
 

    

    

否定否定否定否定されがちなされがちなされがちなされがちな姿姿姿姿のののの裏裏裏裏にににに、、、、育育育育ちがあるちがあるちがあるちがある    

    

    

中部学院大学子ども学部 教授 

 西垣 吉之 

    

 我が家であったことです。甘酒がカウンターの上に乗っていました。そのころ、息子（２歳５ヶ月）は椅

子などの道具を持ってきて手に届く範囲を広げるようになっていました。そんなある日、コップに入ってい

た甘酒が、カウンターの上にあったのを偶然見つけたのです。その時、大人はＪ男が背後でなにかしている

なということは感じていたのですが、視線は彼には送っていませんでした。コップがこつこつと動く音が聞

こえたので、息子の方を見てみると、椅子の上にすでに甘酒がこぼれていました。それを私が見つけ、「あ

らららら……」と言うと、息子は私を見るやいなや、甘酒の入っていたコップを、「はい、お父さん！」と

言って渡してくれました。 

 

 「はいお父さん」と甘酒のコップを差し出された瞬間、私は反射的に「ありがとう」と息子に言葉を掛け、

コップを受け取りました。つまり叱れなくなってしまったことを覚えています。そこには、相手の気持ちの

動きを察した心の動きを見ることができます。叱られるから、相手の気持ちの向くベクトルを他に向けさせ

ようとする複雑な心の働かせ方が見えてきます。 

 また、そのころ、彼は、相手にモノを差し出すことで、”ありがとう”と周りの人が反応してくれること

をとても楽しんでいました。それは大人が自分に肯定的な眼差しを向けてくれる瞬間でもあったのでしょう。

もしかしたら、自分のそうした行為が、相手を心地よくさせるものだということも感じていたのではないで

しょうか？ まさに、相手の不愉快に思う気持ちを察し、相手の感情の動きを変えるように調整していく作

業を、意図的にしているように思うのですがいかがですか？ これはすごい能力だと思われませんか？ つ

まり、育ちという観点で整理すれば、自分のしでかしたことを謝らず、その場をごまかすような否定される

ような子どもの行為でも、よく考えてみるとその子の育ちが隠されているということなのです。 

  

 ただ、一方で、そうした行為を他人の気持ちの裏をかこうとする否定される行為ととらえることもできる

でしょう。そう考えると、私の関わりは「自分の失敗をごまかしてはダメだよ！」ということになります。 

 

 いろいろ考えていると、子育ての中で、瞬間の状況にどうかかわるかは、とても難しいものだということ

も分かってくるわけです。実際、私もそのことを冷静に考えると、どうしたらよかったのかと葛藤したこと

を覚えています。しかし、最終的にはこんな風に考えました。仮に息子が小学校に入って、自分が失敗した

時に同じような関わりを私にしたとしたら、きっと、私は、「ごまかすのは良くない！」と言うようになる

のではとおぼろげながら思ったのです。つまり、大人も、わが子の年齢的な発達に応じて、関わり方は変わ

っていくものだということなのだと思った時に、なるべくその瞬間瞬間の子育てを、自然体で行っていくこ

とが大切なのかなと思ったのです。 

 そして、あらためて子育てに葛藤はつきものなのだ！ということも学びました。また、子育ては葛藤の連

続、だから、葛藤していていいんだと思えるようになると、少し楽に子育てに向き合う自分も発見できまし

た。 
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今年度も、中部学院大学子ども学部・中部学院大学短期大学部協賛で、子どもを生み 

育てる喜びや、発達支援のあり方などを専門性豊かな大学教員やそれぞれの分野の専門家が 

講義いたします。まずは、初回の２講座を紹介します。 

 

    講座名講座名講座名講座名    ふれあい親子遊びふれあい親子遊びふれあい親子遊びふれあい親子遊び        ――――    一緒に作って楽しみ一緒に作って楽しみ一緒に作って楽しみ一緒に作って楽しみ    遊んで楽しむ！遊んで楽しむ！遊んで楽しむ！遊んで楽しむ！――――――――        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        講座名講座名講座名講座名        音と遊んで子育てバンザイ！音と遊んで子育てバンザイ！音と遊んで子育てバンザイ！音と遊んで子育てバンザイ！                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 コーナー遊び（主に制作遊び）を充実しました。昨年度も設けておりましたが、あまり活用されていなか

った為、今回見直しました。 

 毎日行っている「お話の時間」の後に時間を決め、遊びのコーナーをしっかりと設ける 

ようにしました。内容は制作が中心で親子で作って楽しめるものとし、４月はミニ鯉のぼ 

りを作り、今月は動物ヨーヨーを作って楽しんでいます。ハサミやノリも使いますので 

常設ではなく「親子で一緒に」を基本としています。 

 自分だけのオリジナル作品を作り「うぁ～できたぁ～！」と大喜びで嬉しそうに持ち帰 

っています。ラ・ルーラでのおもちゃ遊びに加えて、親子でコーナー遊びも楽しんでみて 

くださいね。 

 

 

 

    

    

 ラ・ルーラ室内に、リサイクル品ボックスを設けて１年経ちますがあまり活用されていません。 

そこで今年は、主に育児用品を中心に交換会やバザーを計画しました。 

 どんな形で開催するかは未定ですが、お母さん方と一緒に考えながら形にしていきたいと思っています。 

      家庭で眠っている、新生児用衣類や小さくなったベビーシューズ、ベビーバス、クーハン等 

      リサイクルしてみませんか？ 

       一緒に活動してくださる方、活動は無理でもステキなアイデアをお持ちの方、どしどし 

      ご参加ください。 

☆☆☆☆    育児用品育児用品育児用品育児用品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル        交換会及交換会及交換会及交換会及びバザーのびバザーのびバザーのびバザーの提案提案提案提案        

日程  ６月２０日（水）     

時間  １１：００～１２：００ 

対象  乳幼児とその保護者        

定員  ２０組 

講師  中部学院大学短期大学部教員  

        岡田岡田岡田岡田    泰子泰子泰子泰子         

申込期間  ５月２０日(日)～６月１３日(水) 

日程  ５月３０日(水) 

時間  １０：３０～１２：００ 

対象  幼児（２歳前後）とその保護者 

定員  ２０組 

講師  中部学院大学 子ども家庭支援センター 

「ラ・ルーラ」 保育士   金田金田金田金田    環環環環        

申込期間 本日～５月３０日（水） 

抱っこされて気持ちよく眠る子どものように、音

楽も私達の心に語りかけ、気持ちを揺さぶってくれ

ます。その心地よさをハンドベルやピアノの音色で

お届けしつつ、お家でも出来る親子リズムあそびも

ご一緒に。子どもたちと共に過ごす「今」は尊いし 

喜びと思います。 

 ２歳前後のお子さんと保護者の方を対象に、身近

なものを使って遊び、保育士目線から楽しいふれあ

い遊びを提案します。 

また、親子遊びを通して、子育てを楽しくするコツを

紹介していきます。じっくりと子どもと向き合って遊ん

で過ごす内容です。 

 楽しいひとときを過ごしましょう！ 

☆☆☆☆    ２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    子育子育子育子育てててて実践実践実践実践プログラムプログラムプログラムプログラム    開催開催開催開催    

☆☆☆☆    コーナーコーナーコーナーコーナー遊遊遊遊びのびのびのびの充実充実充実充実！！！！        毎日毎日毎日毎日１１１１１１１１:00:00:00:00～～～～            



    

    

今年もお母さん方と一緒に楽しめる内容や講座の後も家に飾ったりお子さんと楽しめたりできるものをと

考え年間予定を決めました。参加されるお母さん方の枠も広がり、「子どもが幼稚園に行っている間に私（マ

マ）だけ来たの」とお母さんだけで遊びにいらっしゃる方も増えてきました。そんなお母さん方とのおしゃ

べりから実現した新しい講座も今年は準備しました。是非どうぞ。 

（講座中は保育士が待機しラ・ルーラ内でお子さんを見守ります。安心してご参加ください。） 
 

 講講講講    座座座座    名名名名    内内内内        容容容容    

５５５５月月月月    布小物作り 
余り布を使って生活小物を作ります。短時間で仕上がるものを 

準備しています。 

６６６６月月月月    先輩ママと一緒に 
先輩ママやママ友みんなで集まって、持参したお弁当を子どもと

一緒に食べながらたのしいひとときを過ごします。 

７７７７月月月月    
子どものヘアアレンジと 

ヘアカットのコツ 

元美容師の先輩ママを迎え、夏に向けてのヘアアレンジの仕方と

自宅でできるヘアカットのコツを学びます。 

８８８８月月月月    オリジナル絵本作り 
色画用紙を数色組み合わせて台紙を作り、そこへお子さんの好き

な絵柄を貼り世界に一冊しかないオリジナル絵本を作ります。 

９９９９月月月月    
（未定） 

（好評の「モビール作り」を今年もと思いましたが、新しい内容

も検討中です。） 

10101010 月月月月    スクラップブッキング 
毎回好評の写真アートの講座です。豊かな発想で毎回力作が完成

されます。お気に入りの写真４～５枚持参してぜひどうぞ。 

11111111 月月月月    （未定） 
（「学びの森」へ散歩なんていかがでしょう。只今思案中です。

ステキなアイデアをお聞かせください。） 

12121212 月月月月    季節のポップアップカード 
クリスマスやお正月などの季節のカード等オリジナルカードを

作ります。ステキに仕上げてお部屋に飾って楽しんでください。 

1111 月月月月    編み物Ⅰ 
シュシュなどの髪飾りを始め、今年はどんな作品を作りましょう

か。どうぞお楽しみに。 

2222 月月月月    編み物Ⅱ 
毎年好評につき、内容を変えながら 2 か月続けて編み物を楽しみ

ます。 

3333 月月月月    折り紙 
ユニット折り紙を仕上げます。小さな星形から大作までお好みの

作品を選んで楽しみます。 

年間予定は講師の都合や会場の都合により変更することがあります。ご了承ください。 

    

        ラ・ルーララ・ルーララ・ルーララ・ルーラ季節季節季節季節たよりたよりたよりたより「「「「親子親子親子親子でででで見見見見つけるつけるつけるつける小小小小さなさなさなさな自然自然自然自然」」」」                

 

    ラ・ルーラがある各務原キャンパスの南には、自然豊かな「学びの森」（市民公園）があります。今回はそ

の中にある竹林に注目です。 

 その竹林は「学びの森」の西南方向に位置し綺麗に整備されています。この時期はニョキニョキとたくさ

んのタケノコがあちこちに伸びています。知っている人は知っているのですが、タケノコは地上に出て大き

くなった時期はもう既に固く成長してしまって食べられず、土からほんの少し顔を出した頃が食べ頃と言わ

れています。 

 また、タケノコは非常に成長が早いことでも知られ、日に日に大きくなり驚くことがあります。一体どれ

くらい早さなのか調べてみると、場合によっては一日に１メートル以上も伸び、成長が加速する昼には１時

間に数センチ伸びることもあるそうです。もしかしたらラ・ルーラで遊んでいる間にグッと伸び、帰る頃に

は目に見えて大きくなっている場合もあるかも…。朝一番に一本のタケノコに印をつけて、 

帰りに見てみるとか、お子さんと一緒に写真をとって比べたりするのもおもしろいかもしれ 

ませんね。一度試してみませんか？ 

 

    

☆☆☆☆    おおおお母母母母さんのためのリフレッシュさんのためのリフレッシュさんのためのリフレッシュさんのためのリフレッシュ講座講座講座講座    年間予定年間予定年間予定年間予定    



＜＜＜＜ラ・ルーララ・ルーララ・ルーララ・ルーラ開設日開設日開設日開設日＞＞＞＞火火火火・・・・水水水水・・・・木木木木・・・・金金金金・・・・土曜日土曜日土曜日土曜日    （（（（時間時間時間時間 10:0010:0010:0010:00～～～～16:0016:0016:0016:00））））    

                 催催催催しがあるときもしがあるときもしがあるときもしがあるときも    ラ・ルーララ・ルーララ・ルーララ・ルーラ内内内内でででで自由自由自由自由にににに遊遊遊遊べますべますべますべます。。。。 

６６６６    月月月月のののの予定予定予定予定    

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

                                        

1111    

    

    

2222    

    

    

3333    

休休休休みみみみ    

    

4444    

休休休休みみみみ    

    

5555    

子育子育子育子育てサロンてサロンてサロンてサロン        

11:011:011:011:00000～～～～12:0012:0012:0012:00    

6666    

にこにこにこにこにこにこにこにこ広場広場広場広場    

11:011:011:011:00000～～～～12:0012:0012:0012:00    

7777    

    

    

8888    

    

    

9999    

みんなでみんなでみんなでみんなで遊遊遊遊ぼぼぼぼ！！！！    

11:0011:0011:0011:00～～～～12121212:00:00:00:00    

10101010    

休休休休みみみみ    

    

11111111    

休休休休みみみみ    

    

12121212    12:5012:5012:5012:50～～～～    

ランチタイムランチタイムランチタイムランチタイム    

コンサートコンサートコンサートコンサート    

13131313    

げんきサロンげんきサロンげんきサロンげんきサロン    

11:011:011:011:00000～～～～12:0012:0012:0012:00    

14141414    11111:001:001:001:00～～～～    

おおおお母母母母さんのためのさんのためのさんのためのさんのための    

リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ講座講座講座講座    

15151515    11111111:0:0:0:00000～～～～    

移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館    

((((読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ))))    

16161616    

    

    

17171717    

休休休休みみみみ    

    

18181818    

休休休休みみみみ    

    

19191919    

    

    

20202020    11110:30:30:30:30000～～～～    

子育子育子育子育てててて実践実践実践実践    

プログラムプログラムプログラムプログラム    

21212121    

    

    

22222222    

    

    

23232323    

    

    

24242424    

休休休休みみみみ    

    

25252525    

休休休休みみみみ    

    

26262626    12:5012:5012:5012:50～～～～    

ランチタイムランチタイムランチタイムランチタイム    

コンサートコンサートコンサートコンサート    

27272727    

    

    

28282828    

赤赤赤赤ちゃんサロンちゃんサロンちゃんサロンちゃんサロン    

11:0011:0011:0011:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

29292929    

６６６６月月月月のののの誕生会誕生会誕生会誕生会    

11:0011:0011:0011:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

30303030    

    

    

＊毎日 11 時頃にお話しの時間があります。６月の制作遊びは「「「「パッチンかえるパッチンかえるパッチンかえるパッチンかえる」」」」です。    

＊各サロン・子育て実践プログラム等、ラ・ルーラ利用料(保険料)にてご利用いただけます。 

尚、各行事は定員 15～20 組、準備のため事前参加申込みが必要です。 

  電話電話電話電話：：：：０５８０５８０５８０５８－－－－３７５３７５３７５３７５－－－－３６０５３６０５３６０５３６０５    ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：０５８０５８０５８０５８－－－－３７５３７５３７５３７５－－－－３６０３６０３６０３６０９９９９    

    

        

    
    

５５５５日日日日    子育子育子育子育てサロンてサロンてサロンてサロン             バルーンバルーンバルーンバルーン遊遊遊遊びびびび    ＆＆＆＆    パッチンかえるパッチンかえるパッチンかえるパッチンかえる（（（（制作制作制作制作））））    
    
    6666 日日日日    にこにこにこにこにこにこにこにこ広場広場広場広場     （（（（１１１１歳児対象歳児対象歳児対象歳児対象））））        親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい遊遊遊遊びびびび    
    

９９９９日日日日    「「「「みんなでみんなでみんなでみんなで遊遊遊遊ぼぼぼぼ！」！」！」！」   学生学生学生学生サークルサークルサークルサークルによるによるによるによる遊遊遊遊びびびび広場広場広場広場（（（（今月担当今月担当今月担当今月担当サークルサークルサークルサークル：：：：たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ））））    
    

13131313 日日日日    げんきサロンげんきサロンげんきサロンげんきサロン    （（（（２２２２～～～～３３３３歳児対象歳児対象歳児対象歳児対象））））     リングリングリングリング遊遊遊遊びびびび    とととと    風船風船風船風船ヒラヒラヒラヒラヒラヒラヒラヒラ（（（（制作制作制作制作））））    
                                                                        広広広広いホールでいホールでいホールでいホールで気気気気にににに動動動動きききき回回回回るるるる活動的活動的活動的活動的なななな内容内容内容内容ですですですです。。。。    
    

1111５５５５日日日日    移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館    ・・・・読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ          図書館図書館図書館図書館スタッフによるスタッフによるスタッフによるスタッフによる    本本本本のののの紹介紹介紹介紹介とととと読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ    
    
20202020 日日日日    子育子育子育子育てててて実践実践実践実践プログラムプログラムプログラムプログラム  「「「「音音音音とととと遊遊遊遊んでんでんでんで子育子育子育子育てバンザイてバンザイてバンザイてバンザイ！！！！」」」」        

（（（（中部学院大学短期大学部教員中部学院大学短期大学部教員中部学院大学短期大学部教員中部学院大学短期大学部教員    岡田岡田岡田岡田    泰子泰子泰子泰子））））    
    

14141414 日日日日    おおおお母母母母さんのためのリフレッシュさんのためのリフレッシュさんのためのリフレッシュさんのためのリフレッシュ講座講座講座講座                「「「「先輩先輩先輩先輩ママとママとママとママと一緒一緒一緒一緒にににに」」」」    
                                                                        （（（（    注注注注：：：：    日時日時日時日時のののの変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合ももももありありありありますのでごますのでごますのでごますのでご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。））））    

    
2222８８８８日日日日    赤赤赤赤ちゃんサロンちゃんサロンちゃんサロンちゃんサロン（（（（００００歳児対象歳児対象歳児対象歳児対象））））        親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい遊遊遊遊びびびび    ＆＆＆＆    交流交流交流交流        話題話題話題話題（（（（生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣））））    

    
2222９９９９日日日日    誕生会誕生会誕生会誕生会            ６６６６月生月生月生月生まれのおまれのおまれのおまれのお友達友達友達友達をををを    みんなでみんなでみんなでみんなで祝祝祝祝いますいますいますいます。。。。    

    
12121212・・・・26262626 日日日日    ランチタイムコンサートランチタイムコンサートランチタイムコンサートランチタイムコンサート        吹奏楽部員吹奏楽部員吹奏楽部員吹奏楽部員によるによるによるによる    ミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサート    
                                                                        （（（（今月今月今月今月よりよりよりより毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２火曜日火曜日火曜日火曜日とととと最終火曜日最終火曜日最終火曜日最終火曜日とととと 2222 回演奏回演奏回演奏回演奏しますしますしますします。）。）。）。）    

    
    

６６６６月月月月のののの行事行事行事行事    各各各各サロンのサロンのサロンのサロンの内容紹介内容紹介内容紹介内容紹介    


