・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

７月３日～４日のおとまり保育でおすもう大会を行いました。年長児は白熱した接戦に！
見事５人勝ち抜きした園児を紹介します。おめでとうございます。

＜年長児のお友達＞

＜年中児のお友達＞

＜年少児のお友達＞
発行日
令和元年８月１日
ハルナ幼稚園では、日々の生活の中にある「あり
がとう」の感謝の気持ちを大切にしています。お友
達同士だけでなく先生達、家族の方へなど、園児達
の日常の中には感謝の心があふれています。また、
毎日の朝礼ではありがとうカードの紹介をし、園児
達の感謝の気持ちを伝え合える時間を作っていま
す。年長児は園外保育でお世話になった場所の方々
や勤労感謝の日によせ、お仕事を頑張ってくださっ
ている方々へもありがとうカードを渡しています。
これからも「ありがとう」や「どういたしまして」とい
う魔法のお薬の言葉のキャッチボールを大切にして
いきたいと思います。

年少児以上では日々の体育ローテーションの中で徒競
走を行っています。この徒競走では諦めずに走ること
を目標としています。順位がついてくることで喜びを感
じる反面、悔しい気持ちを味わうことも大切です。
悔しい気持ちが頑張る力を養ってくれます。年長児や
年中児は「よーい」の合図で素早く足を後ろにする事、
年少児は足を後ろにして手を構える練習をしていま
す。「よーい」のポーズが整うと、スタートがとてもよ
くなりますよ。運動会に向けても頑張りましょうね。

香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
担当 山本 葵

今
月
の
し
つ
け

夏休みに入って１週間、園児達はどのようにご家庭で過ごしています
か。園で過ごしている時と同じようにご挨拶やありがとう探しを頑張っ
てくれていることだと思います。
２４日の終業式でこんなお話を園児達に話しました。
「幼稚園ではいろんなことがあります。お友達とも、遊ぶ時も、頑張る時も≪いいこと≫もあれば≪いやなこ
と≫もないわけではありません。≪いいこと≫も≪いやなこと≫もあるけれど、できるだけ沢山のいいことを
自分の力で見つけることが大切です。園長先生はいいことを見つけたら、また次にいいことが見つかるように
思います。ひとつのいいことさんを見つけたら、そのいいことさんが次のいいことさんを連れて来てくれま
す。そして、そのいいことさんがまた次のいいことさんを連れてきてくれて、いいことさんが列に並んでやっ
て来てくれる、そう思っています。ですから、園児のみなさんにも自分の力でいいことさんを見つけて欲しい
と思います。夏休みの園長先生との約束は、お休みの間にいいことさんを見つけることです。きっとお家にい
いことがいっぱいありますよ。”家族の人がお家にいる”→いいことですね。
”遊んでるときに片付けてとお母さんが言った”→これもいいことですね。何か次にあるのかもしれません。い
いことさんを自分で見つけてくださいね。どうやったら見つかるのかなと思った時は、ありがとうを言ってく
ださい。ご挨拶をしてください。そしたら、いいことさんが自然と見つかりますよ。」私がいいことさんの一人
劇をするので、少し園児達はクスクスと笑っていましたが、「いいことさん」と口にしながら、うんうんと頷い
てくれていました。夏休みが終わったらどんないいことさんが見つかったか、園児達に聞くのが楽しみです。
お家にいる普通の当たり前の一日の中から園児達がいいことさんを見つけてくれたら嬉しいです。
終業式の翌日から、近畿地区私立幼稚園教員研修大会に先生方と共に参加いたしました。記念講演で青山
学院大学陸上競技部の原晋監督のご講演を拝聴いたしました。子どもの頃５０メートル走で体育の先生に「藤
田はふざけてるのか？」と言われるくらいの鈍足の私ですが、箱根駅伝はいつかは現場に見に行きたい夢を
持っていますので楽しみにお話を聴きました。
「今から、マラソンと陸上、原の自慢話をいたします。幼稚園の先生方には関係のない話かもしれません。け
れど、どんなことにも何らかの共通点があります。みなさんの身近なことに置き換えて聴いてくだされば嬉し
いです。」と言われ次々と愉快に話を進められました。沢山の金言の中、「ライバルは野球、サッカー等の人
気スポーツです。私は陸上界を盛り上げたい、若い人たちが陸上に興味を持ってほしい。子ども達が陸上いい
な、やってみたいなと一人でも多く思ってほしい。なので、私は、（よく心配もされますが）テレビにでること
もバラエティ番組に出ることも、あの陸上やってる人、監督、楽しそうだなと陸上いいんじゃないと思ってほ
しいのです。」と申されていました。原監督の言われる通り置き換えて考えますと、若い人たちや子ども達が
幼稚園の先生になりたいと思えるような行動が出来ているだろうかと自問しました。園児達と過ごす毎日と
園児達の日々の成長がどれだけ素晴らしく楽しく嬉しいことか、一人でも多くの人に伝えなければと思いま
した。
William Arthur Ward の名言『普通の教師は言わなければならないことを喋る 良い教師はわかりやすいい
ように解説する 優れた教師は自らやって見せる そして、本当に偉大な教師というのは生徒の心に火をつ
ける』の言葉を紹介されました。この言葉は教師だけでなく、親や大人、友人や園、学校等色々な言葉に置
き換えられると思いました。以前にもこの言葉をどこかで教えて貰っていましたが、いつの間にか忘れてしま
っていました。指標と出来る言葉です、周りの先生方もみなさんしっかり記録されていました。
週があけて、卒園児合宿に行って参りました。小学１年生から社会人までの計７９名が参加してくれました。
お仕事の休みを使って参加してくれた社会人のあおいちゃん始めボランティアの１１名の卒園児が本当によく
小学生たちに親切に優しくしてくれました。毎回恒例の夜のお楽しみ会では、今頑張っていること or 将来の
夢を発表します。みんなが今の自分と将来の自分をしっかり見つめられていることを頼もしく感じました。数
人の女の子が「将来、ハルナ幼稚園の先生になりたいです」と言ってくれ、当時の担任の先生に対する信頼
や尊敬が卒園児にそう言わせてくれたのだと思いました。心の火をつけてくれた担任の先生達と想いを持っ
てくれている卒園児に感謝です。小学校、中学校とは別でしたが高校で同じ高校になり二人仲良く参加して
くれた子、１年間のカナダ留学を終えたばかりの子、文化祭の劇の企画書と脚本を書いている子等々ボランテ
ィアさんの将来が楽しみです。
最後の解散時に「どうでしたか。幼稚園のおとまり保育とは違って、色々な面で自由に過ごせたと思います。
それはみなさんが義務やしなければならない事が出来るようになってきたからです。（中略）自由ばかりを追
い求めても義務・しなければならないことをしなかったら、それは真の自由とは言えません。本当の自由を手
に入れたい人は、今しなければならないことを目いっぱい頑張ってくださいね。」と話しました。お迎えに来
られたお母さんが、「折角いい高校に受かったのに、勉強しないんですよ」とちょっと愚痴をこぼされたら、
その子が「いや、もう今日分かったから大丈夫。まかして。自由と義務」と言ってくれました。一年に一度の
この行事で卒園児から本当に大きなエネルギーをもらいます。この子達が「私ハルナに行ってたよ」と誇らし
く言ってもらえるよう、より一層頑張りたいと思います。
２０１９年新しい令和の年の一学期、保護者の皆様に何かとご支援いただき、ありがとうございました。
２学期も職員一同頑張ります。
園長 奥 裕子

年長児のお友達

なつやすみの
もくひょうをもつの
はよいことです
ね。うしろとびの
れんしゅうをがん
ばってくださいね。
。

年少児のお友達

年中児のお友達

Nana always
focused when
she does the
origami,folding
it right on the
corner. Well done!

たくさんのひと
においわいをして
もらい、おもいでに
のこ るい ちにちに
なりましたね。

年長児のお友達

年中児のお友達

年中児のお友達
先生にもお客様にも
「おはようございます」
と丁寧にごあいさつを
してくれます。これから
も心と心の握手をたくさ
んしましょうね。

年少児のお友達
おいしくてかわ
いい、おたんじょう
びのスペシャル
メニューでうれし
かったですね。

年長児のお友達
「大仏」

とうだいじでみただいぶつを
めやあたま、てのかたちをおもい
だしながらかきました。

ふたりでどんな
おはなしをしたの
かな？これから
もなかよくおはな
ししたり、あそん
でくださいね。

年中児のお友達
「父の絵」

やさしいおとうさんのえを
ゆっくりとていねいにかくこと
ができました。

身の周りのことを自
分でしようとがんばって
います。体操服のハン
ガー掛けや靴下のくら
げがとても早くなりまし
た。

年少児のお友達
「ひまわり」

はさみをつかってはっぱをきり、
なつにぴったりのひまわりが
さきましたね。

年長児のお友達
「Octopus」

The octopus is having fun
under the sea.

「形の部」
＜小３男子初級＞優勝
＜小３男子上級＞２位
＜小４男子上級＞３位

５級
宗保 遵くん（小２）

中島 駈くん
前川悠真くん
相川星七くん

７級
宗保 諒くん（年長児）

「組手の部」
＜小３男子 初級＞２位 中島 駈くん
＜小３男子 上級＞２位 前川悠真くん

８級
横田 励くん（年長児）
田茉結さん（年長児）

９級
山口裕真くん（年長児）

1 学期の終業２日前に香芝警察署のサポートセンターの方に
お越しいただき、「被害防止安全教室」を開きました。
毎年この時期に被害防止安全教室を開いている理由は、夏休み
前に開催することで、夏休み中に、危険なところには行かない、
一人で行かないなど被害に合わないためにも安全に楽しく過ご
して欲しいという願いを込めています。
連れ去り等の被害に遭わないためのキーワード「いかのおす
し一人前（右記参照）
」を奈良県警の方が園児達に歌とダンスで
教えてくださいました。
このキーワードの中で大切なのは「す」の「こわい時と思った
らすぐに逃げる！」です。大声を出したり、防犯ブザーを鳴ら
す前に、こわいと思った瞬間に逃げるほうが、相手も気付かれ
た！と思って、諦めることが多いとおっしゃっていました。
また、夏休みや普段の生活の中でも最近多い被害は、
「スーパー
などお買い物に親子で行かれた際、子どもだけでお菓子売り場
に行ったり、お手洗いに行ったりすること」だそうです 1 人で
遊んでいる、1 人で歩いているなど、こども 1 人の行動が一番
危険ですと言われていました。
「もう大きくなったから 1 人で大丈夫」と思わず、保護者の方
と必ず一緒の行動を、気を付けていただきたく思います。安全
で、楽しい夏休みを過ごしていただき、また２学期元気な子ど
も達に会えることを楽しみしております。

夏のおとまり保育では、三重県御殿場海岸へ行き、砂浜で「おすもう大会」を
することが恒例となっております。年長児ともなると、競争心が芽生え白熱
した時間となりました。
夏のおとまり保育で海へ出かけている理由には、
①ハルナ幼稚園は海がない奈良県にあるので子ども達に海を見て欲しい
②波の音聞いて、波打ち際で遊ぶ体験をして欲しい
③水平線を園児達に見て欲しい
と思っています。
近年夏のレジャーでお出かけをするとき、海ではなくプールへ行く事も多くなってきているようですが、
海へ行って友達と遊ぶということが幼児期の大切な思い出となってくれるとうれしいです。
おとまり保育から生活の自立をしっかり促していきたいです。今年も夏のおとまり保育で、衣服の片付け、準備、着
替え、食事と自分ですることで、本当は自分で出来ることを知る体験となり、１泊２日で大きく成長してくれたと思
います。

机の上が汚れた時や食事の後は自分達でぞうきんを使って
拭いています。自分で身の周りをきれいにする事で〝汚さな
いようにしよう”〝物を大切にしよう“という意識を持つ事
が出来る様になってきました。又、ぞうきんをかたくしぼる
事も出来る様になり、「力を入れて頑張ろう」と声を掛け合
いながら楽しく取り組んでいます。お家では子ども達がぞう
きんを使う機会は少ないかもしれませんが、小学校進学へ向
けて、ぜひお家でもぞうきんしぼりをさせてあげてくださ
い。

みんなの声：３０このもののなまえやしつもんがあって
こたえるところがおもしろいな。

みんなの声：おじいさんの「いいから いいから」の
ところがおもしろいな。

みんなの声：おばけがてんぷらにされそうになって
にげるところがたのしいな。
おもしろいな。

先生より：ホットケーキを「ほっ！」と
ひっくりかえすところがだいすきです。

３級
６級
令和元年度１回目の漢字検定が行われまし
た。合格した方を紹介します。
おめでとうございます。
子ども達は家族の方と一緒に学ぶことが大
好きです。
是非保護者様のご参加をお待ちしておりま
す。

７級

８級

山下よし様（保護者様）
佐藤さくさん（小６）
上田真子さん（小５）
谷豊寛くん（小４）
西垣 伸くん（小３）
川端光希くん（小４）
田川心那さん（小３）
仲村一華さん（小３）
三木悠太くん（小３）

９級

石田 悠くん（小３）
飯降紗季さん（小２）
甲地希羽さん（小２）
松下雅大くん（小２）
森田美南さん（年長児）
１０級 森本昌伍くん（小１）
坊 綾真くん（年長児）
森 悠仁くん（年長児）
山下 望さん（年長児）

７月９日（火）赤組保育参観を行いました。保護者様より感想文をいただきましたので、一部
紹介させていただきます。
（略）幼稚園での初めての参観で先生方のはきはきした子ども達へのご指導、
子ども達と先生方の笑顔あふれる様子を見て改めてハルナに通わせて良かっ
たと感じました。（略）最近では自宅でも英語や歌を口ずさむことが増えてお
り、何事も繰り返し頑張る事の大切さを感じます。体育ローテーションでは泣
きながらも鉄棒にぶらさがって足を浮かせるなど頑張っている姿を見ることが
できました。
（略）子ども達の集中力が途切れない様にテンポ良く、とても楽しい雰囲気に
溢れていました。我が子も笑顔で元気よく取り組んでいたので安心しました。
２，３歳と思えない園児達の様子に、子どもの底知れない能力の高さを感じまし
た。ハルナ幼稚園は心身が鍛えられ人と出会う楽しさ、知識を得る楽しさを学
ばせてくれる場所であると思いました。娘が将来、職業選択の幅が広がり、ま
た学問の楽しさを知り、心豊かな人生を送れたらと願うばかりです。私には、
より良い教育環境を与えてあることしかできない「孟母三遷」の精神で温かく
見守っていきたいと思います。
６月２８日に行なわれました「七夕まつり」の感想文を保護者様より
いただきましたので、一部紹介させていただきます。
（略）どのクラスの子ども達も、この日のために一生懸命練習をされてきたことがとても伝わってきて胸が熱くな
りました。娘も日舞を踊るということで、園でも自宅でもひとりで一生懸命練習をしていました。「本番うまく踊
れるかな？間違えても最後まで頑張る！」と行事を通して皆と一つの事を作り上げる達成感や、困難があってもく
じけない心の強さが培われていることを大変嬉しく思いました。（略）
年長児の保護者様
（略）いつまでも甘えんぼだと思っていた末っ子が、なんだかすごくお姉さんに見え、娘の七夕まつりへの意気込
みを感じとても胸が熱くなりました。当日、ご近所の方々からも沢山褒めていただいた娘の本当に誇らしげな顔を
七夕の日を迎えるたびに思い出すでしょう。（略）
年中児の保護者様
（略）今回親子で浴衣は大変と思っていましたが、いざ着てみると気分も上がり、親子で着る機会を作ってもらい
嬉しく思います。昔、自分で着てみたいと練習した日を思い出したり、家族で過ごした夏を思い出したり温かな気
持ちになりました。いつか息子と浴衣を着て幼稚園へ七夕まつりに行ったことを振り返れたらと思います。（略）
年少児の保護者様

お誕生日会のメニューの紹介をします。
6 月に行った 4 月 5 月 6 月生まれのお友達のお誕生日会の時は唐揚げと赤ウインナー、
玄米ご飯で「かたつむりランチ」
。
7 月に行った 7 月 8 月 9 月生まれのお友達のお誕生日会の時は、ハンバーグと椎茸、
マッシュポテト、レーズンで「くまさんのハンバーグランチ」を作りました。どちら
も子どもたちに喜んでもらえ、たくさん食べてもらえました。
次は 11 月に 10 月 11 月 12 月生まれのお友達のお誕生日会があります。
どんなランチメニューかお楽しみに♪
管理栄養士：竹谷貴美子

7/3(水)・4（木）
夏のおとまり保育（年少児以上）
三重県御殿場海岸では、学年ごと
におすもう大会を行いました。とても
白熱したおすもう大会となり大盛り上
がりでした。夕食では美味しいカレー
をいただき、お楽しみ会では先生達の
出し物に盛り上がり、楽しい２日間を
過ごしました。

7/8（月）
ボランティア学習（青Ｂ組）
初めてのボランティア学習で少し緊
張していましたが、どんぐりの入所者の
方の前で「おはようございます」と大き
な声でご挨拶する事が出来ました。車
椅 子を 押すお 手伝 いをさ せて い た だ
き、「どうですか？」と聞きながら優し
い気持ちでお手伝いをする事が出来ま
した。

7/10 (水)
お誕生日会（7・8・9 月生）
（年少児以上）
お誕生児のお友達は胸にバースデ
ーシールを貼り登園しました。先生
達からお歌のプレゼントやキッチン
オーケストラのダンスのプレゼント
があり大喜びの子ども達でした。「お
めでとう」や「ありがとう」などの素
敵な言葉がたくさんあふれた一日で
した。

7/22（月）
茶道・書き方
書き方は平岡先生、茶道は
松村先生にご指導いただいて
います。正しい姿勢で字を書
いたり、茶道のお作法を学ぶ
事で小学生になっても長い間
集中をして授業を聞く事の出
来る持続力も身に付けてほし
いと思います。

7/24(水)
流しそうめん
（年少児以上）
今年度初めての流しそう
めんに大喜びの子ども達で
した。そうめんだけでな
く、野菜やフルーツも流れ
てきて「上手にとれたよ」
「おいしいね」とたくさん
いただきました。

7/8（月）
音研
（年長児幼・保合同音楽指導日）
日本音楽総合研究会の木野先
生に指導をしていただき、運動会
へ向けてマーチングの練習を行っ
ています。各パートで練習をした
り、全体で隊形移動の練習を保育
園の年長児皆で頑張りました。

7/9（火）
赤組保護者参観
初めての参観で少し緊張した様
子でしたが日課活動ではしっかり
と声を出し、体育ローテーション
では力一杯取り組むことが出来ま
した。保護者様とガーランドを作
り、楽しい時間を過ごしました。

7/20（土)
学力テスト
（学童保育ハルナ塾・卒園児）
育伸社の学力テストを行ない
ました。初めは緊張している様子
の子ども達でしたが、テストが始
まると、問題文をしっかりと読
み、真剣な表情の子ども達でし
た。見直しをすることも忘れず集
中して取り組みました。

7/23（火）
被害防止安全教室
香芝警察の方が来てくださり、人形
劇で自分の命は自分で守る事の大切
さを教えていただきました。長い休み
に入る前に皆で約束ごとをして、最後
に「いかのおすし一人前」のダンスを
踊ったり楽しく学ぶ事が出来ました。

７／２０（土）のビギナーズは、幼稚園のホールにて英
語の先生と「親子体操」を行いました。ありんこれっしゃ
に変身したり、英語のダンスを踊ったりと、沢山体を動か
し、楽しく過ごしました。又、遊びに来てくださいね。

次回のビギナーズ開催日
８月２４日（土）おもちゃ作り

●クラス委員会●８／２１（水）
●夏休み●７／２５（木）～８／１９（月）
●令和２年度入園願書受付開始●８／１（木）

●園外保育●８／２３（金）イマージョン・アフタースクール
８／２６（月）藤組

●２学期始業式●８／２０（火）
●入園見学ツアー●８／２２（木）・８／２７（火）【予約制】
●ハルナ塾・アフタースクール２学期始業式●８／２０（火）
●流しそうめんパーティー●８／２０（火）年少児以上
●祖父母様おまねき会●９／２（月）年中児以上
●アイスクリンの日●８／２１（水）

温かいお心遣いありがとうございます。
大切に使わせていただきます。
＜古切手＞

幼稚園での落し物を預かっております。
お心当たりのある方は幼稚園へご連絡下さい。

・乳児用おやつケース

