年７月１日
香芝市上中１１７６－１
ハルナ幼稚園
担当 田中佑季
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今
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ハルナ七夕まつりを園児とお母様方の華やかなゆかた姿の中開催させて
いただきました。
２０１９年度はじめての園児達の発表の場でありますので、さぞかしお楽しみにお越しくださったことと
存じます。ハルナの七夕まつりは、保護者の皆様にもご協力をいただいて、日本の情緒いっぱいの行事
を毎年実施させていただいております。園児達には、幼い頃に日本古来からある七夕のおとぎ話や、七
夕にまつわる日本の文化や習わしを体験し、日本で育った子どもとして文化の記憶を残してほしいと思
っています。
記憶ということで少しお話をしますと、私自身が幼い頃に、毎年夏になると、祖母が仕立ててくれたゆ
かたを着て縁日やお祭りに出かけて行ったことが思い出されます。おまつりに行く前か後だったか、祖
母の家で食べたお素麺、祖母の家の玄関の立て付けの悪い引き戸、明らかに母好みの渋い大人柄のゆ
かたは、少し大人の真似事をしているようで誇らしかったことなどが思い出されます。母は仕事で忙し
く、めったに一緒に縁日に出かける事はありませんでしたが、いつも姉と一緒だったこと、祖母が厳し
くも愛情をもって見守っていてくれたこと、縁日から帰ったら迎えに来ていてくれていた母の顔を５２才
になった今も鮮明に残っています。私自身愛されて育ってきたことを実感いたします。
脳科学系の本が好きでよく読みますが、記憶をたどっていく時、この衣食住に関係することが、記憶の
中の目印になることがあるそうです。保護者の皆様も子どもの時の記憶をたどると、「あの時お気に入
りのピンクのスカートはいてた」とか、「お母さんのたまごやき」とか「幼い頃の部屋の雰囲気」等、思
い出せることがおありだと思います。
何を着ていたか、何を食べたか、どんな場所だったかということを目印にしながら、そこにいる人とど
のような言葉を交わしたか、どのようなつながりや関わり、ふれあいがあったのかということを人間は
記憶をたぐりよせていくようです。衣食住を目印にしながら、周りの人・家族から愛情を受けていたこと
を記憶の中から実感する。人間形成において重要な事だと思います。園児達も七夕まつりの朝、慌ただ
しくもお母さんに着せていただいたゆかたの装いを脳裏に残しながら七夕まつりの想い出を残していく
のではと思います。
これからも私達はハルナの色々な行事の中で、親子や家族の愛を育み、記憶に残る一日を提供してい
けるよう努めて参りたいと思います。園児が私のような年齢になって「あの時のお母さん美しかった
な」と想い出してくれる七夕まつりであったら嬉しいです。
もう一つ、七夕まつりといえば想い出す２人のお母様のお顔、お一人のお母さんは、病弱で自分の体
調不良で園児を休ませなければならないくらいの方でした。２人の子どもを園に通わせてくださいまし
たが、この時期は一番のお母さんの体調が悪くなる時期でもあり、七夕まつりはお父様が来られること
もありましたが、ほとんどがご欠席でした。「この時期にある行事を憎く思うことさえある」と相談され
たこともあったほどです。２人目の弟が年長児の時、少し体調も回復され、初めて七夕まつりに参加す
ることが出来、ゆかたを着て来られたお母さんが「やっとゆかたを着て来れました」と言われ、「よかっ
たね」と抱き合って泣きました。あの時のお母さんの顔は一生忘れないと思います。
もう一人のお母さんは、３年前病気で天国に召されたお母さんのことです。長身でモデルさんのような
お顔立ちで何を着ても颯爽とされていて、七夕まつりでも毎年美しくゆかたを着て静かに座っておられ
ました。卒園してから時々お会いはしていましたが、まさかご病気とは知らずにいました。「先生に会い
たい」と突然園に来られてお話したこともありましたが、ご病気のことを知らない私は、大した話もせず
子育てやごくごく普通の会話しかできませんでした。その後、お父様や卒園児のママ友達のお母様に病
気のことを教えていただき、ホスピスでお会いしました。「先生と２人で話したい」と言ってくださり、
長い時間２人で話をしました。目が見えなくなられていましたが、私の手を触りながら、ハルナの想い出
をお話してくださいました。色々な行事のことをお話くださいましたが、七夕まつりのことは特に話し
てくださいました。「ゆかたを着ていかないといけないのが面倒だと思っていたけれど、年々楽しみに
なっていったわ。あの時の私は輝いていたと思う。時代は色々変わるかもしれないけど、先生、七夕は
（親子浴衣着用）ずっと続けていってね」と申されていました。
今年も本当に風情のある行事を開催することが出来ました。後ろの席の人がよく見えるようにかがんだ
り、低くなったりする保護者の皆様のお姿は、まさに和の心、人を想いやる美しいお心にあふれていま
した。元々保護者の皆様方が備えておられる人格であられることは間違いありませんが、日本の文化や
装いがよりその美しい心を引き出してくれたのだとも思えます。先人も現代の人も全ての人々に感謝で
す。
園長 奥 裕子

年長児のお友達

やさいをうまくきっ
ておいしいやさい
スープがつくれま
したね。おうちでも
つくってみてくださ
いね。

満３歳児のお友達

年中児のお友達

な な い ろ のに じ
をかくことができま
した ね。 きれい な
に じをみつけ るこ
とができてよかっ
たですね。

年少児のお友達

た まご のお く
ちをい し きして
いつもげんきよ
くおうたをうたっ
てくれます。

年長児のお友達

年長児のお友達
ナイフとフォーク
を正しく 使う 事が
出来ます。お友達
に持ち方を教えて
あげる優しい心も
持っています。

年少児のお友達

どんなことをして
あそんだのかな。
いっしょにあそぶ
とたのしいですね。

年長児のお友達
「あじさいとかたつむり」

にじみえのぎほうをつかってきれ
いなあじさいがさきましたね。

We saw lot of
thing at the
catsle.
It was fun。

年中児のお友達
「あじさいとかたつむり」

あめもようをクレヨンでかいて、
えのぐをぬり、はじきえをしました。

いつも元気にご
あいさつをしてく
れます。足をそろ
えて、姿勢がとて
も良く、お友達の
お手本になってく
れます。

年少児のお友達
「あじさいとかたつむり」

６がつから ハサミ をつかい、かた
つむりのからだをきりました。
あじさいもきれいにできました
ね。

満３歳児ののお友達
「あじさいとかたつむり」

かたつむりのからだにもよう
をかき、かわいいかたつむり
がかんせいしました。

7/1（月）より
令和２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ください。

7/1（月）より
ハルナのひろばにある噴水で水あそびの楽しさを味わい
ましょう。赤組は幼稚園簡易プールで入水します。

7/3(水)～7/4(木)〔年少児以上〕

7/24（水)（一日保育）
楽しい夏休みを過ごしてくださいね。

7/25（木）・26（金）〔アフタースクール生〕

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 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。
す。
色々な経験でお友達同士の輪も広がる事でしょう。
7/26（金)
（赤組・おとまり保育不参加者は休園）
7/9(火) （赤組：半日保育）
保護者様と一緒に「ガーランド」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。

7/10（水）（7・8・9 月生まれ）
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
いしたいと思います。

7/20（土）【希望者のみ】
卒園児のみなさんの日々の学習の成果を発揮して下さい。、
頑張りましょうね。

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

お客様が来園された際には、きちんと足を揃えて元気よ
く相手の目を見て「おはようございます」「こんにちは」と
ご挨拶をすることを心掛けています。家族以外の保護者
様や大人との関りが増え、園外保育やおとまり保育な
ど、外に出掛ける際にも自らご挨拶をしてくれている子ど
も達が増えてきました。ご挨拶をすると心がポカポカ温
かく、とても気持ちが良いですね。これからもたくさんの
人と”心と心の握手”をしましょう。

7/29（月）・30（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。

7/5（金）…おとまり保育期間の休園日
7/25（木）～8/19（月）…夏休み

7/2（火）・7/12（金）・7/22（月）〔予約制〕
令和２年度新入園児募集として、入園見学ツアーを開催しています。
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。

５月２３日（木）に幼稚園にて歯科検診（年少児以上）を
行い、虫歯調査を行いました。その結果、未処置の虫
歯が１本でもある園児の割合
５歳児
１５％
４歳児
１６％
３歳児
１５％
となりました。
H２９の検査結果では、
５歳児で奈良県２５％、
全国２２％でしたので、
平均よりも虫歯が少ない
結果となりました。
これからも昼食後の
歯磨きや家庭でも朝夜
しっかり磨いて丈夫な
歯をつくりましょう。

先日、七夕まつりが無事に終わりました。
七夕まつりは、年少児以上は、歌・詩の発表となります。発表曲の選曲には、
毎年たくさんの候補曲が担任よりあがりますが、特に大切に考えているのは、
歌詞です。歌によっては「友達への想い」「家族の方への想い」など様々な
気持ちや言葉が、歌詞に表現されています。
心の教育の園だからこそ、歌詞も大切に考えなければと思っています。
今年度、日本語の歌を青組は「たからもの」、黄組は「ともだちっていいな」、
藤組は「浦島太郎」「ありがとう」を発表しました。青組の子どもたちには
「みんなが大切にしているものは？」と聞くと、「おともだち！」「おかあさんとおとうさんがだいすき」とかわいい答えが返って
きました。子どもたちの「たからもの」はきっと、家族のかたやお友達みんなのことだと思います。年長児全員で最後に歌い
上げた「ありがとう」にもたくさんの想いがこめられていました。「ありふれた言葉だけど」「心があたたかくなったよ」「たいせ
つなことば」など、歌詞のキーワードにはありがとうの言葉への想いがたくさん詰まっています。年長児のこどもたちが歌詞
を理解し、気持ちをこめて歌い上げてくれました。聞いていただいていた保護者様にもきっと気持ちが伝わったことと思いま
す。これから、運動会、秋の発表会、おゆうぎ会など保護者さまにみていただく機会が多くありますが、発表を誰にみていた
だくか、どのような気持ちで発表するのかなど子どもたちと練習の過程に、大切にしていきたいと思います。

＊お食事の時のマナー等、気をつけなければいけないことをお
話しくださり、とても勉強になりました。家での食事時にも早
速取り入れていきたいと思いました。
＊野菜は茹でずに蒸しているという大きいサイズでも煮崩れること
なくちょうどよい固さでした。家では食べない食材（レンコン、カ
リフラワーなど）もおいしく調理されていました。
＊小学校以降に、園の味として覚えていてくれるように、少しまね
をした味が作られたらいいなと思いました。親から自立した時に
自分の食を大切にできる子どもに育てたいと思います。
＊野菜たっぷりでも苦み、エグミは工夫されて感じず、甘みをしっ
かり感じました。お肉も適度に柔らかく、でも大きさはあえて大
きいままで自分で噛み切るサイズで、家では１口サイズに切ってい
ましたが、そのままで出すようにしてみようと思います。
＊「一緒に食べる人に対するマナー」だけでなく、「作り手に対する
マナー」を教えてくださっていることに感動いたしました。
＊箸置きを家でも使いたいと思いました。もっと野菜メインの料理
を食べさせてあげたいと思います。
５月２４日（金）に令和元年度第１回母親大学が行なわれました。
「大切な人の『想い』とともに…」というテーマで講師 清水健先生
に心に響く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いただきます。

幼稚園や各ご家庭で不要となった書
籍を集め、全国犯罪被害者支援ネッ
トワークに寄付をしています。犯罪
の被害者となり、精神的・経済的に
苦しい日々を過ごされている方の一
助となるものです。夏休み中等、ご
不要になられた書籍がありましたら
幼稚園にお持ちください。その際、裏
のバーコードの下に ISBN が記入さ
れています。ISBN の文字がないも
のは対象外となりますので、宜しくお
願いします。

ビギナーズ運動会

お誕生日会（４･５･６月生）

■６／２（日）■

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。

■６／５（水）■（年少児以上）

「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。先生か
らの出し物を見たり、お歌をうたっ
たり、「おめでとう」の言葉あふれ
る楽しい時間を過ごしました。

ボランティア学習

園外保育

■６／１０（月）■青Ａ組

■６／１１（火）■青組
馬見丘陵公園

入所者の皆さんに肩たたきをし
てたり、車椅子を押してお散歩を
しました。「気持ちよかったです
か？」と自分達から聞く事も出来、
手をつないだりギュッとしたり沢山
触れ合う姿が見られました。

クッキング学習
■６／７（金）■年長児

初めてのクッキング学習では野
菜スープを作りました。包丁を使
い、玉ねぎ・じゃがいも・人参を切
りました。大きなお鍋で煮込むとい
いにおいが広がり、出来上がると
「美味しい！」と自分で切ったお野
菜を嬉しそうに食べていました。

大きいローラーの滑り台や
綱渡りなど色々な遊具がたく
さんありましたね。季節の草
花もたくさん咲いていてとて
もきれいでしたね。

園外保育

漢字検定

■６／１１（火）■黄組・イマージョン
橿原昆虫館

■６／１４（金）■

全ての級を合わせて３５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。

世界一大きな蝶の標本を見たり、花
園に飛び回る蝶を間近で見る事ができ
て大喜びの子ども達でした。また、雨
上がりの香久山公園でも遊ぶ事が出
来てとても楽しかったですね。

ボランティア学習
■６／１７（月）■黄Ａ組

どんぐりの入所者の方々と手あ
そびをしたりボール送りゲームを
しました。「どうぞ」と言ってボー
ルを渡したり、質問をしたりとたく
さん話し関わる事が出来ました。
思いやりの心をこれからも大切に
していきたいです。

英検Ｊr.

人形劇観劇

■６／１７（月）■

■６／２０（木）■

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２５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。

「アラジン~ササン王国の不思
議なランプ～」という人形劇を鑑
賞しました。旅芸人の少年アラジ
ンが旅を通して 、「あき らめない
心」を伝えてくれました。「アラジ
ンかっこよかったね」と帰りのバス
の中で話が盛り上がっていました。

アンパンマンバスに乗ろう！
七夕まつり
■６／２８（金）■

浴衣姿で、いつもとは少し違っ
た涼やかな雰囲気に嬉しそうな様
子 の子ど も達 でした 。ど の学年
も、お家の人に頑張っているとこ
ろを見てもらおうと練習の成果を
発揮してくれていました。

■６／２９（土）■

お部屋で手あそびや歌を唄って
からアンパンマンバスに乗車しま
した。切符にシールを貼ってもら
い、アンパンマンに手を振って出
発しました。バスの中で外の景色
を見たり、先生とお話をしたりと、
幼稚園の楽しい時間を過ごしてく
れました。

年長児は保育園と一緒に５月に大阪城、６月に東
大寺へ行きました。外国から 来られていた方に
「Hello」と挨拶をしたり、日本の文化に触れながら
も海外に方とも触れ合う事が出来ました。
東大寺では鹿にせんべいをあげたり、いつも見守っ
てくださっている大仏様にお礼を伝える事も出来ま
した。 ふるさと園外を通して、奈良の文化に触
れ、大仏の大きさ、形など目で見る事で日本の歴
史に触れたいとも思っています。

幼稚園でお預かりしています。
お心あたりのある方は、お知らせ下さい。
４月～７月までに掲載した忘れ物ＢＯＸは
７月末をもって園にて有効利用
させて頂きます。ご了承下さい。

・ピンクのハンカチ
・茶色のキーケース（鍵付き）

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。

＜着替え＞
＜古切手＞
＜アンパンマンのハンコ・磁石＞

