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絵本を読むこといろいろ

中部学院大学短期大学部幼児教育学科
Dalrymple（ダーリンプル）規子

今、小学 3 年生の息子が年中だった頃のことです。彼が「ママ、絵本を読んで」と言ってきて、自分
の絵本を選び始めました。そして、１冊選んだなと思ったら、
「ちょっと待っててね」と、自分で、絵本
を見始めました。まだ、字は読めない彼です。その彼が１ページ１ページ、一生懸命食い入るように見
ています。そして、最後のページまでいくと、
「はい、じゃあ今度はママが読んでくれる？」と私の方に、
その本を持ってきました。そこで私は初めて、彼は、
“絵を読んで”いたんだと気づきました。私は字が
読めるので、絵本を読むというと絵も見ますが、ストーリーは、文字で書いてあるものに引っ張られて
いきます。しかし、きっと彼は、絵をじっくり見ながら、絵で絵本を読んでいたのでしょう。私が絵本
を読んでいるのを本当に楽しそうに聞いています。絵本を 2 度楽しむって素敵だなと思いました。
別の思い出です。上の息子が、最初の健診に行った時に、ブックスタートの人たちから 1 冊の絵本を
頂きました。赤ちゃんの彼は、私が手に持っているものが“絵本”であるなんて、全くわからないけれ
ど、私自身が絵本が大好きでしたので、彼にその本や、自分の子ども時代に読んでもらった本などを読
んであげていました。それを、息子は静かに聞いていました。彼が聞いていたのは、ストーリーという
よりも、私が彼のために時間を使い、彼に心を注いでいる、
“私の声”と言えるでしょう。おなかの中に
いたときから聞こえていた声は、子どもをホッとさせます。ましてや、自分のために絵本を読んでくれ
ているのだから、子どもはそこに、親の愛も感じるでしょうし、自分が“今ここに”存在していいんだ、
という居場所も感じていることと思います。
そして、最近聞いたお話です。赤ちゃんのこころの健康を考える世界のグループの勉強会で、絵本に
ついての発表がありました。ある親子が、タブレットの中に入っている絵本を読んでいます。母親が子
どもの後ろから文章を読み、子どもは画面を見ながら母親が読み終えた頃に、画面の表面に指を滑らせ、
ページをめくっています。次に、同じ親子が、紙の絵本を読んでいました。母親が絵本を持ち、その母
親の方を向く感じで、子どもが絵本を見ています。母親が読むたびに、子どもが反応して声を出し、そ
れに対して母親も、
「そうね」という感じに反応しています。そのシーンは、先程のタブレットで読んで
いるときとは全く違い、親子の会話のやりとりの量・ボディラングエージとも非常に豊富で、楽しそう
な感じが伝わってきました。タブレットがダメかどうかは決してわかりませんが、少なくとも、紙の絵
本の方が親子が楽しいやりとりやコミュニケーションをたっぷりと体験しているのだと感じました。
絵本って、いろんな面を持っているのですね！

夏祭り(7/29) ＆ 親子フェスタ(7/8) 開催！！

夏祭り！ 7 月 29 日（日）

中部学院大学

17:30～20:00 頃まで

プログラム
太鼓やぐらを組み
提灯が灯り盆踊りの曲が流れる
昔ながらの夏祭りです

17:30～遊び広場開始
ヨーヨー釣り
射的・輪投げ
スーパーボールすくい
18:00～開式
19:30～みんなで盆踊り
20:00 頃 終了

今年の遊び広場は
ヨーヨー釣り・射的・輪投げ
スーパーボールすくい です！
ステキな景品も
いろいろ用意しています

パパ･ママ
おじいちゃん･おばあちゃん
みんな誘って遊びにきてね！

綿菓子・かき氷・ジュース等の
屋台も出店します。

親子ふれあいフェスタ ７月８日（日）

10:00～15:00

～ こどもの笑顔 わたしの未来 ～
各務原市からの委託事業で市内の大学・高等学校・特別支
援学校が参加し、親子で一緒に遊べる楽しいプログラムをた
くさん用意しています。16 ブースで 20 以上の遊びや催し
を体験できます！ （一部の催しを紹介します）
学びの森会場・巨大バルーンあそび
・みんな集まれ 100 人鬼ごっこ
・かいとうジュモークをさがせ！
・パラソルの花
キャンパス会場・劇団風の子公演
・高校生と科学で遊ぼう
・インターナショナルデイ世界へとびだせ！
・動画と造形あそび
・ようこそチェンバロの世界へ
・親子でコーディネーシャントレーニング
・親子で変身！ヘアアレンジ体験
・作って描いてワクワクブース！
・英語の本を読んでみよう

絵本の世界・子ども世界

～ラ・ルーラでのエピソード～

先日ラ・ルーラにてこんな親子さんの姿がありました…
満 1 歳の誕生日を迎えたばかりのＡちゃん。初めてのラ・ルーラと言う
こともあり、ママの傍をなかなか離れることが出来ず、ママが少し離れると
不安な様子です。ママと一緒に積み木で遊んだり、ロディに乗せてもらった
り…少しずつ慣れてきた頃ママと一緒に乳児スペースで遊び始めました。
すると、手の届く所に大量の絵本があることを発見したＡちゃん！
今までにない力強いハイハイで、書棚までまっしぐらに進み、絵本を取り出しました。手に取りパラパラ
とページをめくり指差しをし「あーぁ…ああぅ…」と時々喃語でおしゃべりも聞こえてきました。1 ペー
ジをめくっては「あ… あっ ぅ…」などと言葉を発し、その中には英語の本もありました。夢中で絵本
を手に取っている様子は「（楽しくて仕方がない）」とこちらにも感じられるほどでした。「□＊＃△〇
＄☆…」と読む(？)口調も流暢になり、本当に読んでいるように見えます。字を読めるはずもなく、また
見たこともない絵本も、みんなゴニョゴニョと読んでいるＡちゃんの中には、きっとお話の世界が広がっ
ていたのでしょう。
こんなＡちゃんの姿はお誕生日前(０歳)から当たり前のように本に
興味を持ち読んで（？）いたようです。絵本が大好きになったのは
やっぱりママにたくさんの絵本を読んでもらったとのこと。一緒に本
を楽しむ、ママに本を読んでもらうことはどれだけ大切なことでしょ
う。絵本の読みきかせは、字が読めるようになるための勉強の前段階
ではなく、もっともっと大切なものを育んでいるような気がします。
字が読めるようになっても ママに（誰かに）読んでもらう絵本の
時間は何物にも代え難い大切な時間です。

水遊び・砂遊びの季節到来！
梅雨明けした地域もあり、この地域の梅雨明けも案外早いかもしれま
せん。年間を通してラ・ルーラの砂場は人気ですが、やはり夏の時期が
一番賑わいます。水遊びのエリアでは小さなビニールプールやたらいを
幾つも用意します。
個々で遊ぶのも良いですしおもちゃを使って友達と
も遊べます。砂場は素足でも遊べるように安全で、また犬猫がイタズラ
しないように毎日覆いをかけ清潔保つようにもしています。
おすわりが出来るようになればママと一緒に心地よい水の感触を感じ
ながら楽しい水遊びが出来るそんな砂場デッキです。水着でなくて
もパンツとＴシャツでＯＫです。水遊びや砂遊びの後は、トイレ置
くにあるバスタブがありますので温水シャワーで汚れを落とせま
す。思いきり夏の遊びを楽しんでくださいね！

「リフレッシュ講座」大好評！
今年も大好評でスタートした「お母さんのためのリフレッシュ講座」
。
今の時期は本格的な「夏帽子作り」が大盛況です。この講座は当日のみでは
なく、このごろは個人的に対応して達成感が得られるようにもしています。
興味のある内容はまずは日時に関係なくお尋ねください。
8 月は「手作り絵本・成長記録綴り」です。様々な表現で一冊の冊子(Ａ5)を
8 月は「絵本作り・成長記録作り」

作ります。お子さんの今の成長記録をまとめてみるのもおもしろいですよ！

＜ラ・ルーラ開設日＞火・水・木・金・土曜日

（時間 10:00～16:00）

催しがあるときも ラ・ルーラ内では自由に遊べます。

８ 月の予定
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あそびの広場

土
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4
作って遊ぼう

10:30～11:15
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9

11:00～11:45

10 身体測定
移動図書館

11
山の日

12:30 頃～

12
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15

16

学内全学休業日

学内全学休業日

21

22 11:00 頃～ 23

17

18

← ← ← 施設点検・整備の為お休み → → →

24

25

お母さんのための
リフレッシュ講座

26

27

28

29

30 身体測定日 31
赤ちゃん集まれ ８月の誕生会
10:30～11:15 12:50～13:10

尚、各行事・催しは定員 15～20 組、準備のため事前参加申込みが必要です。
催しに参加されない方は申し込みの必要はありません。
いつでもご自由におこしください。

お問い合わせ先 TEL：058-375-3605

FAX：058-375-3609

8/14～18 は学内全学休業日及び施設点検・整備のためお休みです

８月の行事・内容紹介
毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 新聞テント 」
新聞紙を使って小さなテントを作ります。小さいと言っても中に入って遊べるテントで
す！かくれんぼごっこや基地ごっこが出来るかな？
3 日 あそびの広場（１～5 歳児対象）
「 水遊び泥んこあそび 」
戸外デッキでの水遊びに加えて、砂場での泥んこ遊びも思いっきり楽しみます！
10 日 移動図書館 ・読み聞かせ

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ

22 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「 絵本作り・成長記録綴り 」
好みの色画用紙を縫いとめて、Ａ５サイズの冊子を作ります。オリジナル絵本を作っても
お子さんの成長記録として手型や足型を張って完成させてもステキです。
30 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）

31日 誕生会

親子ふれあい遊び ＆ 交流

８月生まれのお友達を みんなで祝います。

主に金曜日(不定期) 吹奏学部の学生によるランチタイムコンサート

時間12:50～

