・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

～手の洗い方～
園全体で取り組んでいる洗い方です。
（①～⑥を繰り返し歌う）手洗いが終わると
次亜塩素酸水を使って、消毒をしています。
手洗い・うがいをしっかり行い丈夫な身体
づくりをしましょう！

ハルナ幼稚園ではお給食の際に口や口
のまわりについた汚れを“まるく拭く”と
いう事を園全体で取り組んでいます。又、
年少児以上ではティッシュやナフキンを
自分の近くに置き、口が汚れている事を自
ら気付き、拭く練習を行っております。

①「おねがい」…手のひら同士をこすり合わせる
②「カメさん」…手の甲を交互にこする
③「お山」…お山の形を作り、指と指の間をこすり
合わせる
④「こちょこちょ」…手のひらで反対の手の爪を
洗う
⑤「親指」…反対の手で親指をにぎり、洗う
⑥「手首」…反対の手で手首をにぎり、洗う
⑦「ありがとう」…手や手首の泡をしっかりと洗い
流す

１２月号・１月号の ハルナ
新聞は 合併号と して本日
発行いたしました。
次回２月号のハルナ新聞
もお楽しみに。

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。

毎 1 元 12
日月 気 月
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いよいよ、令和はじめての年もラストの月になりました。
一年が過ぎるのが益々早く感じられます。
１１月は秋の参観日、沢山の保護者の皆さんが幼稚園にお越し頂き、ほのぼのとした一日をお過ごしい
ただきました。スペースの関係で、園児一人につきお一人の保護者様と限定していますので、参観は、
ご家族のお姿を拝見する事はなかったのですが、発表会になってから続々と合流されるご家族の方がお
出まし頂き、帰りは、家族みんなで手を繋いで帰る様子を微笑ましくお見送りしました。幸せな皆さん
のお顔を見ていると私まで幸せな気分になりました、ありがとうございます。
後日、多くの保護者様から頂いた感想文をしっかり拝読させていただいております。色々な観点からの
感想をお書きいただいている方も多く、園長として刺激を頂き更に力を頂いているところです。今後も
園児の成長、園の教育の資質向上に努めてまいりたいと思います。多くのお励まし、ご評価、すべてに
おいて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
聴いたことのある方もお付き合いください。
『ある人が閻魔大王のところに行き、天国と地獄とはどんなところかと聞きました。すると閻魔大王は
「それでは直接見せてあげよう」と言って、まずは地獄に連れて行ってくれました。閻魔大王が連れて行
ってくれた先は食堂です。ちょうど食事時なのか、人々が次々に集まってきて、それぞれが丸い大きな
テーブルに座ります。テーブルの真ん中にはおいしそうな料理がたくさん並んでいます。しかし、この
食堂ではルールがあって、背丈をこえるの長いお箸を使って食べなければならないのです。人々はお箸
で取った食べ物を自分の口にうまく運ぶことができず、そのうちに奪い合いが始まりました。その奪い
合いが始まると、テーブルの食べ物はパッと消えてなくなりました。よく見れば、人々はちゃんと食べて
いないせいか、みんな痩せ細っています。次に閻魔大王は天国に連れて行ってくれました。そこも同じ
く食堂で、地獄と同じように丸い大きなテーブルの上にはおいしそうな料理がたくさん並んでいて、同
じように長い長いお箸で食べなければなりません。しかしその光景は、地獄とはまったく違ったもので
した。人々は互いに長いお箸を使って、向かいにいる人の口にご飯を運んであげます。一人が食べる
と、その人がまた次の人にご飯を食べさせてあげます。奪い合いこともなく、みんな“ふくよか”で、笑
顔で楽しそうに話しながら、食事を楽しんでいるのです。』
天国も地獄もおかれた環境にかわりはないのに、そこにいる人によってその人々の考え方によって天国
ともなり地獄ともなる、これは現世においても同じことが言えますね。自分のおかれた環境に不平不満
を言って、誰かを攻めて地獄を生きるか、自分の環境、周りの人、物に感謝をして天国を生きるのか、そ
ういうメッセージに聴こえてきます。
この天国と地獄のお話は、一度は皆さんも物語やお話で聞いたことのある方も多いと思います。私も、
祖母から聞いた話だったかもしれません。その時には、聞き流すような話も、又後々「ああ、そうだな
あ」と納得することも、みなさんご経験おありかと思います。
今年一年を振り返り、こうして無事年の瀬を迎えられること、園児達と笑って日々が送れることを感謝
しなければなりません。先日、あるイベントで「有難いと思ってからどうするかが大切」という言葉を言
われました。ありがとうありがとうと言っていても、何もそのあと言うだけで行動を起こせていない、心
構えが変わっていないことがあるかなぁと反省いたしました。この言葉と気持ちを忘れてはいけないと
思い、手帳に大きく書いておきました。
１２月はお母さんの忙しい月です。大掃除にクリスマス、おせちや年賀状、忙しいと思いますが、お父さ
んやお母さんの頑張りは子ども達がきちんと見ています。必ずお父さん、お母さんの頑張った分しっか
り吸収して大人になった時に開花してくれますからね。年末のお仕事や家事に頑張ってくださいね。
今年も一年長い文章にお付き合いいただきありがとうございました。
そして、保護者の皆様に何かとご支援ご協力頂きありがとうございました。
皆様のご支援に報いることができるようしっかり努めてまいります。ありがとうございました。
園長

奥

裕子

１０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。

＜「形の部」小３男子上級＞
準優勝 前川悠真くん（卒園児）

＜「形の部」小３男子初級＞
優勝 中島 駈くん（卒園児）

＜「組手の部」小３男子初級＞
３位 中島 駈くん（卒園児）

夏休みにあいさつとお手伝いを頑張った子ども達に奈良県教育委員会様
より賞状をいただきました。ハルナ幼稚園を代表して年長児の米嶋梨々
花さんに賞状を受け取ってもらいました。

元気なならっこおやくそくシート提出率
各家庭で沢山あいさつやお手伝いを
年長児 ９４％
年中児 ９１％
頑張ってくれました。
年少児 ９３％
冬休みも頑張ってくださいね。
次回夏休みの提出は１月８日です。

夏休みの宿題で描いた絵画が表彰さ
れました。
おめでとう
ございます。

住友生命主催の第４３回子ども絵画コンクールにて３人出展し、
３人のお友達が表彰されました。おめでとうございます。

＜支部長賞＞梅本理史くん（年少児）
＜佳作＞
甲地希羽さん（卒園児小２）
＜努力賞＞ 中村 新くん（年少児）

＜入賞＞
年少児
市川結道くん

自分の身の回りの朝の用意を早く済ませ、「先
生、お手伝いありますか？」と自ら進んでお
手伝いをしてくれます。お給食の後に机を拭
くこと、配膳や配布物などのお手伝いが大好
きでとても助かっています。何でも率先して
行動する力がついてきて、とてもうれしく思
っています。

毎日の体育ローテーションや、週１回の体育レ
ッ ス ンで 足抜き 回り や前 回り に挑 戦し てい ま
す。大西先生に親指を下にして鉄棒を握る(順手)
こ とを 教わ りま した 。最近 では 足抜き 回り は
軽々とこなし、「出来た！」と得意気な笑顔を
見せてくれます。また、前回りでは「ネコの手
だよ」と お友達 と声を かけ合っ てく れたり、
「頑張れ！」と応援する姿も見受けられます。
成功した時には「やったね！」「出来たね！」
とほめ合う姿も見られます。

１１月６日（水）に消防避難訓練を行いました。
香芝消防署の方に来ていただき、消火活動や避難方法等ご指導いただき、
日ごろの訓練の大切さを改めて感じました。これからの季節、空気の乾燥で
火事が起きやすくなります。消防士さんがおっしゃっていたこと、「一番危な
いのは煙を吸わない事」「火事を確認したら大人の人にすぐ知らせる事」を
教えていただきました。
年間を通して行っている避難訓練は、園児・保護者様に事前にお知らせ
している日もありますが、予告なく実施している日もあります。職員にも
訓練であることを予告せず行うこともあり、職員の能力を養っています。
「避難訓練＝職場・学校」とお考えもあるかと思いますが、各ご家庭での避難訓練はされたことはございます
か？ある企業の調査によりますと、家庭内での避難訓練実施率は１５％だったそうです。お家で過ごすことが
多くなる冬休みにでも、一度園児と一緒に実施をされたらいかがでしょうか？どのように避難するのか経路
等確認をしていただき、消火器の期限も確認されることをおすすめします。また、ご家庭で園児達が「今日幼
稚園で火事があったよ」等お話する日があるかもしれませんが、避難訓練を実施した日は、ホームページ内の
「ハルナちゃんダイアリー」に掲載しますので、ご確認ください。

今回は 11/26(火)の 10・11・12 月生まれのお友達のお誕生日会
スペシャルメニューをご紹介します。
ランチメニューを見て「USJ 風オムライス？」と思われましたか？USJ
といえば、あの黄色いキャラクター、ミニオンをオムライスで作りました。
目の形や大きさが少し違うだけで表情が変わるので、色々なミニオン達が
誕生しました。目の部分は海苔の佃煮で表現をしています。みんなとても喜んで
食べてくれて、ありがとう。そして、お誕生日おめでとう!
管理栄養士 竹谷貴美子

ハルナ幼稚園のＯＢ職
員、岡野先生からいた
だきました。みんなでお
いしくいただきました。
あ りがとうござい まし
た。

11/16（土）年少児以上の秋の保護者参観と、秋の発表会を行いま
した。
保護者様より感想文をいただきましたので一部ご紹介させて頂き
ます。

（略）長女もハルナ幼稚園を卒園しておりますが、ハルナで学び喜んでいることがあります。一つは何事
にも集中して出来ること。そして、努力して達成する喜びを知っていることです。（略）今後、年齢が経つに
つれていろいろな団体生活を経験していくと思いますが、ハルナで学んだことが今後の礎になって成長し
ていってほしいと感じました。（略）
年長児の保護者様
（略）まず最初に、毎年の様にお給食にて園児達の為に高級な国産の松茸をふるまっていただき、本当に
ありがとうございます。食育に対する姿勢に毎度驚かされると共に、深く深く感謝致しております。（略）
ハルナ幼稚園がどれ程良い環境だったのか、年を重ねる毎に思い出すのではないでしょうか。孫が出来た暁
には、絶対にハルナ幼稚園を薦めます。
年長児の保護者様
（略）息子は家でいつも園での出来事を楽しそうに話してくれます。（略）そのため何の不安もありません
でしたが、実際に園での様子を見て、楽しく笑顔で過ごしていたため、とても安心することができました。
今回とても印象的だったのは園児達が発表会で演技演奏している時の先生達の笑顔でした。とてもあたた
かく見守ってくださっていることが感じられ、自分も心が和みました。（略）
年少児の保護者様

年長児のお友達

かぞくのすきがた
くさんつまったすて
きなノートができま
したね。

年長児のお友達

年中児のお友達

たのしいおやす
みをすごすことが
できましたね。
おまつりたのしそ
うですね。

年長児のお友達

Holding the
knife and fork
very nicely.

年中児のお友達

年少児のお友達
ジャージや体操服
をロッカーやリュック
になおす時にはいつ
もていねいにたたん
でお片付けができま
す。

満３歳児のお友達
たくさんあそべて
たのしかったです
ね。うたのプレゼン
トもうれしかったで
すね。

年長児のお友達
「紅葉」

２ひきのかわいいしかがこうよう
をたのしんでいますね。

お友達が泣いて
いる時には「大丈
夫？」と声をかけて
くれる優しい心を
持っています。

「なるときんとき」
というおおきなさつ
まいもがたくさんと
れましたね。

年中児のお友達
「りすと落ち葉」

りすがニコニコしていてかわい
いですね。おちばやどんぐりもき
れいにはることができましたね。

年少児のお友達
「どんぐりの木」
きり
な、は
とちさ
こいみ
ろさで
になお
はかお
りわき
まいな
しいき
たど
。んを
き
ぐっ
りて
もつ
すく

年中児のお友達
「Autumn」

Autumn is a beautiful
season with colorful trees.

芸術の秋にちなみ、各クラスのテーマに添って絵画を描きました。
園児達の自信につながる作品が完成しました。
＜絵画掲載期間 11/12（月）～12/3（火）＞

年長児
＜はだかの王様＞

年長児
＜桃太郎＞

年中児
＜歯みがきをする僕＞

年中児
＜しゃぼん玉をする僕＞

年少児
＜おばけのてんぷら＞

年少児
＜しまうま＞

年少児
＜Pizza＞

オペレッタ

うた

声や動きだけでなくそれぞれの
シーンに合わせて顔の表情も練習
しました。友達同士で顔を見合った
り、鏡を見ながら表情の練習に取り
組む姿が愛らしく微笑ましい風景で
した。又、練習を通して友達と褒め
合ったり励まし合う姿が担任として
嬉しく、友達同士の関わりを強く感
じる事が出来ました。

正しい発声方法を身に付ける為、
ボイストレーニングを用いて発声練
習を行なっていました。しっかり大
きな口を開けて歌う事を意識しな
がら楽しく声を出すことが出来まし
た。サビの部分では「エイヤー！」と
こぶしを上げて元気に歌ってくれま
した。また、頭には海をイメージし
て船長の帽子とネクタイを付けて、
笑顔で発表することができました。

合奏
ピアニカは５本の指を使って弾く
ことを心掛けました。曲の途中でリ
ズムが早くなるところや高い音に変
わる部分が難しく、何度も練習を重
ね、頑張りました。大太鼓・小太鼓
と一緒に、みんなで気持ちを一つに
して発表することができました。

幼稚園ツアー●12/2（月）・1/15（水）●申込者〔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。園長からの説明や在園の保護者様に話を伺
える機会を設けています。

ビギナーズ Ｘ’ｍａｓパーティー（１・２・３歳児対象）
●12/２0（金）●当選者のみ
ふたかみ文化センターにて楽しいパーティーを行ない
ます。

おもちつき大会●12/4（水）●年少児以上
臼と杵でおもちをついて、丸め、後日の給食で
おいしいおもちをみんなでいただきます。
また年長児は日ごろお世話になっている
公共施設におもちの配達に出かけます。

職員ＡＥＤ救命救急講習●12/２1（土）●職員のみ
命を守る為、人が倒れた場合の救急対応を学びます。

音研(幼保年長児合同音楽指導日)●12/12（木）・1/16（木）●
おゆうぎ会に向けて素敵な音を奏でましょう。
家庭訪問●12/7（土）・14（土）●（青・黄・藤）

３学期始業式●1/８（水）●
１日保育（体操服登園） 元気に登園してくださいね。
みんなでお正月あそびをしましょう。
ハルナ塾・アフタースクール３学期始業式
●1/8(水) ●

個人面談●12/7（土）●（イマ・赤）

ビギナーズ(未就園児教室)●1/11(土)●
節分に向けて鬼のお面製作を行います。

クリスマスパーティー ●12/10（火）●全園児
先生達の出し物や楽しいゲームも企画してい
ます。もしかするとあわてんぼうのサンタさ
んがやって来てくれるかも…!?

香芝市民間幼保連盟総会●1/18(土)●職員のみ
香芝市民間幼保連盟加盟園の幼稚園・保育園の先生で
集まり、幼児教育保育について学びます。

学力テスト●12/14（土）●小学生・申込者
日頃の成果をためす機会です。頑張って下さい。
クラス委員会●1２/１7（火）●
３学期の予定や連絡事項を各クラスのクラス委員様と確
認をさせていただきます。
２学期終業式●12/１8（水）●
１日保育（制服登園）
ハルナ塾・アフタースクール２学期終業式
●12/１9（木）●
冬期休暇特別あずかり保育
●12/19（木）・23（月）・24（火）●事前申込者のみ
冬休み●12/１9（木）～1/７（火）●
楽しい冬休みを過ごしてくださいね。新学期にお話を聞
ける事を楽しみにしています。

ハルナ幼稚園では、あらゆる感染症や飛沫感染
を防ぐ為、次亜塩素酸水による手の消毒・部屋の
空間消毒・除菌以外にも「クレンゼキット」を使って
予防を行なっています。この取り組みは１年を通
して行っており、部屋や直接衣服等にスプレーを
ふりかけると、約２０種類のウイルスや細菌から
の感染を守ってくれるそうです。また、その効果は
洗濯をしても約７日間持続し、高い安全性も保障
されています。これからも子ども達が毎日元気に
園生活を送れるよう、十分に対策をして参ります。
各ご家庭でもうがい・手洗いをきちんとしましょう
ね。

奈私幼ＰＴＡ研修大会●1/24(金)●クラス委員様
奈私幼園児絵画展●1/24(金)～26（日）
英検●1/25(土)●申込者のみ
豆まきの集い●1/31（金）●
ハルナでは悪い心の鬼を追い払う
ことをねらいとして豆まきの集い
を行なっています。節分について
のお話を聞いたり、手あそびをし
て楽しく過ごしましょう。
おゆうぎ会ホール練習（年少児以上）
●練習日●
12/12（木）・1/16（木）・23（木）・28（火）・
29（水）・1/30（木）リハーサル
おゆうぎ会
(年少児以上)
●2/8(土)●

消防避難訓練
●11/6（水）●
香芝 消防 署 の方 が来 てく ださ
り、消防避難訓練を行いました。
「おはしも」の約束を守り緊張感を
もって取り組んでくれました。訓練
が終わると消防車を見せていただ
いたり、火災の DVD を観たりと、
火の怖さを改めて学ぶことが出来
ました。

ボランティア学習
●11/7（水）●黄Ｂ組
ボランティア学習へ行く前に、
入所者さんへの質問を考え「好き
な食べ物」や「好きな色」などの
質問を積極的にしてくれていまし
た。ふれあいあそびや、車椅子体
験では思いやりの心をもって接す
ることが出来ました。

秋の参観
●11/16（土）●年少児以上
日課やローテーションでは、保護
者様に頑張っている姿を見てもら
い、いつも以上に張り切って取り組
んでいました。親子製作の「すきノ
ート」では保護者様と一緒に楽しく
会話をしながら、沢山の“すき”を描
くことが出来ました。

ボランティア学習
●11/18（月）●藤Ａ組
ハルナ最後のボランティア学習
は車椅子体験をさせていただきま
した。押すだけでなく、実際に乗
せていただき、車椅子の方々の気
持ちを知る事が出来ました。また、
食 事 介 助 の 見 学 もさ せて い ただ
き、どのような工夫がされている
のかも知ることが出来ました。

茶道

かき方

●11/19（火）●年長児
茶道のご指導をしていただいて
いる松村先生と今回はお茶のお運
びや正しい作法でのお茶と和菓子
のいただき方を学びました。「お手
前頂戴致します」「結構なお手前
でした」と丁寧な言葉も使って取り
組めました。

●11/19（火）●藤組
平岡先生にご指導いただき、正
しい字や書き順、きれいな字を書
くことが出来るように練習していま
す。きれいな字を書く為には正し
い鉛筆の持ち方や姿勢も関係して
きます。小学校進学へ向けてこれ
からも練習に取り組んでいきます。

お誕生日会
●11/26（火）●年少児以上
10・11・12 月生まれ
お誕生児の保護者様をお招き
し、沢山のお友達に「おめでと
う」とお祝いをしてもらいました。
先生からは「パンパパパン」のダ
ン ス と 歌 の プ レ ゼ ン ト を しま し
た。お母様方からは子ども達の良
い所、好きな所をきく事が出来、
心に残る１日になりました。

お買い物学習
●11/27（水）●年長児
園長先生からおこづかいをいただき、お花屋
さん、パン屋さんへお買いものへ行きました。
切符を買って電車に乗り、点字ブロックや公共
のマナー、ルールも学びました。お金の計算を
しながら、大好きな家族の方へ心を込めてプレ
ゼントを選んで買うこともできました。

