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子どもは今、この瞬間を生きている！
中部学院大学教育学部子ども教育学科
教授 西垣 吉之

私は日頃から、子どもは『過去』でもなく『未来』でもなく『今・この瞬間』を生きていると考えています。
先日、ある園で１歳児クラスを見させていただいていたときのことです。周りの子に叩かれて泣いているＡ
君に対して、先生が一生懸命語りかけていました。担任の先生は、Ａ君に①「～～ちゃん叩かれていたかった
んだね」と話しかけました。それでも泣き止まないので、②「もう痛くないよ」と伝えました。それでも泣き
止まない A 君に対して③「いつまでも泣いてるとみんなに笑われちゃうよ！」と語りかけたのです。この①、
②、③の内容をもうすこし詳しく見てみましょう。①は、Ａ君が友達に叩かれた過去のことを話題にしている
のはおわかりでしょう。次の②の語りかけは、今現在の状態をＡ君に問うているのです。そして③は、こうな
ってほしいという願いを込めた、未来に向けての語りかけです。
この一連の場面を見ている時、私は、何の疑問も持ちませんでしたが、そうした担任の先生の語りかけに対
して、Ａ君がなかなか気持ちを立て直すことができなかったので、私はそのあたりにあるぬいぐるみを拾っ
て「こんにちは。Ａちゃん元気かな？」といいながら、ぬいぐるみを差し出しました。するとぴたっと泣きや
んだのです。
皆さんのお子さんが小さかったころを思い起こしてください。子どもが泣いている時、気分が乱れている
時、私たち大人は無意識のうちに、それまでの脈絡とまったく関係のない刺激を子どもに与えてその気持ち
を切り替えてあげようとします。実は、これは年齢が小さければ小さいほど、気持ちを立て直すためには有効
な方法なのです。なぜなら、子どもは、過去でもなく、未来でもなく、今、この瞬間の刺激によって心持ちを
変化させていくという特性を持っているからです。
子どもは怒られてもすぐに遊び始るものです。また、悲しみがあってもすぐに忘れることができるのが子
どもです。それは生きるためのたくましさと考えれば良いのではないでしょうか。次にやってくることを期
待させるように「～～だからこうしようね」などと未来のために我慢させようとしても、今の楽しさを優先し
てしまうのが子どもなのです。これが子どもの特性なのです。
大人としては、何度注意しても自分の楽しみを優先してしまう子どもの姿に腹を立ててしまうこともある
でしょう。でも、私は、これでいんだ！！と思っています。
もし子どもが過去を生きていたら、お漏らしをした恥ずかしさや叱られたことへの反省ばかりを抱えて生
きていかなければいけません。また、もし老後の不安を考えている子どもがいたとしたら、本来子どもが持っ
ているエネルギーが萎縮し、本来の元気さが顕在化しないのではないでしょうか。
今を充実して生きることはきっとその子の未来を創ることにつながるといことを信じ、子どもが今、興味
を持ってしていること、心を傾けていること、こだわっていることに大人も気持ちを向けられるような子育
てをしてみませんか？

教育学部学生による学内発表会
今年も教育学部 2 年生の学内発表会の季節となりました。今回もオペレッタ、ミュージックベル＆トーンチ
ャイム演奏、マリンバアンサンブルを発表します。

日時：2016 年 11 月 17 日（木）3 限
場所：グローリアホール 及び 保育園集室
時間：13:40～14:00
オペレッタ「おおかみとたくさんのこやぎ」
14:10～14:40
ミュージックベル ＆
トーンチャイム演奏
「アンパンマンのマーチ」
「となりのトトロ」など
マリンバアンサンブル
「アメイジング・グレイス」
など
子ども向けの演目です。
小さなお子さんもお気軽にどうぞ。

12 月 4 日（日）音のパレード 学外発表会
子ども教育学科 3 年有志・幼児教育学科 2 年による
音楽発表会です。大きな舞台での見ごたえのある内容
となっています。小さなお子さんの入場もＯＫですの
で初めてのコンサートデビューにいかがですか？
お薦めです！
日時：12 月 4 日（日）
14:30 開演 （14:00 開場 16:30 終演予定）
会場：各務原市民会館 （各務原市蘇原中央町 2-1-8）

消防避難訓練に参加しました！

救命講習開催
各務原市消防本部より消防士さんに来てい
ただき「乳幼児の事故防止・応急処置について」
のお話を聞きました。
ケガの場合の止血の仕方や気をつけること、誤
飲をした時の対処の仕方など細かな指導を受
けました。
また、各市町村の地域救急医療センターの
救急病院案内（電話による救急病院案内）
各務原市
℡ ０５８－３８３－３７９９
も教えていただきました。
「こんな症状
ケガだけど何処へ連れて行ったらいいの？」
と不安な時は 24 時間対応ですのでまずは
電話相談を。１１９番よりも気持ちが楽で
安心できます。

各務原キャンパス全体の避難訓練にも参加
し、親子で消火訓練にも参加しました。大きな
声で伝え見事な消火でした。
終了後は、消防車見学のおまけも加わり子ど
もにとっても楽しい時間となりました。ちびっ
こ消防士気分で最高だったね。

ハロウィンごっこを楽しみました

昨年度に引き続き学生企画の「ハロウィンごっこ」！
学生たちが授業の時に作った材料の再利用でかぼちゃのバックや仮装の衣装を作りました。
ママたちは衣装を作りながら「どんな服にしようかなぁ…」「あぁ！それもいいね」などと
ワイワイガヤガヤとおしゃべりも弾みとっても楽しそうにスタートしました。ジグザグに
カットしてヒラヒラにしたり、肩の部分を結んで大きさ調節やデザインにしてみたり…
ママたちのアイデアデザインはなかなか素敵です。子どもたちも出来上がった衣装を
身につけ得意顔。ラ・ルーラ内がとても華やかで賑やかになりました。
「うぁ～ かわいい～！」と
そしてその後学内散歩へ。学生の先導で１階の廊下をぐるっと一回りしてきました。
手を振る学生たち
大人の足ならあっと言う間の距離ですが、子どもはそんな訳には行きません。声が
かかればそちらの方へ、変わった置物があれば触りに行き、小さな小さな虫も発見し
たっぷりの時間をかけてパレード（校内散歩）は終了しました。子どももママもパパも
学生も周りの大人もみんな幸せなひとときでした。

みんなで
ワイワイガヤガヤ楽しそう！

パパと一緒に学内見学

遊具に“鏡”をプラスして
いままでお馴染みの遊具（滑り台やキッチンなど）やコーナーの仕切りになっているパーテーシ
ョンに“鏡”を貼り付けました。ガラス素材ではなくプラスチックのアクリル素材。その為「割れ
にくく」
「表面の傷も付きにくい」そんな商品です。パーテーションの支柱元の鏡に興味を示すお
子さんやハイハイの赤ちゃんも多い中、この鏡もすぐに気づいてくれました。
覗き込んで不思議な顔をしたり、映っている
自分の顔を見てにっこり笑ったりやっぱり鏡は
面白いようです。
どこに鏡があるか探してみてね。

砂場に新しい砂増加

遊びが広がっています！

夏の間思いっきり遊んだ砂場デッキ。砂場の砂も随分少なくなったため今回購入しました。
今回の砂は洗浄・抗菌砂という商品で粒子の細かいサラサラの砂。思ったより白くサラッサラの砂
で一緒に遊ぶママたちも「うぁ～！ビーチ（の砂）みたい！」
「気持ちいいー！」と大喜びです。
今までの砂とは少し感じが違います。
日差しの穏やかな日に是非遊んでみてください。
サラサラの砂を器に移し替えて遊ぶだけでも
ずっと続けて痛くなるほど楽し
いですよ。どうぞ親子で
楽しんでくださいね。

＜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。
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12/28 より 1/3 の期間は年末年始の為、おやすみです。

12 月の行事 ＊ 内容紹介
１日 ママと遊ぼう （１～３歳児対象）
「小麦粉粘土遊び」
小麦に水を混ぜ小麦粉粘土を作って遊びます。サラサラの粉の感触、水を混ぜたベタッと
した感触… いろいろな感触を楽しみながら小麦粉粘土を作り粘土遊びを楽しみましょう。
３日 作って遊ぼう 工作遊び
「クリスマスリース」
小さなお子さんも参加できるリース作りをします。オリジナルリースを飾りませんか？
6 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「入園準備品製作」
幼稚園保育園など、通園に必要なものを作ります。袋物の基本は同じで簡単です。
いろいろ応用して作りましょう。詳細は随時スタッフまでお尋ねください。
９日 移動図書館 ・読み聞かせ
14 日 子育て実践プログラム

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ
「 リトミック体験で、子どもの“いいとこの芽”見つけ
幼児教育学科 教授 杉山祐子

」

15 日 みんなで遊ぼう （２～３歳児対象）
「粘土遊び」
小麦粉粘土を粉から作って遊んだり、市販の紙粘土を使用して型抜き遊びも楽しみます。
色を塗ってオーナメントにしてもおもしろいですね。いろいろ試して遊びましょう。
16日 誕生会

12月生まれのお友達を みんなで祝います。

21 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）
22日 ラ・ルーラクリスマス会

親子ふれあい遊び ＆ 交流

学生企画のクリスマス会です。詳細は来月号で。お楽しみに！

7・８・13 日は子ども教育学科幼児教育学科のゼミ生が実習に
火曜日または金曜日に吹奏学部有志によるランチタイムコンサートを開きます。詳細はラ・ルーラスタッフまで。
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。
お問い合わせ先 TEL：０５８－３７５－３６０５
FAX：０５８－３７５－３６０９

