・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

各家庭で沢山あいさつやお手伝いを頑張ってくれました。
１２月も頑張ってくださいね。
次回１２月分の提出は１月８日です。

８月頑張りました賞
「Ｌｉｔｔｌｅ ｈｅｌｐｅｒ」
年中児のお友達
かわいい妹が大好きで、一緒に手を洗い、洗い方を教えて
くれています。妹のお世話をたくさんして頼もしいお兄さ
んです。

古本がお金に代わり、犯罪で被害にあわれた
方の社会支援等の手助けとなります。園から
取りまとめて発送することができますので、年
末の大掃除で不要になった書籍等がありまし
たら園にご持参ください。
バーコードの下に
「ISBN」と表記された書籍
しか受け付けできません
のでご注意ください。

ハルナ幼稚園では、あらゆる感染症や飛沫感染を防ぐ為、アルコールによる手の消毒・次亜
塩素酸水による部屋の空間消毒・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ます。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。園児の体操服や制服に散布しています。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。ご家庭でも
手洗い・うがいをしっかり行い感染症対策をしましょう。
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
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２０２０年もまもなくエンディングを迎えようとしています。
私も保護者の皆様も感染症対策に振り回される一年であったと思い
ます。こうまで長くなると「いつ終わるの！」と言いたくなりますが、不満を言っていても仕方が
ない、子ども達を守り、家族を守り、人々を守る為に皆様、感染症対策に努めておられるのだと
思います。本当にご苦労様です。
昨年のクリスマスパーティーの写真や動画を見ていますと、園児も先生もみんな底抜けに明る
い表情で笑っています。
先生達からの手遊びやクイズ、ゲーム、お歌のコーナー、ちょっと体を動かしてエクササイズ、
オペレッタ、お給食の先生からの美味しいクリスマスランチ等々、いつも園児達は保護者の皆様
に練習した出し物を見て頂く立場ですが、パーティーではゲストです。一緒に歌ったり、遊んだ
り、劇を見たり、ゲストとして楽しんでくれています。その日一日中がクリスマスパーティーで
すので、お着替えとお手洗い以外はずっとパーティー気分で過ごしてくれています。昨年はどこ
からかちらちらと雪が降ってきて最後にはホールの床が真っ白になるくらいの雪（紙吹雪）が舞
い散りました。子ども達がキャーと雪を掴もうとピョンピョンとびはねたり、ポケットに雪を詰め
て持って帰りたいと言う子もいたりと園児達の楽しんでくれている様子に私達も心がおどりまし
た。雪を降らせるには先生達だけでは出来ないので、これには庶務の先生が大いに力を発揮し
てくれました。大量の紙吹雪の製作、雪の形も空間に如何にちらちらと美しく舞う時間が長く
なるか工夫し、また自然に園児達の頭の上に降ってこないといけないので、園児達がいない時
間にリハーサルをして降らせ方を研究いたしました。突然の雪に手を伸ばし喜ぶ園児達、一緒
に指をさして喜ぶ先生達、園児達に見えないようにブロワーを抱え雪を降らせている庶務の先
生もみんな嬉しそうな顔をしているのが写真に残っています。あれから１年、この時は目に見え
ぬ恐怖が迫っているとは知る由もありませんでした。
けれど、今年もやります！園児がゲスト園児達のためのクリスマスパーティー。出来ないわけが
ありません。今年も、今年だからこそ、園児達が「あーたのしかった」と言って貰えるように頑
張ろうと先生達が企画をしています。お給食の先生も、きちんと時間どおりにクリスマスランチ
が出来上がるように綿密に計画を、そして今年も庶務の先生がまた新たな園長のリクエストに
仕込みの毎日です。園児達がどんな反応してくれるのか、喜んでくれるかなぁと考えているだ
けでも楽しくなってきます。私も先生達から与えられたオペレッタの役をどのように演じるか鏡
の前で練習しています。
保護者の皆様も私たち以上に色々と子ども達の喜ぶ顔を想像しながら、クリスマス・お正月と計
画されていることだと思います。コロナの事を考えずにはいられませんが、子ども達の喜ぶあの
顔を想像しながら、ご準備を頑張ってくださいね。保護者の皆さんの子どもの喜ぶ顔が見たい
と思いする行動、言葉、思考が心理学でいうブーメラン効果で保護者の皆様自身のストレスや
不安を低下させるそうです。（行動と反応の原理）相手の喜び=自分の喜びは家族、集団におい
て大切な考えですものね。ハルナの大きな家族としても留意したいと思っています。
クリスマスパーティーは１２月８日（火）園児達が帰ってきたら又感想を聞いてみてくださいね。
どんなことを言ってくれるのかドキドキします。
２０２０年色々な事で保護者の皆様にはご心配をおかけしてしまいました。そんな中でも応援や
お励まし、感謝のお言葉やお心を頂きましたこと深く感謝申し上げます。保護者の皆様も大変
な日々である中、園にご支援ご理解を賜りましたこと本当にありがとうございます。保護者の皆
様が私達にかけてくださった温かい想いがブーメラン効果で皆様に幸せが訪れますように祈り
ます。２０２１年もどうぞ、よろしくお願いします。
園長 奥 裕子

－２－

幼稚園も芸術の秋。各クラス、テーマに添った絵画が完成しました。とて
も丁寧に描く事が出来ていますね。ホールにはたくさんの絵画が溢れて
います。＜絵画掲載期間 11/７（土）～12/４（金）＞

年長児のお友達
＜長靴を履いた猫＞

年長児のお友達 ＜一寸法師＞

年中児のお友達
＜跳び箱を跳ぶ僕＞

年中児のお友達
＜ご飯を食べる私＞

年少児のお友達
＜Bugs life＞

年少児のお友達
＜きょうりゅうクランチ＞

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、練習を通
して友達同士の関わりを強く感じる事が出来ました。

年少児のお友達
＜にじいろのさかな＞

11/14（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「クレヨンあそび」を行いました。
英語の先生と一緒に塗る色を選び、一生懸命取り組んでくれまし
た。またあそびに来てくださいね。

次回のビギナーズ開催日
１２月１２日（土）
テープ製作

11/7（土）秋の参観（年少児以上）と、発表会（藤組・イマージョン）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）青組の頃から参観に来させて頂き毎回思っていたのですが、保育中に色々な先生が子どもたちの
様子を見に教室へ入って来られるのですが、子どもたちは騒いだり、見るということもなく活動に集中して
いてすごいなあと思っておりました。普段から先生方は見て回ってくださっていて子どもたちにとって“特別
なこと”ではない光景なんだと感じました。沢山の先生方に見守られ子どもたちは安心して園生活を送れて
いることに感謝しております（略）
年中児の保護者様
（略）園長先生からのお話であった「褒めの言葉は意外と単調になっている」「アイメッセージで伝える」
を意識して実践すると、言葉が出てこない事に気付き、伝え方を変えると、子どもの表情が明るく嬉しそう
な笑顔を見せてくれました。子育てを通して親も成長すると言いますが、今日は私も少し成長できた事を嬉
しく思います。（略）
年少児の保護者様
（略）今回初めて乗せてもらった幼稚園バス。子供も一緒に乗る自体がうれしかったらしく、終始にこにこ
でした。初めて乗るので、中から見る風景も初めてで…（略）私はふと出入口の目のつく場所に貼ってある”
園児の命第一“の言葉に目がいき、胸があつくなり、ひとりで園へ到着するまでの時間、うるうると感動して
いました。幼稚園を運営され、多くの子どもをあずかり日々過ごされている中で何事があっても園児優先が
当然なのかもしれませんが、目のつく場所へ貼る等意識を向ける工夫なども含め、ハルナ幼稚園の子供の
為に…と、保護者の為に…と日々考えて下さっている事に感謝した瞬間でした。（略）
年少児の保護者様

年長児全員で香芝消防署に見学へ行きました。
この日署には消防車の他、救急車などたくさんの種類の車が並んでおり、
興味津々でした。
消防士さんに 1 台ずつ、名前と役割を教わり、消防車の中でもたくさんの
種類と役割があることを学びました。化学車にはお風呂の 8 杯分のお水が
積まれていること、ポンプ車は化学車や救急車と一緒に活動していること、
救助工作車はオレンジの服を着た消防士さんや特別な救助隊の方しか乗
車できないことなど「すごい！」「かっこいい！」など子ども達から終始声が
聞こえていました。消防車に積んでいるホースを見ても「お家のホースと大
きさが違う」、消火器を見ると「台所に置いてあるかな？」と見たことのあ
る物でも、大きさや形が全然違うものだということを知りました。出動まで
の着替えの速さは驚くほど敏速でした。最後にははしご車を延ばしてくだ
さり、香芝消防署のはしご車は、先端屈折式になっており、より近くまで届
くことができるそうです。マンションの８階相当までの高さまで空高くあが
り「どんな風にみえているのかな？」「のぼってみたいな」など声が聞こえて
きました。消防士さんや救急救命士さんは、命を守る大切なお仕事だとい
うこと、そして何より私たちの暮らしの安全を見守ってくださっていること
に感謝の言葉をみんなで伝えました。年長児が色々な場所へ行ったり、学
んだりすることにより、将来の夢を広く持ってほしいと思っています。園に
戻るバスの中では未来の消防士さんが何人か出てきて嬉しかったです。

年長児のお友達
年中児のお友達
年長児のお友達
おみせやさんごっこ
でちいさなおともだち
にもやさしくおかいもの
のほうほうをおしえて
くれていました。

満３歳児のお友達
おうちのかたに
いつものがんばっ
ているすがたを
みてもらってうれし
かったですね。

年長児のお友達

The tall ladder
fire truck went so
high.
We learnt a lot
about it too.

年長児のお友達
「紅葉」

きれいなこうようをみながら
しかがおはなしをしているみ
たいですね。

いつもげんきいっぱい
たくさんのおうたを
うたってくれます。
うたをうたうときの
くちのおおきさもだれ
にもまけていません。

たいそうふくを
つくえのうえで
ていねいにたた
んでなおすこと
ができます。

年長児のお友達

かいどうくんは
どんなしょうぼう
しゃがこころに
のこったのかな？

年中児のお友達
「りすと落ち葉」

にっこり とわらうかわいいりすを
おることができましたね。おちば
やどんぐり もたくさんつくりまし
たね。

年少児のお友達

おともだちとどん
なおはなしをして
あそんだのかな。
うれしいですね。

年少児のお友達
「きのこといちょう」

えのぐをつかってデカルコマニー
できのこをかきました。
おりがみでいちょうをおってあき
をたのしみました。

満３歳児のお友達
「みのむし」

はさみにチャレンジしてゆっくり
ていねいにみのむしのからだをき
ることができました。

秋の参観

香芝消防署見学

●11/7（土）●年少児以上

日課活動や体育ローテーショ
ン（年少児のみ）では、保護者様
に頑張っている姿を見てもらおう
と、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”を見つけることが出来まし
た。

●11/11（水）●年長児

消防車には様々な名前や役割が
あり興味津々の子どもたちでした。
私たちの生活や大切な命を守り、助
ける為に普段から備え訓練している
ことも知り、とても学びの深い日と
なりました。

お誕生日会
●11/26（木）●10・11・12 月生まれ

年長児の保護者様をお招きし、
保護者様から子ども達の良い心を
聞く事が出来ました。たくさんの
「おめでとう」の言葉で優しい雰
囲気に包まれ心に残る１日になりま
した。

１１月２３日の勤労感謝の日によせて、年長児が自分達の身の回りで働いて下さっている人はどんな人達がいるかを話
し合いました。国や県・市町村で私達の住みよい街づくりをして下っている方、病院の先生や、沢山のお店屋さんなど、
様々な所で働いて下さっている方がいるから自分達の生活が出来るという事も理解してくれていました。
１１月２３日の勤労感謝の日に合わせて相手様先に着くように郵送したところ、お礼のお電話やお手紙を頂きました。
「この仕事をしてきて初めてこの様な嬉しいお手紙を頂きました。」と喜びのお声も頂きました。日頃、目には見えないと
ころでも私達は沢山の方にお世話になっています。感謝の心を忘れず、これからも様々な人々にありがとうを伝えていき
たいと思います。

ＡＢＣラジオ「おはようパーソナリティ
道上洋三です」の道上洋三様が
ラジオ放送内で紹介されました。
また、プレゼントも頂きました。
ありがとうカードをきっかけに「身近
な人にありがとうを伝えてみましょ
う」とラジオで呼びかけてくださり、
たくさんの方々の間で感謝の心が
交わされたことと思います。

ふかみ歯科矯正科クリニック様より
お手紙と歯ブラシをたくさん頂きました。
歯ブラシは年長児・年中児に配布させて
いただきました。ありがとうございます。
虫歯のない歯を目指して毎日歯を磨き
をしましょう。

その他にもたくさんの方々よりお手紙をいただきましたのでご紹介させていただきます。
皆様お忙しい中ありがとうございました。
・なかよし書き方教室 金谷千佳代先生
・でい歯科医院様
・有限会社林孝太郎造酢様
・ワイスバッハ様
・ＥＣＣジュニア旭ケ丘５丁目教室 嶋田先生
・美容室ＢＥＡＲＳ様
・奈良県立医科大学附属病院様

衆議院議員高市早苗様より
お手紙を頂きました。
私達が安心して暮らせるよう
に、毎日頑張ってくださってあ
りがとうございます。

音研(幼保年長児合同音楽指導日)●12/3（木）●
年長児みんなで心を一つに頑張りましょう。

アフタースクール２学期終業●12/22（火）●
ハルナ塾２学期終業●12/23（水）●

個人面談●12/5（土）・12（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との面談
を致します。

冬期休暇特別あずかり保育
●12/21（月）・22（火）・23（水）●事前申込者のみ

学力テスト●12/5（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。

冬休み●12/１9（土）～1/７（木）●
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。

クリスマスパーティー ●12/8（火）●年少児以上
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…!?

３学期始業式●1/８（金）●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。

アイスクリン●12/11（金）・1/15（金）●
高知県より届きます。楽しみにしていてくださいね。

ハルナ塾・アフタースクール３学期始業●1/8(金) ●

英検●1/23(土)●申込者のみ
英語であそぼう未就園児教室＜ビギナーズ＞
●12/12(土)●
英語の先生達とテープ製作を行います。
２学期終業式●12/１8（金）●１日保育（体操服登園）

正しいお箸の持ち方の次は正しい動かし方の練
習を頑張っています。下のお箸は動かさず、上のお
箸だけを動かす事がまだ難しいので食事の時間だ
けでなく、えんぴつを使って指先で動かす練習もし
ています。「箸使い」は日本人の脳と手の発達に大
きな力を与え毎日の生活の中でできるとてもよい
「頭の体操」だと言われています。又お箸とえんぴ
つの持ち方も大きく関係しているとも言われてい
るので正しい持ち方、動かし方を身につけて今後の
脳と手の発達・集中力の増加につなげていきたいと
思います。

漢検●1/28(木)●申込者のみ

※おゆうぎ会開催の詳細については後日お知らせします。

毎日の体育ローテーションや、週１回の体育レッ
スンで逆上がりに挑戦しています。「ギュ・ピタ・
クル」のオノマトペを使い勢いよく回る練習をして
います。堂前先生に、持つ手は肩幅にひらく事、お
へそを鉄棒につけて回る事を教わりました。最近で
は壁や板を使い回れる園児が増えてきました。お友
達同士で、
「頑張れ！」
「あともう少し！」と応援し
合う姿が見られたり、成功した際には、「すごい
ね！」
「かっこいい！」と褒め合う姿も見られます。

