・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

１０月３日（土）にハルナ Sports Day2020 を開催致しました。
今年度は「ハルナ Sports Day2020～つながろうハルナ Family～」
をテーマにみんなで力を合わせて頑張りました。コロナウイルス対策
として、午前と午後の２部制で規模を縮小して行いましたが、保護者の
皆様のご協力の元、無事に最後までやり遂げることが出来ました。
快晴の中、心を一つにおゆうぎや競技に励む子ども達の表情はとても
キラキラと輝いていて子ども達にとっても心に残る１日になったことと
思います。
開催にあたり、様々なご理解・ご協力等、本当にありがとうござい
ました。

北垣順菜
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良いお天気の下、ハルナ Sports day 2020 が無事終了いたしました。
保護者の皆様に深いご理解を頂きましたことに感謝致します。
園児達は、練習を通して、見る力、聞く力、考える力を強くしてくれました。先生のお手本を見な
がら次はどうしたら良いのか、友達や自分の声を聞きながらもっと上手になるためにどうするのか
を自分の頭で考えることができました。毎回のグランド練習は、各クラスや教室で考えた成果を発
揮し、練習の度に幼保の各学年が一つになっていくところを私達に見せつけてくれます。本当に園
児達の力はすごいと感心させられました。練習の時の真剣な顔と終わった後の友達とおしゃべりを
楽しそうにしながら、休憩している顔とは、全く違った表情です。”園長先生何か面白いことして～”
と望まれているような（時々言われます）リラックスした顔を見て、私も瞬間芸をして、園児達と
グランド練習を楽しませてもらいました。
今年は、園児達の生活にもいろいろな制約がありましたが、リモート朝礼やソーシャルディスタ
ンスの中で伸びている力はたくさんあります。教室の中での静寂の時間をすばやくつくれる様にな
り、多少電波の関係で聞き取りにくくなるリモートや放送の声をよく聞きとっています。
又ソーシャルディスタンスを保つため、グランドに行っても人数が多くなる前に学年やクラス単位
で移動をしていましたが、自分の荷物をさっともってバスに乗り込み行動がとても機敏になってい
ました。「もう１回青組しますか？」と私が言うころには「もう帰りました」というぐらいでした。
そして今年の練習の期間に年長児によく見られたのは、練習をしてない遊びの時間に園児達がマー
チングの BACK DRAFT のメロディーを口ずさんでいたり、ジャズのふりを鏡の前で２・３人で踊
っている様子です。自粛生活があったことで友達と一緒に何かをする、目標を持つことにいつも以
上に意欲をもっているように私は見えました。制約の中でも良い事はたくさんありますね。
良いことと言えば、ハルナ Sports day 2020 のどんぐりさんの種目で例年以上の沢山の拍手を
いただきました。観客の皆さんの大きな拍手にどんぐりの入所者さん、どんぐり学園の児童の保護
者様も大変感激をされたそうです。介護職員も“温かい気持ちになれた”と喜びの感想をもらいま
した。保護者の皆様の拍手がどんぐりの人々の生きる力となりましたこと深く感謝いたします。
ありがとうございます。
園からお願いしていたできる限りの私語を控えていただくことも大よそお守り下さり、
「我が子のプ
ログラムでないからいいわ」とおしゃべりに講じる方も少なく、静寂の中でそれぞれの学年の発表
を行うことができました。自前の消毒液を持参して頂き、消毒タイムを実施することにもご協力頂
きました。
「面倒だ」と仰る方もいるのではと心配していましたが、司会のアナウンスとともにかい
がいしくお父様の手に消毒液をシュシュッとかけられているご夫婦・家族の仲睦まじいご様子も
ハルナ Sports day 2020 の空気をより一層温かくして下さり嬉しかったです。
車の乗り入れに関する事やその他のいろいろとご協力・ご支援を頂いたこと、良いことが沢山あっ
たハルナ Sports day 2020 でした。
終了後の先生達のミーティングででも、例年まずは、外部からのクレームの件の解決策や内部の
ルールについての案件から話し合いますが、それらが全くない状態で、園児達のことを話し合うこ
とに充分な時間がとれました。本当にありがたいことです。
私達職員にとっても、ハルナの長い歴史の中で今年のハルナ Sports day 2020 は心に刻まれる
体育行事となりました。
そして、５年ぶりの快晴は、藤田前理事長先生と伸子先生（保育園前園長）がお空の上で見守っ
てくれているように思えてなりませんでした。美しい水色のお空に２人の姿が見えるようで時折何
度も空を見上げました。そばにいなくても、心のそばにいてくれることが嬉しい１日でした。
まだコロナ禍は続きますが、どんなことがあっても園児達の成長は妨げられるものではありませ
ん。行事があるからこそ、そこを一つの節として園児達は成長をします。今できる限りのことをし
っかり考えながら今後も園児達の生活を続けていけるよう頑張りたいと思います。
保護者の皆様方のご理解・ご支援のおかげ、又園児達の頑張りが花開くハルナ Sports day 2020
となりましたこと感謝いたします。ありがとうございました。
園長 奥 裕子

年長児のお友達
年中児のお友達
年少児のお友達
Thank you for saying
everything politely
with a ‘please’ at
the end of the
sentence .Well done!

年少児のお友達
ピアニカでただしい
ゆびばんごうでド～
ソまでひくことがで
きます。これからもい
ろいろなきょくにちょ
うせんしましょうね。

かきかたやさどうの
おけいこはとてもた
のしいですね。これ
からもたくさんのこと
をまなびましょうね。

年長児のお友達

It’s always a fun
thing to play with
your friends even
you are at different
age. The picture
showed how happy
you are.

年長児のお友達
「たぬきとお月見」

たの し そう に お つき み をし
て いる か わい い たぬ きが で
きましたね。

いつもていねいに
てをあらってくれま
す。ゆびやてくびも
わすれずしっかり
あらうことが
できます。

年中児のお友達

いつもたのしそう
なおこえがきこえ
てきます。またみ
んなであそびまし
ょうね。

年中児のお友達
「トンボときのこ」

デカルコマニーでつくったき
れいなトンボがたのしそうに
そらをとんでいますね。

満３歳児のお友達

「かして」ときちん
とつたえることが
できましたね。こ
れ か ら もな か よ く
あそびましょうね。

年少児のお友達
「うさぎとおつきみ」
うお
さつ
ぎき
がみ
みの
てだ
いん
まご
すを
ね
。う
れ
し
そ
う
に

満３歳児のお友達
「ぶどう」

１つ１つていねいにスタ ンプを
おして、おいしそうなぶどうが
できましたね。

奈良県教育委員会より、奈良県の子ども達の基本的習慣の
向上や、規範意識の芽生えを培うことを目的として、「げんきなあ
いさつ」や「おてつだい」等の約束運動を、夏・冬で実施していま
す。青組以上のみなさんがんばりましょう。
８月頑張りました賞

「cooking assistant ～かわいい料理人～」
年中児のお友達
お野菜やソーセージを切り、お料理のお手伝いをしてくれていました。
「いただきます」
「ごちそうさま」
の挨拶もしっかりできました。自分で切ったお野菜は残さずに食べられたかな？

酒井式描画指導法は、ハルナ幼稚園で導入している描画法です。触覚画法、同心円描法、部分配置つ
なぎ描法とカタツムリの線にポイントを置いて指導をします。絵画あそびの様に自由に描くことも大切ですが、
描きたいものを描ける技術がないと描くことそのものから遠ざかってしまいます。
園児にも描きたいものを描ける技術を得るために酒井式絵画を
経験してもらっています。
芸術の秋にちなみ、秋の参観日から毎年「絵画展」（年少児以上）を
行なっております。
今年はどんな絵画が展示されるか、今から楽しみです。
絵画作品掲載期間：

幼稚園休日を除く
15：00～17：00 幼稚園ホールにて
＊玄関で検温・消毒をしてからの入室を
お願いします

９月１７日（木）に幼稚園にて歯科検診（年少児以上）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が、
５歳児 １１％
４歳児 １１％
３歳児 １３％
となりました。
令和元年度の学校保健統計調査では、５歳児で奈良県３４％、全国３１％
でしたので、平均よりもハルナ幼稚園は虫歯が少ない結果となりました。
これからも歯磨きやフッ素（年中児以上実施中）で丈夫な歯をつくりましょう。

頑張るみんなの応援隊！！
タコさんウインナー
１０月３日（土）は、「ハルナ Ｓｐｏｒｔｓ dａｙ 2020」でした。とても
さわやかな気候にも恵まれ、皆も一生懸命頑張っていましたね。
日々、園児のお友達が練習している声が厨房にも聞こえていまし
た。だんだん声も大きくなり、音楽のテンポにも合わせて、「上手
になっているなぁ」と楽しませていただきました。園児のみなさん
に頑張ってもらえるように、お給食のメニューに「カニさんウィン
ナー」や「タコさんウィンナー」を入れて厨房からもエールを送ら
せていただきました。みんな気付いてくれたかな？
管理栄養士 竹谷貴美子
栄養士
東 裕紀

◆歯科検診◆年少児以上
9/17（木）
◆新入園児面接＆制服採寸◆
9/5（土）・9/12（土）
恥ずかしがりながらも「おはようご
ざいます」とご挨拶をしてくれる姿が
たくさん見られました。制服採寸では
春から着るハルナの制服や体操服を
見て、嬉しそうな様子でした。みんな
が幼稚園に登園してくれる日が待ち
遠しいです。

藤組では、テーブルマナーでもあるナイフとフォ
ークの練習に加えてナフキンの使い方も練習して
います。ナフキンを膝の上に置き、落とさない様
に食事をすることや口の周りが汚れたことに自分
で気づき、拭く習慣を身に付けることを目標に取
り組んでいます。「口はまるく拭くよ」「ナフキン
の置き方はこうだね」と子ども達同士確認し合う
様子もみられるようになり、嬉しく思っています。
正しいテーブルマナーを身に付けられるよう頑張
りましょうね。

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。歯科検診結果
はけんこうノートに記載しておりますので、各自で
治療をお願いいたします。
今月行った歯科検診や１０月にある検査は、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。

赤組では、衣服の着脱や運動靴・バレーシューズ
を自分達で脱ぎ履きが出来る様に練習をしてい
ます。入園当初は難しかった靴を履くことも、足
を入れる部分を大きく開いて、かかとまできちん
と履くことが出来るようになりました。最近で
は、脱いだ靴下を２足揃えて「クラゲ」（１つに
クルっとまとめること）を頑張っています。自分
達で出来ることがたくさん増え、とても嬉しく思
います。ハルナ Sports day 2020 終了後、６日
からは冬制服になりました。
「ボタンつけあそび」
を通して、ボタン付けの練習も引き続き頑張りま
しょう。

～家族～
「赤ちゃんが産まれたよ」「新しい犬がお家にきてくれたよ」など、家族のお話が園児から聞くことが多くなりました。
家族で休日にお出かけしたことや、お兄ちゃんが習い事に行ってること、お父さんがお仕事から帰ってきたら抱っ
こしてくれることなど、お話をしてくれる園児達はとても嬉しそうです。
今年のハルナＳｐｏｒｔｓ ｄａｙ 2020 のサブテーマは「つながろう ハルナ family」と題しました。ハルナの大家
族、みんなで一緒に頑張ろう！みんな心は一つに！など色々な意味を込めたサブテーマでもありました。
本番の数日前に園児達と一緒に「エイエイオー！」と気合いを入れ合った際、このサブタイトルのことについて、「み
んなの頑張りは家族の方への感謝の気持ちに繋がります。練習の成果を発揮して、一人一人が一生懸命頑張ること
が出来る、ハルナ Ｓports day 2020 にしましょう」とお話をしました。
当日、保護者さまの応援で園児達も楽しく、参加してくれたことと思います。
もうすぐ私も大好きな家族のテーマにしたハルナオリジナル製作があります。
それは秋の参観で行う、「すきノート」です。このすきノートは年少児から年長児まで
3 年間かけて行う家族のノートです。題の通り、「すき」がたくさん集まるノートで、
家族全員の「すき」が書かれるすきノートはハルナのオリジナルです。
「すきなくだもの」「すきな国」「すきな色」など、家族全員のすきを書いていくノートです。
家族みんなのたくさん集まったすきノートを家族の宝物にしていただけると嬉しく思います。
ハルナの園児・保護者様・職員みんな、ハルナの大家族です。
これからも家族の結びつき、きずなを大切にしていきたいと思います。

９月２１日の敬老の日によせて、全園児祖父母様にハガキ製作を行いました。祖父母様のところに園児のみな
さんの心が届いていたら嬉しいですね。心込めて作ったハガキを紹介します。

年中児のお友達
「cookie monster」

年長児の
お友達
「ふぐ」

満３歳児の
お友達
「ゾウ」

年少児の
お友達
「長寿亀」

９／２（水）に空手の昇級審査が行
われ、在園児・卒園児が見事合格さ
れました。おめでとうございます。これ
からも頑張ってくださいね。

７級(青帯)
矢野志織さん（小４）
古元雄大くん（小１）
盛本裕麻くん（年長児）
岡本戒道くん（年長児）
山内颯太くん（年長児）

年中児の
お友達
「はらぺこあおむし」

9/26（土）のビギナーズ（未就園児英語親子教室）は、ハ
ルナの先生達と一緒に「シールあそび」を行いました。丸い
シールをペタペタと貼り、お花や動物などの可愛らしい作品
ができました。またあそびに来てくださいね。
作品はお家に飾ってくださいね

次回のビギナーズ開催日
１０月１７日（土）
画伯になってみよう

アイスクリン
絵画あそび
◆10/７(水)◆青組・黄組
◆10/8(木)◆藤組・イマージョン・赤組
各クラスごとにホールで画用紙に自由画を描
きます。どんな作品ができるか楽しみにしてく
ださいね。
眼科検診◆10/14(水)◆年中児以上
内科検診◆10/１６(金)◆全園児
園の検診と市町で行われる乳幼児との検診は別の内容
です。市町の乳幼児の健診（３歳６ヶ月検診など）には必
ず各自で行っていただくようにお願いします。

入園見学ツアー
◆10/14(水)◆【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質問や
話を伺える機会を設けています。保護者様のご友人・知人
で興味のある方にぜひご紹介ください。

おいもほり
◆10/15(木)◆年長児
書き方のご指導をいただいている平岡先生のご好意
でおいもを掘らせていただきます。どんなおいもが採
れるか楽しみですね。

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

◆10/16(金)◆
高知県より届きます。楽しみにしていてくださいね。

英語であそぼう未就園児教室＜ビギナーズ＞
◆10／17(土)◆未就園児対象
英語の先生達と一緒に画伯になって秋に芸術を楽し
みましょう！

個人面談
◆10/1７(土)◆幼稚園にて：対象者のみ
園での園児の様子をお伝えさせていただきます。お電
話もしくは園にお越しいただいて担任と保護者様と
の面談を致します。

ふるさと園外（葛城山）
◆10/21(水)◆年長児
将来大人になった時、幼稚園時代に登ったふるさとの
山はいつも皆を見守ってくれているという事を感じ
てほしいと思います。

赤組保護者参観
◆10/29(木)◆グループ①あ～し
◆10/30(金)◆グループ②た～よ
体育ローテーションや日課活動を見ていただきます。

・BUBBERRY のハンカチ
・花柄のマスク

