・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

野球をしている球児が憧れる甲子園。今年の第１０３回夏の高校野球に、
平成２１年度卒園、真柴くんが秋田県代表で、ノースアジア大学明桜高校の選手として出場
しました。真柴くんは、幼稚園の頃は恥ずかしがり屋さんで、担任の先生やお母さんの後ろ
に隠れているような男の子でしたが、みんなと一緒に発表したり頑張る時には自信を持って
友達と最後までやり遂げる事ができる男の子でした。小学校、中学校と実力をつけ、明桜高
校では、１８７㎝の長身を生かし、東北の春季大会、決勝戦の秋田中央との対戦では、４打
数２安打１打点で真柴くんの１打点が決勝打となり優勝されました。
夏の甲子園では１回戦では、３打数１安打２打点の成績でチームに貢献しました。惜しくも
２回戦で敗退しましたが、真柴くんとご両親の夢であった甲子園出場が叶った夏でした。
甲子園の試合中、真柴くんの打者がまわってきたとき、TV 画面の横には、打者の名前の横に
「好きな言葉」が書かれいました。
「好きな言葉」それは「ありがとう」と書かれていました。
ハルナ幼稚園が大切にしている感謝の心「ありがとう」を高校生になっても忘れないでいて
くれた事がとても嬉しかったです。 大きくなっても心の優しい、感謝の心を大切にする大
人になってほしいと願います。真柴くん、奈良に帰ってきたときはぜひ、ハルナ幼稚園に顔
を見せにきてくださいね。

発行日
令和３年９月１日
今年の夏、「Tokyo2020 オリンピック」が開催されました。日本での開催ということで、オンタイム
でオリンピックを応援されたご家庭も多かったこと思います。
夏休み明け、園児達からもオリンピックの話を聞きました。現在、「Tokyo2020 パラリンピック」が
開催中です。 162 か国、539 種目の競技で選手の皆さんは力を発揮されています。
パラリンピックの意義は、「誰もが個性や能力を発揮し活躍できる公正な機会であるということ」と
開会式でお話がありました。
オリンピックだけでなく、園児たちにもパラリンピックのすばらしさを見てほしいと学年やクラスごとで
観戦しています。先日、藤組の園児と一緒に観戦しました。
どんぐりで車椅子体験をしましたが、車いすといっても競技用の車いすはまた形が違います。陸
上競技では 2 輪のタイヤが 3 輪だったり、手で漕ぐ車椅子でもハンドサイクルという名の競技もあ
り、子ども達と新たに知ることができました。
肢体不自由の方が、トライアスロンで水泳・自転車・長距離
走の 3 種に励まれていたり、卓球では足の指でピンポン玉
を挟み、トスをあげてラケットを口でくわえて打つ姿に、子ど
も達から自然と「がんばれ！」の言葉が出てきました。
「おうえんしたいとおもった」「がんばれとおもった」「メダル
がもらえてうれしそうだった」など個々の感想も発表し、より
障がいの方々を身近に感じ、学ぶきっかけが出来ました。
みんなが持っている力を大切にすることとその力をハルナ
Sports day 2021 で発揮することを藤組さんと約束をしま
した。パラリンピックの選手の皆さんを 9 月 5 日まで、引き
続き応援していきましょう。

香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
担当 森川怜美
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２学期が始まって１週間が過ぎ、通常の園生活が再開しました。
敬老のはがきの製作をしたり、パラリンピックをテレビ観戦したりと園舎
の中が一変して色鮮やかになりました。園児たちがいてくれて初めて幼稚園と言えるんだ、園児がいないと建物
でしかないんだなと改めて実感します。二学期の始業式で、私が勝手に考えた「エアタッチ」の遊びに園児たちは
付き合ってくれ、笑いのあるスタートが出来ました。スポーツデイのグランド練習で又一緒にエアタッチをして楽
しみたいと思います。
夏休み中に「笑育のすすめ」という本を読みました。笑顔や微笑みのある教育がたいせつであること、少々面白い
先生を目指そう！という言葉に惹かれました。著者は長年小学校教諭として勤務され、現在は「笑育」をテーマに
特別支援教育や脳科学、心理学の研究、啓発に取り組んでおられる関西国際大学の教授であられます。教師向け
に書かれている本ですが、子育てと共通していることも多くあります。お家時間が多くなり家事の時間も増えます
が、スマホをのぞき込む時間を少し減らして読書をするのもいかがでしょうか。お母さんが本を読む習慣のある家
庭は必ず子供も本を読むようになりますよ。
「笑育」の基本姿勢は３つ。
①笑顔と微笑み②プラスの言葉がけ③たくさん触れる（スキンシップ）です。
「なーんだ、簡単」と思われた方も多いと思います。けれど、「最近怒ってばかりだから、難しい」とも思われる方
も相当数いらっしゃるのではと思います。
本の中にアメリカの心理学者アルバート・メラビアンが唱える「人が他人から受け取る情報の割合」について書か
れています。他人から受け取る情報は言葉の内容が 7％ 声の質、語調（高低大きさテンポ）が 38％ 表情・態
度が 55％なのだそうです。非言語であるノンバルコミュニケーションが 93％を占めています。
一生懸命、「かたづけなさい」を 100 回連呼していても 7 回分くらいしか入っていないようでは疲れるだけです
ね。先の「笑育」の基本姿勢 3 つを元にやってみましょう。
園の先生方にもこの話を会議の中で話しました。特にマスク生活が長くなっていますので、園児たちから見える
表情は目元だけに限られてきます。その目の表情をどれだけ笑っている笑顔だと伝達できるかが肝心だと話しま
した。私も心したいと思います。保護者の皆様も何かと気が重くなる毎日ですが、子ども達に笑顔と笑いをもたら
せられるよう共に頑張りましょう。
以前山田洋二監督のご講演を拝聴したときにこのように申されていました。『大きくなったら何になりたいと子ど
も達に尋ねると幼稚園の先生、お医者さん、パイロットと職業をあげる、それはすごく良いことだと思うが、職業
に囚われず雰囲気、人格、気質…子どもが心底憧れるような大人になっているだろうか。例えば〇〇さんのよう
にいつも笑顔でいきいきとしていて、心の優しい人になりたいと言われるような人として子どもに見せることが出
来ているだろうか』とご自身も含めて参加者にも投げかけられたことを覚えています。
ついつい、大人はああしてあげようこうしてあげようと子どもに色々なことをしてやりたいと愛するがゆえに思い
が深くなるのですが、人間としての姿や考え方生き方そういったものを示すことを少し疎かにしているところがあ
るのかもしれません。小さい子どもだから、まだわからない歳だからと、侮らずに明るく笑顔の大人の姿を見せて
あげなければいけませんね。先生みたいになりたい、お父さんみたいになりたい、お母さんみたいになりたいと子
ども達に言われるような大人になりたいですね。
一昨日の夕方どんぐりに立ち寄ると元気印のゆみちゃんが爪を介護員さんに切ってもらっていました。お話し好き
のゆみちゃんと、中村施設長と介護員さんと私と他愛のない話をしていました。ゆみちゃんがそうだ！と思い出し
た！というような表情で「はなしかわるけど、オリンピック（パラリンピックの事）みた。うでがりょうほうないひ
と、およいでた。わたし、もうかわいそうでみてられへん、なみだがでる、けど、がんばったはるから、みてあげな
あかんとおもって、みてんねん。おうえんしてんねん。」とゆみちゃんの障害のある手を一生懸命あげて拍手をす
る様子を見せてくれました。ゆみちゃんは生まれつき脳に障害があり歩行や会話に支障があり、指先など筋肉に
伝令が送れない為、長い間車いすの生活を送られています。自分の不自由さの不満を言うのでもなく、がんばっ
ているひとを応援すると言うゆみちゃんのその言葉に私たちが涙をしました。そこに居合わせた介護員は卒園児
です。本来は自営業をしていますが、コロナ禍を乗り切るために夜勤に入ってくれています。私も中村施設長も卒
園児の介護員もその時にゆみちゃんに教えてもらいました。私たちが不満など言ってる場合ではないということ
です。
故藤田理事長先生が生前、「いつか、園児の保護者様に例え一日でも数時間でもいい、どんぐりにボランティアに
きていただいたら、子育てに対する意識や考えに新たな学びがあると思う、保護者さんに募ることできないかな」
と言っていました。私も藤田理事長亡き後、まだまだ十分とは言えませんが、どんぐりに携わることで新たに学ぶ
ことが日々あります。いつか、どんぐりボランティアのご希望の保護者様を募ることが出来たらと思っています。
このご時世では、何かと心晴れない日もあるかと思いますが、頑張っておられる人にありがとうと言うことから始
めて心のお薬チャージしていきましょう。
２学期も先生達、幼稚園保育園一丸となって頑張って参りたいと存じます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
園長 奥 裕子

年長児のお友達
年中児のお友達
年中児のお友達
Thank you for
Nice marching
Style every day.
Look forward to
Your sports day.

せんしゅのみなさ
ん、かっこよかった
ですね。みなさん
もハルナ Sports
day がんばりま
しょうね。

年長児のお友達

げんきにようちえ
んにきてくれてと
てもうれしいです。
バスのなかでもた
のしくすごしま
しょうね。

年長児の
お友達
「花火とおばけ」

よぞらにかがやくきりえのはなび
がとてもきれいですね。おばけた
ちもたのしそうです。

年少児のお友達

へやのえほんや、
じぶんのつくえの
なかをいつもきれ
いにしてくれてい
ます。きれいにな
るとこころもきれ
いになりますね。

先生の目を見て
元気よくご挨拶や
お返事をすること
ができます。
これからも心と心
の握手をたくさん
していきましょうね。

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
「スイカとくわがた」

たいようのしたでおいしそうなす
いかとかっこいいくわがたがをて
いねいにおることができまし た
ね。

赤組

井上愛月さん

おともだちのにっ
こりえがおをおも
いだしながらじょ
うずにかけました
ね。

年少児の
お友達
「うみのさかな」

はしとはしをあわせて、じょう
ずにさかなをおることができま
したね。

満３歳児の
お友達
「クジラ」

にこにこしたクジラがきもちよ
さそうにおよいでいますね。

夏休みの間にお教室の天井の
壁がきれいになりました。そ
れぞれの学年のカラーを取り
入れて明るくなったお部屋で
２学期からも元気一杯みんな
と過ごせる事を先生達も楽し
みにしています。
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「くわがたのごちそう」
年長児の
お友達
くわがたがおいしそうなスイ
カをたべていますね。穂高く
んにとってのごちそうはなに
かな。（二科展）

「空飛ぶ幼稚園バス」
年長児の
お友達

今年も園児募集のポスター掲示の
ご協力ありがとうございました。皆様
のご協力により、たくさんの方々より
入園願書をお受けさせていただいてお
ります。ポスターは本日を持って破棄
していただきますようお願いします。

夏休みの宿題で選択絵画として、「ドコモ未来ミ
ュージアム（テーマ：僕たち私たちの未来のくら
し）とこども二科展（テーマ：自由）と水辺の風
景画コンテストに応募し、作品を出展しました。
結果が待ち遠しいです。

「ひまわり」
年中児の
お友達
とてもおおきなひまわりで
すね。おおきなひまわりを
みるとげんきがもらえそう
ですね。（二科展）

そらとぶようちえんバスがあ
ったらうれしいですね。せん
せいものってみたいな。
（ドコモ）

「ぼくのだいすきな車」
年少児の
お友達
だいすきなくるまにのってどこ
かにおでかけしようかな。た
のしみですね。（二科展）

「生涯にわたって音楽を愛し、楽しみ続けることがで
きるように」という、ジェーン・バスティン先生の理
念に基づいて開催されているピアノコンクールです。
大阪地区予選大会より進み、見事全国大会で入賞され
ました。大浦先生のご指導のもと、課外レッスンピア
ノ受講者が多く入賞されました。

＜Ａ２級＞ 村本怜奈さん（奨励賞）＜年長児＞
＜プレ連弾Ａ級＞髙垣七愛さん（入選）＜年長児＞
西川菜乃巴さん（入選）＜年長児＞
村本怜奈さん（入選）＜年長児＞
村本莉歩さん（入選）＜年少児＞

「ダブルレインボー」
年中児の
お友達
おおきなにじのしたでカラ
フルなさかながおよいでい
てきもちよさそうですね。
（水辺）

住友生命主催の第４４回子ども絵画コンクール
の絵画で最優秀賞を受賞されました。
おめでとうございます。

＜最優秀賞＞年長児のお友達

◆お誕生日会◆
(７月・８月・９月生まれ)
7／14（水）

◆保護者参観◆
（赤組）
7／15（木）・16（金）

ハルナ幼稚園ではお誕生日は家族の方
に「ありがとう」を伝える日としていま
す。「お誕生日おめでとう」「ありがと
うございます」と温かい言葉が飛び交
い素敵な１日になりました。お誕生日会
スペシャルランチにも大喜びの様子で
みんなでおいしくいただきました。

初めての参観で少し緊張した
様子でしたが日課活動ではしっ
かりと声を出し、体育ローテー
ションでは力一杯取り組むこと
が出来ました。頑張っている姿を
たくさん見てもらえてうれしかっ
たですね。

◆始業式◆
８／２３（月）
２学期が始まりました。夏休み
が明け、久しぶりにお友達に会
うことが出来て嬉しそうな様子
でした。園長先生とのおやくそ
く「一日一回ありがとうを言う」
ことはみんなできたかな？

６月に行いました英検 Jr.の結果を発表します。英検 Jr.は８０％以上の正解率で次のグレードに進むことができます。
受検者全員には、毎回、賞状と受験グレード色のシールがいただけるので、受験者たちの英語学習のモチベーションにも
つながることと思います。次回は１０月に開催しますので、次回もぜひチャレンジしましょう。正解率８０％以上の方を
ご紹介します。

＜ＧＯＬＤ＞
三浦

綸さん（年長児）

＜ＳＩＬＶＥＲ＞
金來莉愛さん（年長児）
後藤楓歩さん（年長児）
水本桃華さん（アフター小３）

★向井明日香さんと
村本怜奈さんが
正解率が 100％でした。
おめでとうございます。

＜ＢＲＯＮＺＥ＞
中村 新くん（年長児）
向井明日香さん★（年長児）
村本怜奈さん★（年長児）
髙瀨星蘭さん（年中児）
辻中結楽さん（年中児）
岩井柚葉さん（年長児）
大友秀真くん（年長児）
岡本侑花さん（年長児）
小林礼奈さん（年長児）
関 悠翔くん（年長児）
西川菜乃巴さん（年長児）
米田雪乃さん（年長児）

タカハシ芽生くん（年長児）
福井よしのさん（年長児）
森永稜正くん（年長児）
山地紘夢くん（年長児）
國島敬太くん（アフター小１）
小寺十煌くん（アフター小１）
松下晴仁くん（アフター小１）
岡永喜くん（アフター小１）
國島颯太くん（アフター小３）

ハルナ幼稚園・保育園の庶務の先生方が「無事故・無違反チャレン
ジＶ５」に挑戦して、表彰状をいただきました。無事故・無違反チャ
レンジとは、香芝地区の安全運転管理者選任事業所の勤務職員５
名で１チームとし、チャレンジ期間に私生活でも仕事でも無事故・無
違反が確認されたチームに送られる賞です。これからも園児の命を
第一に安全運転に努めて参ります。

保護者参観にお越しになられた保護者様より感想文を頂きましたので
一部紹介させていただきます。

初めての参観は娘が自宅で再現する園の様子そのものでした。ありがとうカードやあいさつチャンピオンカー
ドの表彰はその代表シーンで前へ出てコメントし、拍手を浴びる事はこの上ない嬉しい瞬間なんだと感じまし
た。（略）入園してからお着替えや食事、お話等できることが増え、先生やお友達の名前も教えてくれ、園で温
かい環境を作っていただいていることに改めて感謝致します。
初めは泣きながら通っていましたが、少しずつ「楽しかった」「お友達と遊んだ」とうれしそうに話をするように
なっていましたので、園で楽しい時間を過ごさせていただけているのだなとうれしく、どのようなことをしている
のか見せていただけるのを楽しみにしておりました。（略）泣いてしまっている際にも先生方がちゃんと見てくだ
さっている様子は、ありがたく、安心しました。

夏休みの期間中を利用し、幼稚園と保育園の After School 生が HARUNA
English Park に参加しました。４日間にわたり、マルチリンガルの先生たち
が１６ブースを作り、Restaurant, Airport, Hotel、Police station, Gym,
News station などを開きました。
News Station で天気を紹介したり、Hotel で無線機を使って Room Service
を頼んだり、Dinosaur park で Dinosaur を掘ったりと様々な場面を English
で経験しました。一つのブースが終わると Pass port で Stamp をもらい、
Complete を目指して４日間を楽しんでくれました。
又、イマージョンの卒園児３人がボランティアで来てくれて、楽しい英語期間
を過ごしました。

夏休み期間中、朝から昼まで集中して勉強や宿
題を頑張った子ども達に、園長先生からのご褒
美として、ハルナ塾のみんなでアイスを買いにい
きました。バスの待合場所としてご協力いただい
ていますファミリーマート香芝高山台店さんに行
き、店員の皆様に親切にお迎えいただき感謝し
ています。一人ずつレジに並び、おこづかいから
お金を支払う時は緊張した面持ちでした。園に戻
ってから美味しいアイスに舌づつみしながら一人
一人が自分達で選んだアイスのスケッチを描き
ました。いつもとは違うシチュエーションに子ど
も達の会話も盛り上がりみんなで笑いながらお
やつタイムを楽しみました。

8/21（土）のビギナーズ（未就園児親子教室）では、英語の先生を含
めたハルナの先生と一緒に、「Summer time(冷たいアイスクリームの
製作活動)」を行いました。カラフルなアイスクリームにシールやマス
キングテープ、クレヨンでトッピングをし、おいしそうなアイスが出
来ました。

