・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

新しくなった鉄棒に大喜びで早速遊んで
くれていました。体育ローテーションや
体育レッスン、園庭あそび等で元気に活動する様子も
たくさん見られます。
卒園するまでに逆上がりができるよう目標を立てていま
す。みんなどんどん練習しましょう。

藤組は月に１回書道の中岡先生に書き方のご指導をしていただいています。この度、藤組全員で
コンクールに出展し、下記のお友達がダイヤモンド賞・金賞を受賞しました。おめでとうございます。
年長の部１２，５５２点の応募の中からダイヤモンド賞１名・金賞１０名を受賞しました。
これからも丁寧に書くことを意識して頑張りましょうね。

＜ダイヤモンド賞＞
年長児の
お友達

＜金賞＞
年長児のお友達
年長児のお友達
関 悠翔くん
岩井柚葉さん 梅本理史くん
百海結菜さん
岡本侑花さん タカハシくん
武藏 要くん
宮本結月さん 森永稜正くん
西川菜乃さん

発行日
令和３年１０月４日
９月号に記載しておりました文章に誤りがありましたので、訂正させていただきます。 香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
ハルナ幼稚園課外レッスンでは大浦先生にピアノのご指導をしていただいています。
担当 竹谷美祐
ピティナ・ピアノコンペティションは参加者 45,000 組を誇る世界で最大規模のピア
ノコンクールです。８月に開催された本選で入賞と入選をされました。
おめでとうございます。これからもピアノレッスンを頑張ってください。

＜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＞
１８日（月）より完全冬制服でお願いします。
月・火・水…冬制服・ブラウス・紺靴下・制靴
木・金…半袖体操服上・下

①園児の名前がはっきりと記入されているか
確認をお願いします。
②譲り受けられた方のお名前を申し出られて
もお返しできません。ご承知おき下さい。

※行事等により登園の服装が異なる日はその
都度連絡します。
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ハルナスポーツデイまで残り 5 日となりました。園児たちの自信も日に日に
増してきて、早く家族の方々に見て欲しいと思う気持ちが高まっているように
感じます。
今年のグランド練習も天候に左右されることが幾度かあり、各学年ごとに短い時間の中で全体練習をしま
した。幼稚園保育園との合同でグランド練習を行いますので、「保育園さん上手！」と言われると幼稚園さ
んは負けないぞと頑張り、「幼稚園さんしっかり数えてるね！」と言われると保育園さんは私達だってと真
剣です。身近なライバルがいることで競争心が沸き立ち目標に向かって頑張ることが出来ました。お互いの
存在が園児達の成長に多いに繋がっていることを実感します。（先生達も同じです）
このコロナ禍の中で私たちは日々の生活の中に目標を持つことの大切さを思い知ったのではないでしょう
か。園児たちの園生活においても今日楽しく過ごすことだけではなく目標をもってそこへ向かっていく力を
はぐくむことが必要だと思います。園児たちは充分に先生と一緒に目標を持って頑張ってきてくれたと思
います。グランド練習を終えた後の園児たちは、「私、頑張ってきたのよ」と言わんばかりの誇らしげな表
情をしています。中には「今日○○をがんばりました」と報告に来てくれる園児もいて、エネルギー、やる
気をひしひしと感じました。
「うちの子はきっとよそ見したり、あんまり真面目にしてないと思うし、グランド練習も何日か休んだし、
練習もしんどかったと言ってたので本当に成長しているのかな…」こんなこと思っている保護者様いません
か。時折、保護者様の中に謙遜の範疇を超えて子どもに対する評価を大変低く感じることがあります。
それでは、我が子の持っている力を引き出すことが出来ず大変勿体ないことです。本来、子どもはどの子
も全て何事も成せる素養と力を持っています。その力に栄養を注いで育てていくのが保護者様の役目で
す。（勿論、私達にも役目があります）栄養を与えなければ、自然とその素養と力は育たず萎えていくでし
ょう。ハルナ新聞で度々言っているので覚えてくださっている方もいらっしゃるかと思います。ピグマリオン
効果という言葉、覚えていらっしゃいますでしょうか。教育心理学における心理的行動の一つで、「人間は
期待されたとおりに成果を出す傾向があることの現れ」で、又反対に「期待しないことによって成果を出さ
ない傾向を強めること」をゴーレム効果と言います。
元々持っている力があるにも関わらず期待しないことによってその力を捨ててしまうのは大変惜しいことで
す。そして、私の子は無理だの出来ないなどと言いながらその力を処分しているのがお父さん、お母さんそ
のものだったら、怖くありませんか。ゴーレム効果にならないように気を付けてくださいね。そして、ここ
で出てくる期待というのは「保護者の想い通りの期待」ではなく、子どもの可能性に対する期待です。よそ
見をしたりしながらも、必ず子どもは目を開けて耳で聞いています。聞いた言葉は脳の中に取り込んでいま
す。しんどいと言いながら参加したグランド練習はしんどいことをしたという経験の蓄積の一つです。そこ
をお父さん、お母さんが言葉に表して認めてやらなければ次のステップに子どもはすすめません。行事を
むかえるにあたり、ピグマリオン効果で子どもの持つ力を伸ばせるように「今日まで練習頑張ったね。偉か
ったね。」「しんどいと言ってたけど○回グランド練習行けたね。よく頑張った。」と認めてあげてください
ね。これは、行事が始まるまでに子どもに伝えてあげてくださいね。「○○ちゃんが練習頑張った分、今度
はお母さんもお掃除やお料理・お仕事頑張るね。」とお母さんもがんばるんだと言うこと教えてあげてくだ
さい。
ビリギャルの本を書かれた坪田信貴先生は「やる気がない」と嘆く保護者さんの考え方に間違いがあると
言われています。やる気がないと嘆く保護者さんは「やる気になる→やる→できる」と思っているが、正し
い順番は「やってみる→できる→やる気になる」です。やってみて、小さなハードルを乗り越えながら認め
て褒めて、「できる」「やる気になる」を導いていくことが大切です。とにかくやってみなければ、「で き
る」も「やる気になる」も得ることが出来ないと言うことなのです。
練習にまじめに真剣に取り組んだ後の嬉しそうにアイスを食べながらおしゃべりを楽しんでいる様子、園庭
や教室で楽しそうに遊んでいるときの園児達は、あどけない幼児の顔ですが、一旦、スポーツデイの練習
となった時の子供たちの集中力は素晴らしいものがあります。
「１班さ～んの立つところからしますよ～」と担任の先生が言うと、曲中のところからでも練習を始めること
が出来るのです。担任の先生と園児が一体となっているのが伝わってきます。感染対策、熱中症対策、先
生たちがクラス運営のために気を付けなければいけないことは沢山あります。
長い時間練習に講じることは出来ない、であるからこそ短い時間の中でいかに集中的にわかりやすく教え
るのか。カウント＋オノマトペ＋動詞の指導の方法を用いて先生たちが教えていました。手前味噌になりま
すが先生たちの教える技術もこのような対策の中で向上させてもらえたのではないかと思っています。
園児も先生も成長する行事を保護者の皆様の温かいご支援のおかげで開催できることを本当に感謝してい
ます。お空から亡藤田理事長先生、伸子先生（前保育園園長）も見守ってくれているはずですのでしっかり
頑張ります。
園長
－２－

奥

裕子

年長児のお友達
年中児のお友達
年長児のお友達
日課や活動中の姿勢が
まっすぐで、足もそろっ
ていてとてもきれい
です。

グランドれんしゅうを
たのしみにしてくれて
いてうれしいです。
ひなちゃんのがんば
ろうのこころがどん
どんじょうずになる
ちからになっています。

年長児のお友達

グランドれんしゅう
よくがんばりました
ね。ほんばんにむけ
てみんなでがんば
りましょうね。

年長児の
お友達
「たぬきとお月見」

おりがみをていねいにおること
ができました。かわいいたぬき
がたのしそうにおつきみをして
いるところがかんせいしました
ね。

満３歳児のお友達

Ruki loves to draw
the story about what
he did during the
holiday. It's always
very colorful and
nicely drawn.
Very nicely hold of
pencil too.

おもちゃで遊んだ
あとは、最後まで
お部屋に残ってい
ないか探してくれ
ます。

年中児のお友達

クラスがちがって
もいっしょにあそ
ぶことはうれしい
ですね。これから
もなかよくあそ
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。たくさんいろをつ
かってあざやかです。

年少児のお友達

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
「うさぎのお月見」
ねなか
。がわ
にらい
っおい
こ う
りつさ
うきぎ
さみた
ぎをち
かたが
わのお
いしだ
いんん
ででご
すいを
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年少児の
お友達
「Flying with kite」

The autumn sky are shown
very nicely.
It must feel good to fly with
the kite.

みんなの声：ごにんのあかちゃんがもらった
プレゼントをみるのがたのしいよ。

みんなの声：おおきな、ふんわりかすてらがおいしそうだな。

おもしろいな。

酒井式描画法は、ハルナ幼稚園で導入している指
導法です。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」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：
１１月６日（土）～１２月１０日（土）＜青・赤＞
１１月１３日（土）～１２月１０日（土）＜黄・イマ・藤＞
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。

令和３年度第１回目の育伸社学力テストの結果
を発表致します。ハルナでの受験者は全員で２
２名で、全国で 10,000 人以上の小学生が受験さ
れました。日々の勉強がどのくらい理解出来て
いるかを確かめるチャンスです。これからもたくさ
んの力試しの参加を待っています。小学校の低
学年ではなかなか学力を試す機会がないことか
らハルナで実施をしています。

＜１年生＞

＜４年生＞

＜２年生＞

＜５年生＞

＜３年生＞

もうすぐハルナ Ｓｐｏｒｔｓ dａｙ 2021 ですね。園児の皆さん
が元気いっぱい練習している声が厨房にも届いています。
１０月２１日にはお誕生日会もあります。楽しみにしていてく
ださいね！！いつも私達の姿を見かけると「お給食の先生、
おいしいお給食を作ってくれてありがとうございます」や、
「苦手な物も食べられる様になったよ」と声をかけてくれま
す。そんな言葉に元気をいただき、安全でおいしいお給食
作りを心掛けていきたいと思います。
管理栄養士 竹谷貴美子
栄養士
東 裕紀

※写真は前回のスペシャル
メニューです。

◆ハルナ Sports day 2021
グランド練習・リハーサル◆
◆新入園児面接＆制服採寸◆
9/4（土）・9/11（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。

自由遊びの時間に塗り絵をするのが大好きです。
塗り絵を通じて運筆に必要な手首を動かす練習に
つながっています。Blue（年少児）は絵柄が大き
めの塗り絵をして、線からはみ出さない練習をして
います。上手になってくると、一つずつの絵柄が小
さい塗り絵にチャレンジします。
小さくくるくる回
るように塗り絵をできると、Alphabet の S や m な
ども上手に書けるようになります。塗り絵が完成す
ると、裏面を利用し、自由画を描きながら絵のスト
ーリーづくりもしています。園児達の発想に日々感
心しています。

「今日もみんなで頑張ろうね」と毎日幼
稚園やグランドで練習を頑張ってきまし
た。リハーサル当日は本番で家族の皆様
に見ていただくことに期待を膨らませな
がら元気一杯練習に取り組みました。他
の学年のお友達の演目やどんぐりの方々
へ拍手で応援し、ほめ合い、本番に向け
て意欲を高め合うことが出来たリハーサ
ルとなりました。

姿勢を正して反対の手を添える事や、肘をつか
ない、口の周りが汚れたらティッシュで丸く拭く
事を日頃から心掛けています。姿勢を正して食事
をする事で、内臓がまっすぐになり沢山食べる事
が出来ます。その事もあり、最近は残食が少なく
なりました。又、渡し箸、立て箸をせず、使わな
い時は箸置きに置く事が習慣付いてきました。お
箸を揃えたり、お片付けの際も向きを揃えて直す
事を意識してから絵本や履き物もそろえて直せ
るようになりました。

～整列～
ハルナ sports day2021 まで数日となり、本番に向けて毎日練習に励む園児たちの姿にも凛々しさを感じていま
す。プログラムには、入場・退場があります。整列をして、行進や駆け足をしながら列を乱さずに前のお友だちについて
行くことが大切となってきます。ハルナ sports day に向けて、4 月から取り組んできた活動です。赤組や青組は、ま
ず整列するところから先生と頑張ってきました。初めは真っ直ぐならぶことも難しいので、線の上に立つこと。そして
順番を覚えること。順番を覚えたら次は、その列のまま歩く（行進）こと。ここまでをハルナ sports day までの目標と
してきました。
初めは先生たちの「線の上に立ってね」「〇〇くんの後ろだよ」の声がよく聞こえていましたが、今では「ピッピッ」の笛
の音だけでできるようになりました。先生とはアイコンタクトだけです。それほど、子供たちが自分で並ぶ整列すると
いうことを意識してくれているのだと思います。
この整列は活動中以外でも、おもちゃを順番に取りに行く際や、排泄や
手洗い時にも大切になってきます。
先日、赤組のお部屋では、給食前に手洗いをしている時間でした。
水道前にきちんと列を作り、順番を抜かさず並ぶ姿がありました。
前のお友だちがすすむと自分も進む、石鹸で手洗いした後はペーパーで
手を拭く、簡単なことのように思いますが、行進の練習の成果が生活にも
表れていることを実感しました。
整列や順番どれも一回や一日で出来ることではありません。
日々の保育の中で、先生と一緒に活動の中で自然と覚えていることだと
改めて感じました。ハルナ sports day はその自然と身についた姿を
しっかり見ていただける機会だと思います。
成長を見ていただける楽しい一日となりますよう、あと少し、子どもたち
と一緒に頑張って参りたいと思います。

９月２０日の敬老の日によせて、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。

年長児の
お友達
「I only have
eyes on you」

年長児の
お友達
「めで鯛」

満３歳児の
お友達
「しあわせダルマ」
年少児の
お友達
「タコ」

年中児の
お友達
「トンボとおはな」

９／１（水）に課外レッスンの空手の
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。

９級(黄帯)
黒田篤人くん（年長児）
田中啓友くん（年長児）
松浦志和くん（年長児）

9/24（土）に行われたビギナーズ（未就園児英語親子教室）で
は、「Let’s build」を行いました。色々な形や色の図形を思い思
いに組み合わせ、クレヨンで絵を描きました。家や動物など、そ
れぞれとても素敵な作品が完成し、とても嬉しそうな子ども達で
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２３日（土）
My fuzzy friend
(かわいいどうぶつ)

