発行日 令和４年７月２０日
香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園

さあ出発 ！おとま
り保育で どんな楽
しいこと があるの
かワクワクするね。

７月６日～７日は夏のおとまり保育に出掛けました。海では砂浜で遊ん
だり、年長児はお相撲大会に挑戦しました。お友達と一緒に寝たり、楽し
い思い出がたくさんできましたね。ハルナのお家では、夜ご飯のカレー
もたくさんいただきました。
海の家では家族の方が
作ってくれたお弁当を
みんなで食べたよ。

みんなで貝殻を沢
山拾ったよ。

年長児は「お相撲大会！」みん
なからの「頑張れ～」の声が沢
山聞こえてきたね。

夜は先生達のお楽し
み会！マジックショ
ーや手袋シアターを
見て楽しかったね。

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 が記入されているか、2010 年以降の
本であるものが対象となります。又、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。

最後 はお 世話 にな っ
た「ハルナのお家」を
みん なで きれ いに お
掃除したよ。おとまり
保育楽しかったね。

令和５年度園児募集の願書配布
が ７月 １日(金) より始 まりま し
た。受付は８月１日(月)から郵送
にて受付させていただきます。
ホームページの画面からお問合
せお申し込みください。

１学期も本日で終業式、４月の１学期開始からあっという間に感じます。
普段の子育てにプラスされる感染症対策は保護者の皆様にとってご苦労もあったこ
とと存じます。泣いて「幼稚園に行かない！」と言う子もいたと思いますし、又順調良く行き出したと思うと、体調を崩し
て熱を出してみたり、病気になったりと集団生活では避けられない事態に遭遇もされたことと存じます。しかしながら、
１学期ここまでお母さんも子どもも幼稚園に行こうという目標を持ち頑張ってくださったこと本当に有難うございます。
お母さんの頑張りを土台にして子ども達も集団生活の喜びを知ることができてきています。そして、友達と一緒に色々
とできることが沢山増えましたよ。夏休みのゆっくりとした時間の中で１学期に成長した子どもの姿をじっくりと見てあ
げてくださいね。
朝礼でみんなで蝉の鳴き声を聴きました。「どんな音がきこえましたか？」と尋ねると「みーんみーんみーん」「ジジ
ジジ」「しーしー」と色々と声があがりました。「蝉にも色々な種類があって名前があります、園長先生あまり詳しく知
らないので又みんな調べて教えてください。」と言いますと、年長さんが園にある図鑑で調べてくれました。「えんちょ
うせんせい、セミはオスがないてメスはなきません。」「オスのセミはメスをよぶためにないています」他色々沢山の園
児が『知らない園長先生の為』に教えてくれました。勿論最初から蝉の知識をもっている子もいたと思いますが、図鑑で
調べてきてくれた子も蝉のページを探すことで他の昆虫のページも目にして、蝉から違う昆虫への興味を広げることを
してくれていました。好奇心旺盛な子ども達、周りの大人とのふとした会話の中から自分の興味を広げていくことが出
来ます。幼稚園で園外保育に出かけたり、朝礼の先生からのお話で新しいことを知ったり、英語の先生から先生の母国
の話を聴いたり、おゆうぎ会で踊る踊りの意味を聴いたりとちょっとここでは書ききれませんが、色々な興味を広げる機
会を幼稚園で持つように心がけています。園児達を勉強のできる子に育てようと決して思っているわけでなく、『新しい
ことを知ることが楽しい！』と思えるような子ども達に育てていきたい、ハルナの信念でもあります。『新しいこと』と言
うのは決して頭が働く知識だけではなく、体を動かす運動も耳や眼も使う音楽を含む芸術も新しいことの宝庫です、新
しいこと知りたい！という好奇心は子ども達にとって（大人もですが）大切なエネルギーの源となると思います。
それでは、その好奇心どのようにしたら育つのかと言うと、やはり周囲から受ける影響が大きいと思います。以前読んだ
本にも『１６万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える「賢い子」に育てる究極のコツ・東北大学加齢医学研究所教授
瀧靖之著』に同じようなことが書いてありました。大前提として賢い子と言うのは単に勉強ができる子を指しているので
はなく、勉強もして、知恵があり発想力が豊か。素直で努力家で自分の夢を持っていてその夢に向かっている。友達もた
くさんいて毎日を楽しそうに過ごしているそのような子どもの事を『賢い子』と表現しています。
著者は表題のとおり１６万人の脳画像を見てきて来られた方です、脳画像でわかるなら遺伝的要素が強いのではと思って
しまいがちですが、脳は成長していくものなのでやはり環境が大いに脳の成長に影響を与えていると述べられていま
す。
以下本の中から抜粋
～『賢い子に育てる』にはどんな子供でも何歳からでも、親の働きかけ次第で賢く育ちます。子どもを賢く育てる秘
訣は好奇心にあります。ほとんどの子供は生まれながらに「好奇心」を持っています。親の働きかけ次第で好奇心をどん
どん伸ばしていくことできます。
子どもが「なぜ？」「どうして？」と質問してきたときに頑張って自分の知識だけでこたえる必要はありません。
その「なぜ？」「どうして？」を「あとで」「今忙しい」と答えるのでなく一緒に図鑑等で調べたらいいのです。～
そうしている間に物には種類があったり似たものがあったり歴史があったり地域性があったりすること知っていくという
ことですね。私は親の働きかけ次第でと書いてある所は周りの大人次第でと読み替えるようにしながらこの本を読みま
した。
～バーチャル＋リアルと結びつけることも子どもの好奇心をさらに伸ばすことが出来ます。図鑑の中で見たことの現
実に触れること、虫取りをしたり草花を育てたり公園で葉っぱを拾ったり。親自身の興味のあることや家族のイベントも
バーチャル＋リアルで体験することです。旅行好きの方なら行く前に親子でいろいろと調べてから（バーチャル）名所旧
跡や自然風景を訪れること（リアル）もいいでしょう。子どもの好奇心を育てるためにはある程度の努力を求められます
が、必ずかけた手間と労力以上の子供の成長となって返ってきます。～と書かれていました。その他にも音楽がもたら
す脳の効果や健やかな脳を育む生活習慣などわかりやすい言葉で書いてある本です。
昨日、「ゲーム・ネット依存の実態と対応」「子どもの健康とスマホ依存」という演題のご講演をオンデマンドで拝聴しま
した。大変勉強になったことで保護者様にお伝えしたいこと２点あります。
①就学前にゲームを始めた子どもは、就学後に始めた子より 1.7 倍ゲーム依存症になる確率が高い。
②ゲーム・スマホ・ネット依存の多くは、夏休みにはじまることが多いということです。
講師は、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターの院長先生、心理療法士の先生のお話でした。こちらの病院で
は、ゲーム・ネット・スマホ依存の小中高学生・成人の入院治療をされておられます。夏休み、子ども達が家に長くいる
分、保護者の皆様も家事やお世話等々で忙しくなりますが、スクリーンタイムについて充分注意をし、明るく確かな子ど
もの将来・未来をつくってあげていただきたいと思います。
長い夏休みは、好奇心を育てる絶好のチャンスですね。必ずしもお出かけするばかりがリアルではないと思います。家
で子ども達が苦手な野菜を切ったりしてクッキングをするのもいいですし、絵画の宿題もあるので、お母さんも別に画用
紙を買ってきて子どもと一緒に絵を描いたりするのもいいと思います。宿題の絵だけでなくお家に飾る小さな絵を子ど
もやお母さんで描くのもいいと思います。ハルナどくしょつうちょうの本のちょきんをためてくださるとうれしいです。
夏休み、園児達がご家庭で更に好奇心が育まれることを楽しみにしています。遠出はできなくても、地域や近隣の町の
図書館にも行ってみてはどうでしょうか。
１学期、ハルナの保護者の皆様にはコロナ対策や行事の実施等々ご理解・ご協力をいただきましたこと感謝をしていま
す。２学期もどうぞ、よろしくお願いします。
園長 奥 裕子

年長児のおともだち

年長児のおともだち

年少児のおともだち

かんじもつかっ
てていねいにか
けましたね。らい
げつのせいさく
ちょうもたのしみ
ですね。

み ん な でふ る さ
と え ん が いに い
けて たのしか っ
たですね。れきし
のおべんきょ う
ができましたね。

年長児のおともだち

満３歳児のおともだち

クラスのちがう
ともだちとあそ
ぶこともとても
たのしいですね。

年長児のお友達
「あじさいとカエル」

にじみえをしたあじさいがき
れいにさきましたね。カエル
もげんきにとんでいます。

「クルクル」といい
ながらはみださず
にさいごまでてい
ねいにぬることが
できました。

いっしょにバス
にのっているお
ともだちにあり
がとうをつたえ
ることができま
したね。

年中児のお友達
「かたつむりとあじさい」

クレヨ ンの はじきえであめをひょ
うげんし、かたつむりがきもちよ
さそう にあめにうたれています
ね。

年長児のおともだち

A very colorful
thank you card
shows how much
you love to play
with your friends.

年少児のお友達
「てるてるぼうずとあじさい」

にっこりえがおのてるてるぼう
ずのおかげであしたもはれそう
ですね。

満３歳児のお友達
「あじさいとかたつむり」

おりがみでかたつむりをおりま
した。ちぎりえのあじさいがと
てもきれいですね。

７月１日(金)七夕まつりを行いました。家族の方と浴衣で登園して、いつもとは少し違った
涼やかな雰囲気に嬉しそうな子ども達でした。七夕まつりに向け練習した歌や暗唱・おゆ
うぎを発表しました。みんなの心を一つに、たくさん拍手がもらえて嬉しかったですね。保
護者様からいただいた感想を一部紹介させていただきます。

＊希望を持ちキラキラした瞳、お腹の底から響かせる力強い声、お母さんや先生を見つけて見せる無邪気な
笑顔。それら全てに私達大人が忙しい日常の中で忘れてしまっている本来の人間の在り方のようなものを
教えられているような気持ちでした。
藤組 保護者様
＊会場に着くと、きらびやかな七夕の飾り、色とりどりの浴衣で埋まった観客席がとてもきれいでした。日本古
来の行事としての七夕を体感できて感動しました。
黄組 保護者様
＊先生方や家族に見てもらい、励ましほめてもらう事でまた頑張り、自分でも上達を実感する。そうして自信が
つき、様々な事に挑戦し、やり遂げる大切さを学んでいくと考えます。1 人ではなく友達やクラスメートの存
在、先生のご支援が大きいと思います。
イマージョン 保護者様
＊フィナーレでの“ひまわりおやくそく”、“七夕さま”では、色々な人の気持ちや願いを想像すると、涙せずには
いられませんでした。感謝の気持ちを持ち続ける事の大切さを改めて考えさせてくれる機会となりまし
た。
青組 保護者様

上田くん（小４）

阪﨑さん（アフター小２）
廣渡さん（アフター小３）
石田くん（アフター小６）
和田さん（ハルナ塾小６）

後藤くん（アフター小３）
松原さん（アフター小３）
村上くん（アフター小３）

髙松さん（イマ藤）
飛田さん（イマ藤）
中村くん（アフター小１）
石田くん（アフター小４）
水本さん（アフター小４）
仲村さん（小６）
中井くん（小４）

６月９日・１０日に赤組保護者参観を
行いました。保護者様からいただい
た感想を一部紹介させていただきま
す。

毎日みんなで雑巾を使って、床をきれいにお掃
除をしています。お部屋の隅々までしっかりと
拭き、いつも最後にバケツの水がどれくらい真
っ黒になったのかを見る事が楽しみです。日頃
から机の中やロッカーの中もきれいでいるこ
とをみんなで心掛けています。黄Ａ組には、お
掃除名人なお友達が沢山います。

＊朝礼から参観が終わるまでの時間内であれだけたく
さんのカリキュラムがあり、見ているこちらまでワクワ
クしました。毎日たくさんの色々な経験をさせていた
だけている事を嬉しく思います。
＊不安な時は抱っこしてくれる先生がいて、先生の膝で
落ち着いて座っている我が子の姿を見ると、あぁこう
やって安心できる場所が幼稚園にもあるんだなぁと
私まで安心させていただきました。
＊入園式は人と接触する機会が少なかったのでお友達
とコミュニケーションをとり嬉しそうな様子が見られ
てよかったです。

園外保育 若草山・東大寺
★6/7(火)★年長児

ボランティア学習
★6/9（木）・15(水)・7/11（月）★
青組・イマージョン

若草山でお弁当を食べ、東大
寺では、世界遺産の大仏様の偉
大さに圧倒され、みんなで手を
合わせました。神の使いとされて
いる鹿にもやさしく鹿せんべい
をあげることができましたね。

今年度一回目のボランティア学習は、
車椅子体験を行いました。実際に車椅
子を見て動かし方の手順を真剣に話を
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」とそ
れぞれが考え、お身体の不自由な方へ
みんながどんなことができるかお話す
る時間ができました。

書き方・茶道
★6/13(月)★年長児
保護者参観
★6/9(木)・10（金）★赤組
初めての参観日をとても楽し
みにしてくれていました。保護者
様と一緒にダンスもしました。日
課活動や朝礼、体育ローテーシ
ョンで頑張っているところをたく
さん見ていただくことができまし
た。

今年度２回目のおけいこがあり
ました。書き方では全国ひらがな・
か きか た コ ン ク ール に 出 品 する
「さくら」の字の練習をしました。
茶道ではお茶やお菓子のいただき
方を教えていただきました。どちら
のおけいこも姿勢に気を付けなが
ら真剣に取り組むことができまし
た。

英検Ｊｒ．
★6/18(土)★希望者

水あそび
★6/22(水)～★

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。

冷たくて気持ちの良い水遊びが始ま
り、お友達と一緒に楽しそうに遊んでく
れています。ハルナのひろばにある噴水
で皆と一緒に遊ぶのはとても楽しく暑い
夏にぴったりですね。

七夕まつり
★7/1(金)★

漢字検定
★7/2(土)★希望者

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。

４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。

音楽指導日
★7/12(火)★年長児
木野先生に来園していただき、運動
会のマーチングのご指導をしていただ
きました。それぞれの担当楽器の練習
をしたり、隊形移動の仕方も教えてい
ただきました。かっこいいマーチングパ
レードができるように運動会に向けて
頑張りましょうね。

お誕生日会（７・８・９月生）
★7/15（金）★
先生達からは色々なくだものに変
身をしておいわいのダンスのプレゼン
トや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 もらいまし
た。「おめでとう」のあったかことば
がたくさんあふれる一日でした。かわ
いいカニのお祝いプレートもみんなで
おいしくいただきました。

●夏期休暇●7/2１（木）～8/２２（月）

●１学期終業式●7/20(火)一日保育

夏休み中もいろいろな人とご挨拶をしてありがとうをたくさ
んみつけましょう。

１学期最後の締めくくりの日として全園児で行います。

●アイスクリンの日●7/19(火)・8/23(火)
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。

●令和４年度入園願書受付●8/１(月)
●２学期始業式●8/23(火)一日保育
みんなの元気な姿を楽しみにしています。
夏休みのお話をみんなでしようね。

～どくしょつうちょう～
今年度から始めた「どくしょつうちょう」は、読んだ本が記録として残り、ページ数と読んだ本の数がちょ
きんとして増えていくつうちょうです。近年、本を読む習慣が少なくなってきていると言われており、その理
由の一つが、デジタル機器が子どもの近くに存在しているため、より本を読む機会が少なくなり、読解力も下
がってきているようです。子どもたちがより身近に本を楽しむアイテムの一つとして、ハルナ幼稚園オリジナ
ルの「どくしょつうちょう」を作成しました。本を読むことによって、想像力が豊かになり、読解力や語彙力
が養われます。以前、私が担任をしていた頃、よく絵本を読む園児がいました。朝の準備をさっさと済ませ、
気づいたら絵本を読んでいる姿を今でも覚えています。成人式のあとお会いしましたが今でも変わらず本好き
ですと言っていました。
本の中には色々な世界観や発見、好奇心をくすぐるテーマや事柄が沢山宝箱のように詰まっています。
先日、どくしょつうちょう１冊目＆２冊目を終了した園児達の表彰をしました。「好きな絵本はジャッキー
のパンやさんです」
「よく図書館に行って、本を借りてるよ」と教えてくれました。
園児達にはいろんな本に出会い、そのきっかけで様々なことに興味をもち、
もう２冊目です。
目標をたてて将来の道を広げてほしいと願っています。
（イマ りんせちゃん）
夏休みも本の貯金がんばってくださいね。

6/1８（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「Jack in the box」を作りまし
た。箱にはペンで模様をかいたり、にこにこの目やま
んまるな目など個性豊かなびっくり箱ができました
ね。お家でも膨らませてあそんでくださいね。

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。

・防犯ブザー
・髪飾り

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。

