・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

日々の日課活動やプリント学習、製作、
給食等で姿勢を正すことを意識してい
ます。
「足を揃えて背中を伸ばす」の掛
け声で意識出来るように取り組んでい
ます。
「姿勢」と「集中力」には密接な
関係があり、姿勢を正すことは集中力
の向上に繋がります。最近は朝礼で立
つ時も気を付けの姿勢を保てるように
頑張っています。正しい姿勢を保ち集
中力を高められるよう取り組んでいき
たいと思います。

パターンブロックは、三角や四角、台形な
どの形があり、それぞれの辺の長さが同じ
で、全ての角が３０度の倍数で出来てい
て、簡単に美しい図形が作れるようになっ
ています。美しい組み合わせを作っている
うちに図形に対する豊かな感覚が生まれ
ていきます。又、同じ形を違うブロックで
置き換える事ができるので「赤色のお花が
出来たよ」などと同じ花でも色々な色を作
っています。パターンブロックでのあそび
を通し、子ども達の構成力や創造性も培っ
ていきたいと思います。

発行日
令和２年８月３日
ハルナ幼稚園で導入している指導法、酒井式描画法を使ってお母さんの顔を描きました。
円心円描法、部分配置つなぎ描画法、カタツムリの線にポイントを置いて描きました。
大好きなお母さんの顔を思い浮かべて描きました。
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香芝市上中１１７６－１
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今年度の七夕まつりは年長児のみ浴衣を着て動画撮影で
の発表を行いました。藤組の男の子とイマージョンクラスは歌
と詩の暗唱、藤組の女の子は日舞のおゆうぎを発表しまし
た。藤組の女の子は練習中から浴衣を使い浴衣のたたみ方
も練習をしました。毎年七夕まつりは昔からの季節の行事を
親子で一緒に子ども達の成長を感じていただこうという願い
を込めてハルナ幼稚園では続けてきました。今年度はコロナ
ウイルス感染防止の為、動画撮影での発表となりましたが、
今年ハルナ幼稚園を卒園する子ども達にもこれからも日本
に受け継がれる季節の行事を大切にしてほしいと思います。
撮影した年長児のプログラムはＤＶＤにして年長児の保護者
様にプレゼントする予定です。もうしばらくお待ちください。
「いろはかるた

縁の下のちからもち」

毎日の日課活動の中では、カードあそび、詩集、ことわざ、俳句など様々な内容に取り組んでいます。
その中で、今年度より「いろはかるた」を再導入しました。
「いろはかるた」は、江戸中期に京都で作られたかるたの一種で、その後、大阪、名古屋、江戸に伝わった
カルタと言われています。
いろはにほへとの順に、大阪かるた、京都かるた、江戸かるたと３種類あり詠まれ続けています。
例えば、「い」 江戸かるた「犬も歩けば棒に当たる」、京都かるた「一寸先は闇」、大阪かるた「一を聞い
て十を知る」というように同じ「い」でも分かれているものもあります。
このかるたには、かるたでことわざを覚えることで、物の道理が分かりやすくなるとも言われています。
確かに短いことばの中に人生の教訓とも言える言葉がたくさんあり、ハルナの日課活動で行う「いろはかる
た」の中には、日常生活で使いやすいことわざを集めています。
先日、藤組の園児に「ふくはら先生、なつやすみ、みんながきてないひはようちえんはだれかいるの？」と
園児から聞かれました。「みんながきていない日は、2 学期の準備をしたり、掃除や消毒をしたり、バスの
先生は、バスを点検をしたり、給食の先生はちゅうぼうを掃除したりしていますよ。」
「ハルナのみんなの縁
の下の力持ちとしてがんばります。」と付け加えて言いました。
「えんのしたのちからもち知ってるよ」と園
児から声が上がりました。めだたないけれど、とても大事なことをしていて、他の人を助けてくれたり、ま
た、そういった行動のことですよと意味を園児に話しました。
コロナウイルスの影響でいろんなことを制限されていますが、日常生活の中で、不自由なく過ごすことがで
きるのも、お父さんやお母さん・ご家族・社会の人々がいろんな場所で「縁の下の力持ち」となってくだ
さっていることを園児達に教えていきたいと思います。

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く
りながら Pointing したり、曲の間奏で Clap hands でリズムを取ったりし
ています。英語の先生達の”can you look for Everybody grows?”の
問いかけに “Its at Page 66”と探しながら答えてくれる園児達。ご家庭で
のＲＥＰのＤＶＤ鑑賞のご協力もあり、益々園児達は楽しんでＲＥＰに取り組ん
でくれています。青組は３学期より行う予定です。

ＲＥＰ Time: 月・火・木・金 9：30～9：50 と 14：40～15：00
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When the music starts,
Mia
always
ask
“window wiper please”
and clean the window
of Immersion class.
It’s such a nice feeling
to sit in the classroom
with clear window.
Thank you for cleaning
every day.

ハルナようちえん
ではいろいろなく
にやごとうちのお
りょうりがでてくる
のでうれしいです
ね。

年少児の保護者様

青組

年少児のおともだち
ご挨拶や活動の時は
両足をそろえてくれま
す。気を付けをすると
背筋も伸びて心が気持
ちよくなりますね。

年長児のおともだち

青組の保護者様

こうしてあたりまえのようにご飯を食
べることができることに感謝の気持
ちを忘れてはいけないですね。

年長児の
お友達

食事の時、食器に左手
をきちんと添えて食べ
る事が出来ます。
残さず食べるだけでな
く食事のマナーを守る
のも大切ですね。

ふたりでどんなこ
とをしてあそんだ
のかな？これから
もなかよくあそん
だりおはなししてく
ださいね。

年中児の
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年中児のおともだち

わらっているおか
お をみるとしぜん
とえがお に なりま
すね。
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満３歳児の
お友達

あま の がわ は スポ ンジ スタ ン
プでひょうげんしておりひめ・
ひこぼしをはりました。

令和２年度ビギナーズが８／２９（土）から再開します。対象者
は、２歳・３歳の未就園児のお子様と保護者様です。ハルナの先生
や英語の先生と一緒に季節に応じての製作等を行い、幼稚園の生
活にスムーズに入っていける様実施しております。先生達もみな
さんが来るのを楽しみに待っています。（在園児の弟妹の２歳・３歳
の未就園児の方のご参加もお待ちしています）

第１回 English ビギナーズ開催
８/２９（土）AM10:00～〔手作りおもちゃ〕
持ち物：お子様の上履き・保護者様のスリッパ

毎日の日課活動の中に発声練習があります。ハルナでは
ＹＵＢＡメソッドという発声法を取り入れています。
（保育園前園長の伸子先生が弓場先生と直接お話をして導入
されました。）ＣＤに合わせて「はい」の後にまねて声を出す発
声練習をする事で脳に可塑性が生じ、神経伝達が向上します。
指三本が縦向きに入る程大きなお口を開けて、高い音も裏声
でお腹から声を出すように伝えています。歌を唄う時にしっか
りと声が出せるようにトレーノを使って練習を行っています。
各教室から美しい歌声がきこえてくるようになりました。
大人になっても歌うことが好き、音楽が好きでいてほしい
ハルナの願いが叶いますように。

たくさんの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。

＜古切手＞
＜体操服＞
＜衛生用品＞

幼稚園で預っております。
お心当たりのある方は
ご連絡下さい。
・黒制靴 ・靴下（片方）
・巾着袋（くまの絵）
・リラックマのお弁当袋

