・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

年長児のお友達
＜バス＞
年長児のお友達
＜Snowman＞

年少児のお友達
＜フルーツ＞

優勝
幼稚園
緑色チーム

年中児のお友達
＜きりんとうさぎ＞

満３歳児のお友達
＜きりん＞
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秋の穏やかな季節となりました。この間まで園児達のおでこに汗が煌
めいていた暑い日々が、過ごしやすい季節になり今度は瞳が煌めいてい
ます。秋になると毎年感じることは、体育行事で培った力が毎日の園児達の声に表れていると
感じることです。どの教室からも勢いのある園児の元気な声が園舎の中に響いていて、前と後
ではここまで違うのかなぁと感心するほど園児達の成長のエネルギーを感じられる毎日です。
色々と園の書類の整理をしている時に、１０年以上前に藤田理事長先生が職員全員に配布してく
ださい。と言われたコラムが出てきました。
「人の生き方には二通りある」～請求書の人生と領収書の人生～
鍵山秀三郎（イエローハット創業者）
もっと、もっと、もっと
際限なく求めて欲しがって生きるのは『請求書の人生』であると知人から教えて戴きました。
その方は祖母様から寺社にお参りした時は「ありがとうございます」と請求書ではなしに領
収書のお参りをしなさいと教えられたそうです。知人のお話を通じて求めるばかりでなく、
今与えられているものごとに感謝の心を持つ「領収書の人生」を歩めと教えていただきまし
た。日本には領収書の生き方をしている方が大勢おられますが、そういう方は世間から注目
されることはありません。請求書の生き方をする人が派手で目立つのに比べて領収書の生き
方をする人は地味で人目につかないところが共通しているからです。他人に頼ったり求めた
りすることなく、人の役に立つことだけを念頭において、一途に歩み続けるお姿は人を惹き
つける豊かな魅力を備えていると私は思います。～中略～
古人は人の交わりはともすれば利交に陥りやすいと諭しています。
“勢交・賄交・量交・談交・窮交”の五交を“利交”と言い、虚しい交わりの中で貴重な人生を
終える人が多くいます。“利交”の世界に生きる人に共通してるのが“請求書の生き方”です。
領収書の生き方をしている人の交わりは「素交」といい、友人としての三原則を知らず知ら
ずのうちに守っています。
一、過ちあるを見れば即ち相諫す（友の過ちに対しては、見過ごさず真心を込めて忠告する）
二、好事あるを見れば深く随喜を生ず（友の良きことに接した時心の底から喜ぶ）
三、苦厄在らば相棄てず（友が困難に陥り災難に遭った時決して見捨てない）
仏陀「因果経」より
園長へ 領収書の生き方を。 平成１９年１１月１９日全職員に配布してください。理事長
と手書きで書き添えてありました。
私や職員全員にその心持で園児達と保護者様と接して欲しいと願っていたのだと思います。
１０年も前に諭されていることなのに、領収書の生き方が出来ているかどうか今のところ自信を
持って言えないところが情けない限りですが、文書を見つけることが出来て良かった、気づけて
良かったと思いました。
請求書の人生と領収書の人生。求めるばかりでなく今あることに感謝をすること、文字で書け
ば簡単ですが、実践するには自分の心との対話が必要不可欠と考えます。けれど、難しく考え
ず園児達と共に一つでも多くありがとうを見つけていくことで出来そうにも思えます。
園児達は本当にありがとうを見つける天才だからです。
保護者の皆様にも各々に親の教えをお持ちでいらっしゃると思います。教えて貰っているのに忘
れてしまっていたり、気づけないでいてることはありませんか。聞くことの出来る方は、今の間
に沢山お話を聴いておいてくださいね。
数日後には秋の参観です。午前午後の二部制にご理解を頂き感謝いたします。秋の発表会も今
年は年長児のみとなりましたが、芸術の秋を感じることはどのクラスも毎日の保育で行っていま
す。どんぐりでおままごとやお店屋さんごっこも喜々として楽しんでくれています。過ごしやす
い気候だからこそ出来ることをこれからも園で行って参りたいと思っています。
園長

奥

裕子

年長児のお友達
年少児のお友達
年長児のお友達
年下の園児の手を
やさしくつないで
お部屋まで連れて
行ってあげたり、
困っているお友達に
声を掛けてくれます。

年中児のお友達
もちかたにきを
つけて、せんの
うえをゆっくり
ていねいにきる
ことができまし
たね。

やまのうえから
みるけしきはきれ
いでくうきもおい
しかったね。

年長児のお友達

おおきなおいもが
たくさんとれまし
たね。またおきゅ
うしょくでいただく
のがたのしみで
すね。

年長児のお友達
「さるかに合戦」

てがたでかにをひょうげんし、
さるやきなどこまかいところま
でていねいにしあげることがで
きましたね。

「おはようございます」
「ありがとうございます」
などとご挨拶をする際
はしっかりと相手の目
を見てご挨拶をして
くれます。目を見て
ご挨拶が出来ると
心が温まりますね。

年中児のお友達

ねんどでかたつ
むりをつくったの
ですね。ぐるぐる
かたつむり、また
せんせいにも
みせてね。

「安納芋」は
とてもあまくて
おいしかったで
すね。ふじぐみさ
ん、ありがとう。

年中児のお友達
「ハロウィン」

きらきらとひかるほしをじょ
うずにかけましたね。
にっこりとわらうまじょがと
てもかわいいです。

年少児のお友達

年少児のお友達
「きつねとぶどう」
いお
しり
そが
うみ
なで
ぶか
どわ
うい
もい
でき
きつ
まね
しを
たお
ねり
。、
お

年少児のお友達
「Washing Day」

The washings are waving in
the nice sky.

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。

幼稚園では朝の時間と夕方の時間を利用し、
“Reading time”を設けています。
Blue は自分でページをめくって、”I found
3ducks”, “four dogs here”と言いながら
Number の絵本を読んでいます。
Yellow と Purple は Phonics を考えながら、
指でなぞって何回かにわけて一冊の絵本を
読み終えます。
Reading time を通じて、本をたくさん読み、
本が大好きな人になってほしいです。
（アリス）

１０月からお掃除タイムに園庭の落ち葉拾いを
始めました。秋に近づいて園庭の葉っぱも緑色
から赤色や黄色に変わり、「こんな色の葉っぱ
見つけたよ」と嬉しそうに教えてくれていま
す。色だけでなく様々な形や大きさを見つけて
は、お友達と報告しあう姿も見られ、お友達同士
の関わりも深まってきました。秋の季節を感じ
ながら、皆で楽しくお掃除をしたいと思いま
す。
（中野）

みんなの声：たくさんのおじいちゃんがでてくるところが
おもしろいな。

先生より：まちがえておへそがおでこについてしまうと
ころがおもしろいな。

おもしろいな。

園児たちの遊びの中で、特に人気なものが、家族ごっこやお店屋さんごっこです。
思考を凝らし、おままごとやカプラで家族ごっこしたり、粘土あそびでお店屋さんごっこをしたりと自由あそび
の時間、色々なあそびで思考力、想像力を膨らませています。
年長児は 10 月に入り、少しずつ準備を始めてきた「お店屋さん」を開店させることができました。
お店そのものを再現し、お寿司やさん、くだものやさん、ケーキやさんなどに沢山の商品が並んでいます。今は
あまり聞かなくなった、八百屋さんもあります。
今年度は年長児お買い物学習がコロナ感染防止のため中止になったことで、担任の先生たちが何か出来ないかと
アイデアを出し、自由あそびの中で始めたのがきっかけでもありました。
お店の門構え、品物、お金など全て年長児と担任の先生たちの手作りです。
このお店やさんごっこ遊びで、
①自分のしたいお店、作りたい物、買いたい物を自分で作ること
により、品物とお金を交換して買い物の意味を知る
②お金の計算、大切さがわかる
①については、買ったものを大切にしたり、何より買う時、買われ
る時に必要な言葉、例えばお店の方になりきり、「いらっしゃい
ませ！」「〇〇が安いですよ」「〇〇が美味しいですよ」など自分
で考えた言葉で大きな声で売り出してくれていました。
②については、お家の方が一生懸命働いてくださった大切なお金の
扱いを学べます。10 円や 100 円の計算など、学ぶことも目的の
一つでもあります。
遊びの中から自分で考えたり、友達と相談したりしながら色々な学
びを吸収してくれました。将来の子どもたちの糧となる保育をこれ
からも目指していきたいと考えます。

赤組・青組の教室内に『空気清浄機ジアイ
ーノ』を導入しました。
次亜塩素酸による空気の清浄が でき
99％除菌・ウイルス抑制・洗浄脱臭効果が
あります。新型コロナウイルス感染
予防はもちろん、これからインフルエンザ
や風邪症状がよく見られる季節です。きれ
いな空気で
元気に快適に過ごし
ていきましょう！

水曜日の午後には英会話（Extra English）の課外レッスンがありま
す。いつもお部屋で受ける GS プログラムで学んだ文法を使い、ゲーム
や会話を楽しみながら英語を身に付けます。
同じゲームでも青組は”what animal do you like?”の質問に”I like
rabbit”との返答ですが、藤組になると
“I like rabbit because it’s cute”と”Because”を使った文法で会話をし
ます。
これからも楽しみながら英語を
学びましょう。
なお、課外レッスンの英会話の
次の入会は１月～となります。
体験は１２月に行いますので、
入会希望の園児は参加して
くださいね。

眼科・内科検診
10/14（水）・10/16（金）
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。結果はけんこうノートに記載して
おりますので、各自で治療の方をお願いいたします。
学校保健法では眼科健診は幼稚園では義務づけられていま
せんが、卒園児のお父様が眼科医でいらっしゃったことから、幼
児期に弱視を発見すれば回復が早いということをご教示いただ
き、毎年実施しております。
全ての検査は、病院・医院での照明設備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。

おいもほり
10/15（木）年長児
かき方のご指導をいただいている平岡先生のご厚
意で、おいもほり体験に行きました。今年は「安納
芋」をたくさん収穫することができました。大きさや
形も様々で、採れたおいもをうれしそうに見せてく
れました。採ったおいもをお給食でおいしくいただ
きました。

赤組保護者参観
10/29（木）・30（金）
毎日頑張っている日課活動・体育ローテーション・ＧＳ
を保護者様に見ていただきました。
大好きな保護者様が見に来てくださり、園児達の活き活
きとした様子を見ていただくことができました。

１０／１７（土）のビギナーズ（未就園児英
語親子教室）では、英語の先生と「製作」を
行いました。テーマは「画伯になってみよ
う」で、折り紙や画用紙、新聞紙を好きな
形に切って貼り、世界で一つだけの素敵な
絵が完成しました。楽しい時間を過ごすこ
とができました。
又遊びに来てくださいね。

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。

ハルナ幼稚園 卒園児の
『むらかみ さき』さんが、絵本作家とな
られ、ハルナのお友達にと、各園に絵本
をプレゼントして下さいました。
とても可愛らしい絵本です。
各クラスで楽しみたいと思っています。

次回のビギナーズ開催日
１１月１４日（土）
クレヨンあそび

８月 頑張りました賞
「ちびっこＦａｒｍｅｒ」
年少児のお友達
庭の植物や野菜に水をあげるお世話
をしてくれました。毎日お世話をして
くれたおかげでおいしいお野菜がた
くさん収穫できましたね。

夏休みの宿題で描いた産経新聞社主催の第６９回「こども二科
展」の絵画が入選されました。おめでとうございます。
今年度は、新型コロナウイルス対策として表彰式の開催はあり
ません。
尚、入選作品は、
大阪市立美術館の
「二科関西支部展」
会場で展示いたします。

＜入賞＞
年中児のお友達
「奈良の大仏さん」

ハルナ Sports day2020 当日は好天に恵まれ、本当に良かったと思います。
先生方におかれましては、日頃から準備にさぞ忙しかったことと思います。本当に有難うございまし
た。今年度は新型コロナウイルス感染症対策の為、午前・午後に分けた２部制で行われましたが、縮小
されたとは思わない非常に楽しんで、園児・親共に参加が出来たと思います。本部役員の私達もハル
ナの全ての園児の為に力を合わせ、行事をサポートさせて頂きました。今後も全園児の皆さんからい
っぱいの笑顔を見れる様に、本部役員一同一丸となり精一杯頑張りたいと思います。
本部役員のお父様
１０月３日、快晴の青空の下、ハルナ Sports day 2020 を無事終えることができました。
今年はコロナ禍により、開催が危惧された運動会ですが、先生方が感染防止の様々な対策を講じて下
さったお陰で、また観覧にお越しになられた皆様にも、人数制限やこまめな消毒などのご理解、ご協
力頂いた事により、大きな問題もなく過ごすことができ、心より感謝申し上げます。
例年に比べ短縮されたプログラムではありましたが、いつもにも勝る熱気、園児達の全力で取り組む
姿、喜んだり悔しがったりする姿、またそれを見守る保護者のみなさまの姿を目の当たりにして、困難
な中においても、開催することが出来て本当に良かったと感じております。
まだまだ先行きは不透明な状況ですが、園児達にひとつでも多くの行事を経験してもらえるよう、環
境の変化に柔軟に対応した本部役員活動を下半期も続けていきたいと思います。
本部役員のお父様
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止の
不安もありましたが、数年ぶりの快晴で、
１０月３日(土)に「ハルナ Sports day
２０２０」が無事に開催することができました。
例年の運動会とは違い、午前午後の２部構成
で、午前の部では赤組、青組、イマージョン青、
どんぐり学園のみんなが元気いっぱいに練習
の成果を発揮してくれました。とくに徒競走の
お手伝いでは、我が子を一生懸命走っている
姿を間近で見る事ができ、観覧席での撮影で
は見る事ができない経験ができたと私は思っ
ております。もし、「我が子を特等席で見たい!」
というお父様がおられましたら、ぜひ来年の
お手伝いに参加してもらえたらと思います。
本部役員のお父様

