・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
６月２０日（日）の父の日によせて、毎日頑張ってくれ
ているお父さん・おじいちゃんに感謝の気持ちを込めて
作りました。いつもありがとう。

年長児のお友達
「ガーランド」
牛乳パックを使ってガーランドを作りました。感謝
の気持ちを言葉で表したり、ネクタイは折り紙で折
りました。

年少児の
お友達
「マウスパッド」
手型で、ぞうを描きました。可愛い包装紙を貼り、
風船には大きなお父さんの似顔絵を描きました。

年中児の
お友達
「かっこいいお父さんのシャツ」

満３歳児のお友達
「ウォールアクセサリー」

ジャケットの中に折り紙でネクタイを作りまし
た。シャツを開けると写真やメッセージがたくさ
ん詰まっています。

おしゃれなネクタイの模様はトイ
レットペーパーの芯や緩衝材を使
って作り上げました。

発行日
令和３年７月７日
「Message Car」
段ボールで車の型を取り、お父さんとドライブに行く事を思い出し
ながら、車内にお父さんの大好きなものをたくさん描きました。

幼稚園や各ご家庭で不要とな
った書籍を集め、全国犯罪被
害者支援ネットワークに寄付を
しています。犯罪の被害者とな
り、精神的・ 経済的 に苦しい
日々を過ごされている方の一
助となるものです。 夏休み 中
等、ご不要になられた書籍が
ありましたら幼稚園にお持ちく
ださい。その際、裏のバーコー
ドの下に ISBN が記入されてい
ます。ISBN の文字がないもの
は対象外となりますので、宜し
くお願いします。

年中児のお友達

令和４年度園児募集の願書配
布が７月１日(木)より始まり
ました。受付は８月２日(月)
から郵送にて受付させていた
だきます。
ホームページお問合せより
お申し込みください。
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蒸し蒸しと湿度の多い毎日ですが、園児たちは笑顔で元気に過ごして
います。
赤組・年少児の園児の保護者の皆様にご協力を頂き、年中児・年長児さんの七夕まつりを開催すること
が出来ました。ご理解ありがとうございます。感染対策のため、園舎内では会話なしでご観覧いただく
という保護者様とのおやくそく、静寂を保っていただき、圧巻の保護者席でありました。園児の発表も
素晴らしく可愛い姿でしたが、保護者の皆様も凛とした気持ちから湧き出る美しさが眩しく感じまし
た。本当にありがとうございました。七夕まつりの感想文にも、保護者の皆様の前向きな考え方や思い
が綴られていて、さすがハルナのお父さんお母さん！と感心しています。まだまだ行事をするには心配
がないとは言えませんが、実行してよかったと思っています。コロナ禍の中、日々子育てを懸命に勤め
られている保護者の皆様に「いかなる時も園児は成長をしてくれています」ということを見ていただき
たい。そして、安心していただきたいそのような思いがありましたが、感想文の中には、雨の中、先生
達の傘さしや送迎、日ごろの保育の感謝を書いてくださる方もいてくださり、感想文から私たちが元気
を頂きました。今後も園児たちとの毎日の生活、更なる成長の為しっかりと努めてまいりたいと思いま
す。
『読書をする子は○○がすごい』日経プレミアシリーズ 榎本博明著 尊敬する園長先生が読まれた
ということで、追っかけ本を購入しました。
まだ本が届いたばかりですが、始めにこう書いてあります。
『生後一年くらいで最初の言葉を発し、２歳くらいでしゃべり始めた子供たちがやがて字を覚え絵本や
児童書が読めるようになっていく。当初はあまり差がなかったはずなのにいつの間にか知的好奇心が
強くいろんな本を読み知識や読解力を身につけながら自分の世界を広げていく子と知的好奇心が乏し
く本を読むことなくスマホばかりいじり知識も読解力も乏しく狭い世界に閉じこもっていく子に分かれ
ていく。子ども達の学力の二極化が進んでいる』
保護者様の子育ての悩み等をお話しする中で、集中力がない、絵本を最後まで聞いてくれない、話を
聞いてない…等々お聞きすることがあり、そういったことの原因の一つにスマホや長時間の動画視聴、
ゲームなどが見え隠れします。
幼児でもすでにお迎えに来たお父さんが携帯を触っているのを見て、「かして、かして」とせがむこと
も稀に見かけます。前にもハルナ新聞でお伝えしていますが、保護者の皆様にはまずは以下の４点に注
意していただきたいと思います。
①スマートフォンはポケットでなくカバンに入れる
②スマホに代わる遊び道具をいつもカバンに数種類入れておく
③家庭では子供の目の届かないところで充電する
④出来るだけ子供と一緒の時にはマナーモードにする
⑤子どもの前でスマホを使うことを極力少なくする
著書の中に読解力の欠如は単に学力だけに影響を及ぼすものでなく、ものの見方や考え方、感じ
方、人の関係性においても影響を及ぼすと言われています。人間関係のトラブル、クレーマーの増加、
小 1 プロブレム中１ショック等も読解力の低下が関係しているとみることができると述べられています。
そういえば、友達と仲直りをしようと話していても、お互いにごめんねと言い合ったけれども、謝っても
らったとは思えずにいる子が時折います。もちろんそう思っている間は、幼稚園では、先生たちも何回
も働きかけて園児たちの仲を繋いでいくのですが、これが学校となると同じようにはいかなくなるので
はと思います。学力云々ではなく、子供たちのコミュニケーション能力のためにも人間関係のためにも
読解力が必要ですね。幼児期の間に是非沢山の絵本を読みましょう。図書館にいきましょう。
またスマホの話かと思われるかもしれませんが、お迎え待ちの保護者様が
スマホを覗かなくなるその日まで、子供たちの将来のために言い続けたいと思います。
今月夏休みになりますが、デジタル機器に操られないよう夏休みをお過ごしいただくことを祈ります。
園長 奥 裕子

年長児のお友達
年少児のお友達

年中児のお友達
挨拶チャンピオン！
お友達のことが大好
きな芽衣ちゃん。
毎日笑顔でお友達の
名前を呼び、元気に
朝・帰りのご挨拶をし
てくれます。

あ

年少児のお友達
お返事チャンピオン！
お返事をする時は
大きな声で元気よく
お返事をしてくれま
す。

「クルクル」とい
いながらわくから
はみださないよう
にぬることができ
ました。

みんなでかつどう
したり、あそぶとと
てもたのしいです
ね。

年長児のお友達

年長児のお友達

年長児のお友達

※短冊の詳細は
新田先生の
eye point を
ご覧ください。

お ともだ ちがお て
つだいをしてくれ
るとうれしいきもち
になりますね。

年長児のお友達
「あじさいとカエル」

にじみえのぎほうをつかってきれい
なあじさいがさきましたね。カエル
もうれしそうです。

うんどうかいに
むけ てれ ん しゅ
うをがんばってく
れていますね。
みんなとがんば
ろうね。

年中児のお友達
「あじさいとかたつむり」

はじきえの あめと、たく さんの あ
じさいをていねいにおる ことがで
きましたね。

We wish the
traffic accident will
disappear form the
world.

年少児のお友達
「てるてるぼうずとあじさい」

にっこりおめめのてるてるぼう
ずと、きれいなあじさいをつく
りました。

満３歳児のお友達
「あじさいとかたつむり」

おりがみをたくさんちぎっては
っ て すて き なあ じさ いの お は
なができましたね。

５月１１日～５月１４日まで青組以上の保護者参観が行われまし
た。先月に引き続き、保護者からいただいた感想を一部紹介させて
いただきます。

園では日々の教育内容が毎日きちんと決まっていてきちんと行われているからこそ、子ども達も次は何をする
かの流れを戸惑うことなく出来ていることに日々の積み重ねの大切さを実感しました。
年長児保護者様
年中さんになって初めての参観。これまでは参観で私の姿を見ると泣いていた息子ですが、今年は終始笑顔
で手を振ってくれていました。体育ローテーションの後片付けでお友達と遊具を運ぶ姿。日課活動ではいつもモ
ジモジソワソワして落ち着かないなと思っていたのに、じっと座って、じっと立って先生のお話を聞く姿。たくさ
んの成長を感じることができました。
年中児保護者様
一ヶ月経過した頃「早く先生に会いたい」と言ってバスに乗る姿が参観で分かった気がします。子どもに向ける
先生方の顔はとても穏やかで、安心できる存在なんだと感じました。また沢山褒める！ほんの些細な事でも逃さ
ず先生方が褒めてくださっていました。褒められた時に照れながらも喜んでいる顔はとても嬉しく、子育てにお
いても参考になる事ばかりでした。
年少児保護者様
教室では席に座り、皆と同じように大きな返事をしたり、本を読んだり、英語を復唱したりと、こんなにたくさ
んの事を、毎日リズムよく集中して出来ている事にとても驚きました。最近は、「これは何を描いているの？これ
は英語で何というの」と自分から私に聞いてくれる程です。ハルナ幼稚園に通わせてもらって、お友達と先生達
と色々な経験が出来て、とても楽しそうで、どんどん吸収して成長していく姿は、とても輝いて頼もしく見えま
す。
年少児保護者様

青組は今月から徒競走の練習を始めました。
「ようい」
の掛け声で片足を後ろに引き、笛の音でまっすぐ走る
練習をしています。「どうしたら黄組さん、藤組さん
みたいに速くはしれるかな？」と話し、腕を振る
ことを意識したり、黄組・藤組のみんなが走る
姿を観察したり、みんなで研究しています。
走ったあとの「バンザイ！」は嬉しいようで、
元気いっぱいです。
ゴールを目指して走る事を目標に、これからも
一緒にがんばりたいと思います。（中野）

みんなの安心と安全を守る為にハルナの全バスの抗菌
コートを行いました。ラーフエイド（ハイブリッド触媒®）
と呼ばれるこの抗菌は、一度施工することで空気があ
れば２４時間３６５日働き続けます。引き続きバス車内
の換気やマスクの着用、手指消毒を行いながら大切な
園児達の体と命を守る事が出来る様努めて参ります。

急な災害にも対応できる様、訓練であることを予告せず
行っています。ご家庭で園児達が「今日幼稚園で火事
があったよ」等お話される日があるかもしれませんが、
避難訓練を実施した日は、幼稚園のインスタグラムに掲
載しますので、ご確認いただきます様、お願い致しま
す。又、園では緊急地震速報受信装置を設置しており
ますので、震度１の予報からアナウンスが流れます。全
園児アナウンスと先生のお話をよく聞き、防災頭巾を着
用して避難する事が出来ました。
保護者の皆様も園にお越しの際、
訓練が突然始まりましたらご一緒に
お願いします。

＜交通ルール＞

近年、奈良県では横断歩道中の事故が多発しているそうです。
日本全国と諸外国を比べると日本の交通事故の確率が高くなっています。奈良
県では、横断歩道に歩行者がいて直前で停まる車は１０台に２台停まるか停ま
らないかという調査結果もあります。このことにより、奈良県警察本部が取り
組みを強化をするため、
「横断歩行者保護宣言」を県内の事業所に加盟募集され
ました。警察官の卒園児保護者様にお声がけいただき、ハルナ幼稚園・保育園
も加盟をさせていただきました。
６日、香芝市内の５園の幼稚園・保育園が集まり、香芝警察署にて「安全安心・
七夕に願いを込めて」と題し、横断歩行者保護宣言に出席しました。
「横断歩道を横断しようとする歩行者があるときは、横断歩道の直前で一時停
止し、その通行を妨げないようにしなければならない」と道路交通法で定めら
れています。
私たちハルナ幼稚園でも「園児の命を第一に、安心・安全で運行する」をモッ
トーに、バス運転手・添乗の先生がたと改めて誓い合いました。
宣言事業のほかに七夕の日にちなみ、香芝警察署で年長児が書いた短冊を飾っ
ていただきました。短冊には、交通ルールにちなんだことを考えて書きました。
「みんながしんごうをまもってあんぜんにすごせますように」
「こうつうルール
をまもれますように」など様々な願いを短冊に書いてくれました。
「おうだんほどうで右左右を見てみんながわたれますように」と書いてくれた
園児もいました。みんなが安心・安全に暮らせる世の中になるように、園児と
共に私達大人みんなで本日の七夕の日に願いたいと思います。
保護者の皆様も１０台のうちの８台ではなく、２台の一時停止を実行する車に
なり、事故から子ども達を守るようご協力をお願いします。
時折ハルナの駐車場に猛スピードで入出される保護者様がいらっしゃい
ます。又個々に園長からご連絡があるかと思いますが、これから夏休み
に入り、地域の小学生も自転車や徒歩で日中の行き来が出て参ります。
お送り・お迎えの車、十分にお気をつけください。

6/19（土）のビギナーズ（未就園児親子教室）では、英語の先生と
一緒に「colorful world」の製作あそびを行いました。色々な色の折
り紙をちぎって貼ったり、クレヨンで好きな模様を描いたり塗った
り、自分だけのオリジナル umbrella の作品が完成しましたね。

全クラス教室内に『空気清浄機ジアイーノ』を新たに導入しました。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
ウイルス感染予防だけでなく他のウイルス感染予防にも努めて参りたいと思います。
きれいな空気で元気に快適に過ごしていきましょう。

園外保育 竹取公園
★6/8(火)藤組★

書き方・茶道
★6/14(月)★年長児

保育園のお友達も一緒に小学
校別のグループに分かれて遊び
ました。保育園のお友達にも
「おなまえは？」「いっしょにあ
そぼう！」と声をかける姿が見ら
れました。様々な種類の遊具や
長いローラー滑り台に大喜びの
子ども達でみんなで沢山遊びま
した。公園で食べるお弁当もお
いしかたですね。

今年度２回目の書き方・茶道のおけいこがありました。書き方では中岡先生に
ご指導してもらい、姿勢や鉛筆の持ち方、書き順に気を付けて取り組むことがで
きました。茶道で松村先生に茶道の立ち振る舞い、お茶やお菓子のいただき方
を教えていただきました。真剣な表情で取り組む姿がたくさん見られました。

ボランティア学習
★6/10(木) イマージョン★
英検Ｊｒ．
★6/12(土)★希望者
各グレードにわかれて英語
のテストを行いました。リスニ
ングを聞きながら真剣な表情
で取り組んでいました。みん
なとてもよく頑張りましたね。
結果が楽しみです。

園外保育 屋敷山公園
★6/22(火)青組★
大きな滑り台やブランコなどた
くさんの遊具がありましたね。砂あ
そびではお友達と大きいお山をつ
くったりする姿が見られました。た
くさん身体を動かして楽しかった
ですね。

どんぐりの介護員さんに車椅子の違いを
説明してもらい、車椅子を乗って、坂を下
りる時、地面に石がある時、車椅子を出発
する時、止まる時など、実際自分で乗って
経験しました。流動食についても真剣に話
を聞いて、たくさん勉強になった一日でし
た。

ボランティア学習
★6/21(月)青Ａ組★
青組一回目のボランティア学習は、車椅
子体験を行いました。実際の車椅子を見て
真剣な 眼差しで 話を聞く ことが できまし
た。「車椅子を押す時はゆっくり押さないと
危ないね」とみんなで考え、充実した時間
を過ごすことができました。

水あそび
藤組・黄組・イマージョン
★6/23(水)～★
冷たくて気持ちの良い水遊
びが大好きなお友達。水が怖
くて入りにくそうにしていたお
友達からも楽しそうな声を聞
き、水にも少しず つ慣れてき
てくれ、笑顔で楽しんでくれ
ています。

漢字検定
★6/26(土)★希望者
２級～１０級までの受検者が頑張ってくれました。問題も一問
ずつしっかりと読み、最後まで間違いがないか見直しをしながら
解くことが出来ました。一生懸命取り組む事が出来ましたね。

七夕まつり
年長児・年中児
★7/2(金)★
浴衣 姿で、 い つ もとは
少し違った涼やかな雰囲
気に嬉しそうな様子の子
ども達でし た。 そ れぞ れ
の演目では、お 家の人に
頑張っているところを見て
もらおうと 練習の 成果を
発揮してくれていました。

●休園日●

●赤組保護者参観●

●個人面談（前期）●7/9（金）＜対象者＞

園生活の様子を保護者様にご覧いただき、園児達の成長を
ご覧いただきたいと思います。
7/15（木）…グループ①
7/16（金）…グループ②

園での園児の様子をお伝えさせていただきます。

●アイスクリンの日●7/19(月)・8/23(月)

●ボランティア学習●7/12（月）：青Ｂ組

豊かな自然に囲まれた高知県で採られた濃厚な卵から作ら
れたアイスクリンを皆でおいしくいただきます。

今年度は、車椅子の体験や介助のことを学びます。
障がいのある方のお役にたてるようがんばりましょう。

●１学期終業式●7/20(火)一日保育

7/９（金）…休園日
7/2１（水）～8/２１（日）…夏休み

全園児で行います。

●年長児 音楽指導日＜音研＞●7/12(月)年長児
音楽指導の木野先生にマーチングや合奏に向けてご指導
いただきます。みんなで奏でる音楽は、みんなの心にも
栄養を与えてくれますよ。

●入園見学ツアー●予約制
7/5（月）・7/7（水）・7/13（火）・7/19（月）・8/25（水）
令和４年度入園希望者対象に、入園見学ツアーを開催し
ています。園長からのお話や保護者様方に質問や話を伺
える機会を設けています。（要予約）

●令和４年度入園願書受付●8/2(月)
●２学期始業式●8/23(月)一日保育
みんなの元気な姿を楽しみにしています。

●お誕生日会●7/14（水）年長児のみ保護者様対象
全クラスお友達からの歌とありがとうカードのプレゼント
をしてもらい、「おめでとう」の言葉があふれる一日にし
ましょう。

昨年度より赤組・青組ではジグソーパズルを導入しています。
２ピースのパズルから９ピースのパズルがあり、赤組では２ピース～
６ピース、青組では６ピース～９ピースのパズルを行っています。
ジグソーパズルには、ピースの絵柄や形を理解し、創造力や集中力、
パターン認識力、思考力を養う効果もあると言われています。これか
らもみんなと楽しみながら色々な力を付けていきたいと思います。

就学前教育の一貫として毎日机に向かう習慣をつける事を目的に取り
組んでいます。今年度からは自宅で取り組んでいただく用と園で取り組
む用と一人２冊あり、幼稚園では月２回園生活での出来事を子ども達と
一緒に書いています。ご家庭でも既に取り組んでいただいていることかと
思いますが、文章にならなくてもしりとり遊びや言葉集め、先生へのクイ
ズなども書いて楽しみながら取り組んでいただけたらと思います。

幼稚園でお預かりしていま
す。お心あたりのある方は、
お知らせ下さい。
・ボタン ・ビーズのバンス
・ミッフィーのマスク
・赤リボンのゴム ・コンタクトケース
・もみじのストラップ

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。

＜古切手＞
＜PET キャップ＞

