発行日 令和４年５月１０日
香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園

ＱＲコードはこちら！
数年前よりインスタグラムを開設致し
ました。
毎月配布しているクラス通信では伝え
きれない園児達の園生活での１コマや
園児のつぶやきをインスタグラムにア
ップしておりますのでどうぞご覧くだ
さい。また、ハルナをよくお知りいただ
いている保護者様の知人・ご友人の方
にハルナ幼稚園の活動をご紹介してい
ただければ有難く存じます。
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ハルナ幼稚園では、在園児みんなのこと守ってくれているお地蔵様を大切
にしています。毎日お地蔵様の前で手を合わせて、毎日見守ってくださるこ
とのお礼を伝え、その日一日の頑張ることなどお話をしています。みんなの
ことを守ってくれているお地蔵様をこれからも大切にしていきましょう。
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二年ぶりの行動制限のないゴールデンウィーク、ハルナの園児のご家庭で
はどのようにお過ごしだったでしょうか。自宅の近くの公園に子ども達が家族や兄弟と楽しそうに遊ぶ
声を聞きながらハルナの子供達も今ごろ家族で楽しく過ごしているのかなと思っていました。感染対策
も少しずつ緩和されていく世の中に期待をしながら、園児達が園生活で色々なことを吸収しながら成長
を育んでいきたいと思います。
ゴールデンウィークで実家に帰ってきた社会人の卒園児が何人か電話をかけてきてくれたり、園を訪ね
に来てくれたりと懐かしい姿をみせてくれ、卒園児からエネルギーを貰いました。
先日幼稚園教諭の養成校に訪問させていただき、色々お話をさせていただいた後、失礼しようと席を
立った時に「先生、あともう一人実習の担当をしている先生がいるので紹介させていただきます」と申さ
れ隣室にいる先生を呼ばれました。ご挨拶させていただくと「実は私の長男がハルナの卒園児です、先
生の声がさっきから聞こえていたのですが、次男は他園にいったので声をかけるのを遠慮してまして
…」と言われました。名字を窺ってすぐに名前が口をついて「〇〇○○くんのお父さんですか。」と一瞬
に時が戻りました。
「とにかく長男は親には全く似ずに新しいことを知るのが好き、勉強が好きで、今年から千葉大学の院
生になりました、それもハルナの幼児教育のおかげです。」と言って頂き「ハルナの先生はとにかく素
晴らしくみんな情熱があった、親としてその後いろいろな先生を見てきましたが、あとにも先にも一生
懸命な先生の姿はハルナの先生を超えることがなかった。」とお褒めいただき「ちょっと、褒めすぎで
す」と何度も私が言うほどに話してくださいました。先ほどにお話ししていた先生とお二人で「そした
ら、ハルナ幼稚園には骨のある生徒を送りださないといけませんね」と言って頂きました。
現在、日本には１００万人を超える幼稚園教諭や保育士の資格を持っている人がいますが、実際、幼稚園
や保育園で勤務している人はその半数未満です。養成校に通っている学生の皆さんも幼稚園の先生、保
育士を夢見て入学されるのですが、実際には半数の人が幼稚園や保育所以外のところで、就職をされる
そうです。
その要因には、一般の会社より収入が低い、休みが少ない、保護者対応や人間関係に自信がない等もあ
りますが、最も大きな要因には実習先の園の先生が疲れている、楽しそうでない、生き生きとしていな
いという理由で他業種に就職を考えられるそうです。実習生をお迎えする前にまず園の先生たちの事を
考えなければならないなと自責の念にかられました。
今回訪問させていただいた養成校は、私の亡き姉(ハルナ保育園前園長)が通った高校と同じ敷地にあ
り、見覚えのある運動場を眺めながら姉の高校生の時の事を思い出しながらの訪問でした。再会した卒
園児のお父様も保育園の園長であったの姉の事をよく覚えてくださっていて、「伸子先生が きっと、
視線を送るだけで、先生達がササっと動いていた、こわかった～(笑)」と申されました。お父様との再
会も、姉が導いてくれたような気がして「ありがとう」は声にしないとと思って何回も車の中でありがと
うを言いながら帰路につきました。
園に戻ると「えんちょうせんせい、おかえり」と可愛い園児たちが笑顔で出迎えてくれ、「よーしがんば
るぞ～」と思わず声が出てきました。
本日より、青組以上の参観 week に入ります。園児が集団生活のなかで、周りから受けている様々な刺
激によって成長しようとしている姿を見ていただけたら嬉しいです。家庭での子どもの姿と集団生活で
の子どもの姿は同じの事の方が少ないように思います。いつか、お父さんやお母さんの手を離して自分
の足で頭で歩んでいく子どもたちの社会の第一歩です。完成形ではありません。今伸びようと楽しんだ
り、葛藤している子どもたちの園生活の１シーンから、子育てに役立つ何かが保護者の皆様に得ていた
だくことが出来たら嬉しいです。
明るい兆しが徐々に見え始めてきたことに共に喜びながら、今まで出来なかったことを少しずつ取り戻
していきたいですね。それもこれも当たり前でなく感謝であることを胸に刻みたいと思います。
園長 奥 裕子

年長児のお友達

年長児のお友達

年長児のお友達

まっかなあすかル
ビーはとてもあま
くておいしかった
で すね 。 た くさ ん
いただきました
ね。

みんなでたべた
い ち ごは とても
おおきくて、まっ
かでおいしかっ
たですね。

図鑑が大好きで特に虫や草花が詳
しいです。園庭でつかまえた虫を
「これは〇〇バッタ」と教えてくれた
り、草花に対しても「根っこを調べ
たい」と色々と研究に熱が入ってい
ます。

年中児のお友達

年少児のお友達

年長児のお友達

おうちをつくっ
たり、おおきなく
るまをつくって
みせてくれました
ね。

いつもなかよく
たのしそ うにあ
そんでいるとこ
ろをみて、えが
おになっていま
す。

年長児の
お友達
「てんとうむしとちょうちょ」

デカルコマニーでもようをつ
く ったちょう ちょがきもちよ
さそうにとんでいますね。

年中児の
お友達
「たんぽぽとテントウムシ」

にっこりえがおのテントウムシがき
もちよさそうにとんでいますね。

It was very nice of
you to write your
feeling to the
farmer. We all had
fun that day.

年少児の
お友達
「ちょうちょうとチューリップ」

チューリップのおりがみをじょ
うずにおることができました。
てがたのちょうちょうもかわい
いね。

満３歳児の
お友達
「ちょうちょう」

ちょうちょうのはねをてがたで
つくりました。

●入園式・進級式●
4/5(火)

●身体測定・清潔検査●
4/11(月)～4/14（木）

●クラス会●
4/6(水)赤・青・イマージョン
4/9（土）黄・藤

新しいお友達も増え、ドキ
ドキワクワクな一年が始まり
ました。これから幼稚園で沢
山の体験をしてみんなで楽し
く過ごしましょう。

担任の先生から今年度の取り組
みやＡｌｗａｙｓの留意点などをお伝え
させてもらいました。また、学年の
活動やカリキュラムのことなどお話
させてもらいました。

●アイスクリンの日●
4/14(木)

●年長児音楽指導日（音研）●
4/19(火)年長児

毎月ハルナ幼稚園ではアイ
スクリンの日があります。豊
かな自然に囲まれた高知県で
採れた濃厚なミルクから作ら
れたアイスクリンは、子ども
達から大好評でした。次のア
イスクリンの日も楽しみです
ね。

音楽指導の木野先生に、スティ
ックのリズム打ちや行進、足踏み
等のご指導をいただきました。人
の話をよく聞く事や皆で合わせ
る事の約束をしました。運動会の
マーチングに向けてみんなで頑
張りましょうね。

今年度初めて、月に一度の身体測定・清
潔検査を行いました。一年間でどれくらい
大きく成長をしていくのかとても楽しみで
すね。年少児以上はハンカチ・はなかみも
毎日忘れずに持って来てくださいね。

●いちご狩り●
4/19（火）年中児
4/2１（木）年長児
「へたがピンと立っているもの」や「丸
くてツヤのあるもの」が新鮮で美味しいと
教えていただきました。「あすかルビー」
や「古都華」という品種の甘いいちごをお
腹いっぱい美味しくいただきました。

●なかよしペア●
4/26 (火)年少児・年長児
年少と年長のなかよしペア
でホールでダンスをしたりお
弁当を一緒に食べました。お
昼からは、園庭で一緒にあそ
び、とても楽しい時間を過ご
しました。皆で食べるお弁当
は美味しいですね。

●ボランティア学習●
4/27(水)藤Ａ組
今年度、初めてのボランティア学習でした。
車椅子体験をさせていただき、また食事介助の
様子を教えていただきました。学んだ事を活か
して障がいのある方の力になってくれると先生
達も嬉しいです。

～目を見る～
お話を聞くとき「目を合わせましょう」と必ず伝えてからお話をしています。
幼稚園生活の中で、朝のご挨拶から始まり、朝礼では先生のお話を聞いたり、
お部屋での活動の中でも日課やカリキュラムを行う際でも、先生のお話を聞く
際にとても大切にしていることです。
先日、藤組のお部屋に行くと、前を向きしっかり担任の先生の目を見て
話を聞く姿が見られました。ちょうど母の日のプレゼント製作をしている最中
で、先生のお話の中で手順を説明していたので取り掛かる際にはみんな真剣に
取り組む姿が見受けられました。
青組・赤組でも、手あそびをしたり絵本を読んだり、担任の先生と一緒に楽しむ姿の中に自然と先生の目を見ている姿
や、黄組やイマージョンは、お友達同士の会話で、目を合わせて楽しむ姿が見られます。
コロナ前は相手の顔全体の表情を見て感じていたことも、マスク生活が続く中で表情は見れないけれど、自然と目だけ
で相手の表情を感じ、目を見る力が、意外と備わっているのでは思います。
感染対策が緩和し、マスクを外したあとの目を合わせてのコミュニケーション力が更に楽しみです。随分力が付いてい
るのではと期待しています。
＊写真は、こころのドリル（年少児以上が使用しています）の P４６に記載の「めをみる」です。
藤組、５月に行います。

４月２３日（土）に、今年度初めての All English 未就園児親子教室（ビギ
ナーズ）を行いました。今回は洗濯バサミを使って、かわいい動物を作りま
した。英語の“open”“close”に反応して作ることができました。
またあそびに来てくださいね。

各学年、うろこの模様を
工夫しました。

半分に折った画用紙を切っ
て形 を作り、 そこに 折り紙
や廃材を貼って模様を作り
ました。

好きな色３色を選び、ビニ
ール袋の中でこすり合わせ
たきれいな模様のうろこが
出来ました。

The paint get spread on
the Japanese paper.
It was fun.

まっすぐに切った折り紙や
新聞紙を何枚も重ねてうろ
こにしました。

折り紙とクレヨン、新聞紙
を使ってかわいい模様を描
きました。

園児の安全を第一に考え、今年度も安全管理を徹底して参ります。保護者様におかれましても、ご協力いただき、
各ご家庭でも安全教育についてお子様とお話いただきますようお願い致します。
①防犯ブザーをカバン又はリュックにつけて登降園をお願いします。
②防犯ブザー本体とベルトに名前をしっかり書いてください。
③防犯ブザーを携帯するにあたり、ご家庭でどのような時に使うか、おもちゃではないことなど
お話しいただきます様、お願いします。
④リュックに付ける場合は、下の方ですと栓が抜けやすいので、フックかけ部分にお付けください。
☆ご家庭でお話しいただきたいポイント
◆音を一度聞かせてあげてください。（できるようでしたら、栓をぬくことをさせてあげてください）とても大きい
音が鳴るので、もしとても怖いことがあった時、誰か必ず助けてくれます。だからこれは、おもちゃではありま
せん。
◆助けてくれるからといって、勝手に遠くへ行ったり、知らない人についていってしまったりしてはいけません。
◆大切なことは、しっかりお父さん、お母さん、家族や先生の言うことを聞くことです。
それぞれの年齢に応じて、子ども自身の性格に応じて、しっかりとお話をしてあげたうえで、持たせてあげてくだ
さい。

＜年長児・年中児＞
朝と夕方の時間を利用し、藤組と黄組はＲＥＰを行っており
ます。REP は、pointing time （指で文をなぞること）とし
て GS プログラムで習った song や story を聞きながら
Book に書いている英文を指でなぞり、英語を耳と目で読
む力をつける時間です。始めに Tilte が流れます。園児達
が”It’s Page○○”と book を即座にめくって探し、「We
are ready」の声と共に story が始まります。REP の
DVD を持ち帰り、各ご家庭でも Homework に取り組ん
で、どんどん発音がきれいになっています。特に藤組は、文
も読めるようになってきて、家庭学習の成果が表れていま
す。ＲＥＰ Time では園児達と English teachers の英語
の歌声が部屋中に響いています。

ＲＥＰTime: 月・火・木・金 9：30～9：50・14：30～14：50
（黄は 9：35～です）

毎日、水筒の持参をお願いします。お友達同士よ
く似ている水筒を持っていたり、誤飲を防ぐため
に名前の書き方を統一させていただきます。
水筒のコップもしくはふた部分（上から見て分か
るように）と、側面に大きく油性マジックでご記
名ください。
又、幼児期は色々な道具を使う能力を養われる時
期です。器用さ巧緻性は基本的な手の動きによっ
て養われます。ユニバーサルデザインで便利にな
っている世の中ですが、従来型の水筒を使って子
ども達の器用さも育みたいと思っていますので、
年中児以上はできるだけコップ式の水筒をご用意
ください。
※水筒のひもは必ず
付けてください。
水筒自体にひも付き
の水筒をご用意ください。

●新規課外レッスン●５／6(金)～年中児以上
５月入会新規課外レッスンが始まります。
●保護者参観●
園生活の様子を目で見ていただき、園児がそれぞれに頑
張っているところを見つけていただきたいと思います。
日付
5/10(火)
11(水)
12(木)
13(金)

クラス
藤組・イマージョン
藤組・イマージョン
黄組・青組
黄組・青組

グループ
①
②
①
②

●内科検診●５／１8（水）全園児
●歯科検診●５／２6（木）年少児以上
●眼科検診●6／1（水）年中児以上
園の検診と市町で行われる乳幼児との検診は別の内容
です。市町の乳幼児の健診（３歳６ヶ月検診など）には必
ず各自で行っていただくようにお願いします。

●園外保育●５／１7(火)
黄組・イマージョン：馬見丘陵公園
お約束を守り楽しく過ごしましょう。色々なお花を見つけて
みんなで名前を調べてみましょうね。
●入園見学ツアー●〔予約制〕
５/20(金)・５/25(水)・5/30(月)・６/14(火)
６/20(月)・７/4（月）・７/１3（水）
令和５年度新入園希望者対象に、入園見学ツアーを開催し
ています。園長からの説明や保護者様に質問や話を伺える
機会も設けています。（要予約）
●書き方・茶道●５／２4(火) 年長児
書き方は中岡先生、茶道は松村先生にご指導いただきます。

●アイスクリンの日●５／１3（金）
高知県より届きます。楽しみにしていてくださいね。

●お誕生日会●５／２7(金)年少児以上の保護者様対象
年少児以上のお誕生児の保護者様をお招きします。また、
全クラスのお友達から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」と「ありがとう」の言葉があふれ
る一日にしましょう。

●ボランティア学習●
藤Ｂ：5/12（木） 黄Ａ：5/19（木） 黄Ｂ：5/30（月）
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立てるようがんばりましょう。

●英語であそぼう未就園児教室（ビギナーズ）●５／２1（土）
英語の先生達と一緒にクレヨンやのりを使ってちょうちょう
の製作をしましょう。（未就園児対象）

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＞
＜体操服＞

幼稚園で預かっており
ます。お心当たりのある
方はご連絡ください。

・マスク（貝のマーク）
・マスク（ミッフィー）
・ボタン
・ティッシュ（仮面ライダー）
・消しゴム
・恐竜のフィギュア

