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孫のしょうくん

(４歳９ヶ月) これ、洗ってあげようか
～ お手伝いの中で、生活の知恵を学ぶしょうくん～
中部学院大学短期大学部 幼児教育学科
冲中 秀子

みんなでいちごを食べた後、小皿やコップなどが台所の流しにたまっているのを見つけたしょうくん。
「こ
れ、洗ってあげようか…」
「ありがとう、たのむね」と言うと、スポンジでごしごし洗い始め、洗った物から
水切り籠に上を向けて重ねていく。コップも、上を向けて重ねて置いた。スポンジに洗剤が既についていたこ
とも伴ってか、
「洗う」事に意欲が出ているようだ。
一通り済んだ後「ありがとう。上手に洗えるね。お家でもお手伝いするの？また頼むね」と、労いを含めて
御礼を言った。様子をみていたお母さん(嫁)が「しょうくん、こうやって、下向けておくと、水が切れて良い
よ。
」と、それらの食器を伏せて水切りが良いようにやって見せた。しょうくんは、
「ふ～ん？」と言う面持ち
で聞いていた。なるほど、良いタイミングでのアドバイス。そして母親が私に「家ではこういう手伝いはしま
せんねえ。みんな食洗機だから…」と。そう言えば、二男の所でもこの通りだったことを思い出した。その後
「もう洗う物ない？あっ、お鍋洗って上げる」と、言って牛乳を温めた鍋を見付けて洗い始めた。一生懸命鍋
の中を洗い「洗ったよ」と見せるがまだ汚れは残っていた。
「悪いけど、こっちの方にまだ牛乳がついている
から頼むね」と言って、もう少し頑張ってあと半分の汚れも落としてほしいことを依頼した。また、ごしごし
と洗い出し「できたよ」と言って水切り籠に伏せて置いた。さっきのお母さんの教えを活かしたのか、手がそ
のように動いたのかは分からないが、兎に角、追加の作業を完結したしょうくんであった。
家で、こんな当たり前のようなお手伝いの体験がないことに驚いた。多忙な子育ての日々から効率の良さ
を追い､子どもたちが喜んで行えそうな仕事まで、あたかもすると、奪ってしまっていないだろうか。そんな
ことが何処の家でもありそうな現代。小さな彼らの意欲の積み重ねが、いつかきっと、家族の一員として、誇
らしく自分のできることをできる範囲でやり、家族の支えになりたいと言う気持ちに繋がるこの尊い意欲を
私たちは、敢えて、意識したいものである。日々の小さな意欲の積み重ね(興味・関心から始まるこの意欲)を、
どうか私たちは受け止めてあげたいものである。この「見返りを求めない尊い意欲」こそ、本物であり、失敗
もするがそれでも自分が進んで見付けた目の前のお手伝い(仕事)への姿勢を私たちはありのまま受け止め、心
からの賞賛と御礼の気持ちを言葉で伝えたいものである。
こんな思いの家族の中で育っていくとき、お母さんが教えていた洗った物の水切りの仕方、鍋にこびりつ
いたものの見つけ方、汚れの落とし方などが、要領として分かっていくだけでなく、
「自分の技術として」心
身に蓄えられていくに違いない。すなわち、
「生きる力」そのものになっていくと思う。
それにしても、鍋に付着した牛乳のこびりつきは、さっと落とせない。いくら私が教え
ても、しょうくんの今の技量では難しいようだ。原因は、力の出し具合もそうだが、何より、牛乳を沸かした
ことが無いため、これは温めたら付着して落ちにくいと言うことを知らないからだ。いつかきっと、しょうく
んも自分で牛乳を温めていく内に、その性質に気付き、しばらく鍋を水につけておいてから洗うと落ちやす
いと言うことも理解していくだろう。
今回、
「洗う」というしょうくんのお手伝いの姿を通して、こんなにもいろいろなことに気付かせて貰うこ
とができた。子どもには、安全を保障しつつ、調理・洗濯・掃除など、家庭生活の様々な場面での体験をさせ
ていくことが、実は本人の生活力・生きる力になっていくことを教わった。しょうくん、ありがとうね。今度
は、どんなことを気付かせてくれるのかな。ばあさんは、とっても楽しみですよ。
ちなみに、じいさんは、牛乳の性質を知っているからこそ、自分で洗うのをいやがっているのよ。困ったも
のね。
～徒然なるままの孫たちの記録より～

「夏祭り」＆「親子フェスタ･みんなの森の学校」開催

夏祭り

７月 23 日（日）1７:00～20:00

遊び広場（スタンプラリー）
ヨーヨー釣り・射的・輪投げ・
金魚＆スーパーボールすくいなど
を用意。
いろいろなおみやげも当たります。

夏祭りプログラム
17:０0 頃～ 遊び広場 開始
金魚とスーパーボールすくい・
ヨーヨー釣り・射的・輪投げなど
18:00

開式

19:30

みんなで盆踊り

「かわさき」
「春駒」等
20:00
駐車場のご案内
健康科学センター北「学生駐車
場」
（各務原市那加巾下町 71-1）
をご利用ください。

終了予定

屋台の楽しみ
わたがし・たません・
ジュース・チューペット等
少しだけ屋台もあります。

Ｐ

全て、学生サークル（ラ・ルーラファクトリー）企画・運営の夏祭りです。
今年も昔ながらの夏祭りを基本に、みんなで楽しめる内容を考えています。
また、学生は全員浴衣や甚平を着て催しを盛り上げます。
どうぞご家族みんなで、浴衣でお越しください。

みんなの森の学校・親子フェスタ

７月９日（日）10:00～15:00
雨天決行
岐阜済美学院 100 周年記念事業「みんなの森の学校」と各務原市からの委託事
業の「親子フェスタ」を、中部学院大学各務原キャンパスと学びの森にて開催さ
れます。
市内の大学（中部学院大学・中部学院大学短期大学部・東海学院大学・東海学院
大学短期大学部）と高等学校（各務原高等学校・岐阜各務野高等学校・各務原西高
等学校）の学生と生徒が遊びブースを考えたり、お手伝いを
したりして楽しい催しを計画しています。
他にも、劇団風の子の観劇や中部学院大学教員に
よる「学びの音楽会」
・理化学研究所の関口先生によ
る化学実験なども予定しています。
小さなお子さんから小学生まで楽しめる内容です。
スタンプラリーも準備していますので
どうぞお楽しみに！

“水遊び泥んこ遊び” の季節到来
キラキラお日さまの暑い夏も、もうすぐそこに！水遊び・泥んこ遊びの季節がやってきました。
ラ・ルーラの砂場デッキは、小さなお子さんでも素足で安心して遊んでいただけるように安全で衛生
的な砂場に管理し、スコップ・カップ・バケツなどの砂場遊具もたくさんあります。そしてビニール
プールやタライも用意し毎年たくさんのお子さんが水遊びを楽しんでいます。
また、水遊びは幅広い年齢のお子さんに楽しんでいただけるように、ビニールプールと幾つものタ
ライを用意します。水の感触に触れて遊ぶ 0 歳の赤ちゃんから元気で活発な４～５歳児までのお子さ
んが遊ぶ場所ですので、それぞれの遊びが充実できるように水が汚れたらすぐに取り替えます。
ママもパパも帽子と日焼け止めを準備してどうぞ一緒に遊びを楽しんでください。
そして、遊びの後に温水シャワーで全身が洗い流せるバスタブもあります。
スッキリ洗い流して着替えれば気分爽快です。その後は再び室内遊びを楽し
んでください。

発育測定 毎月２回（15 日と「赤ちゃん集まれ」の日）
発育測定を毎月２回行っています。毎月１５日(休日の場合は翌日)と月末の「赤
ちゃん集まれ！」の催しの日を予定。乳児用身長計やママと一緒に抱っこして測る
体重計も用意しています。測定数値に一喜一憂するのではなく、日々の記録として
気軽に測りに来てください。測定用紙も準備していますのでそのまま
アルバムなどに貼っていただくことも可能です。
ママの健康管理も兼ねてどうですか？

ある日の土曜日のこと
こんなところに張り紙がいっぱい…

ある日の土曜日のこと。その日は小さな赤ちゃんから幼稚園の大きい組みの子まで幅広い年齢のお
子さんが入り混じって遊んでいました。大きい子は元気に動き回りたいけど、赤ちゃんも一緒だから
そんなに自分たちだけ好きなことも出来なくてママから注意されることも…。
すると… いつのまにかこんな張り紙があちらこちらに貼られていました。張り紙には「おやくそ
く」と書かれ、続いて「おさない はしらない もどらない」
「ぎゃくにあるかない くつしたのまま
かいだんをおりない」などたくさんの約束が書かれていました。多分最初のきっかけはママに言われ
た事だったと想像がつきますが 2 枚目 3 枚目となると楽しい遊びになっていました。
「
（今度はどこに
貼ろうかなぁ…）
」とワクワクしながら書き、貼る場所を決めてどんどん貼っては楽しんでいました。
土曜日のラ・ルーラはいろいろ楽しいことがいっぱい
でおもしろいです。土曜日の工作も定着し作品も次々と
出来上がっています。ママと一緒におしゃべりしながら
仕上げ出来上がると得意げに見せにきてくれます。
夏は水遊びと共に 火･土曜日は工作もどうぞ。

＜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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火
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お休み

お休み

お母さんのための
リフレッシュ講座

13

14

15

お休み

お休み

20

21

お休み

お休み

27

28

お休み

お休み

22

29

水

お休み

木

金

土

3
4
あそびの広場Ⅰ 移動図書館

5
作って遊ぼう

11:00～11:45 11:00～

11:00～12:00

10

11 お休み
山の日

12

18

19

23
24
あそびの広場Ⅱ

25
８月の誕生会

26

11:00～11:45

12:50～13:10

9

16

お休み

30

17

お休み

お休み

31
赤ちゃん集まれ
11:00～11:45

８月の行事 ＊ 内容紹介

毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 ぷにょぷにょマット または 踏み踏みシャワー」
密閉ポリ袋に水を入れ、ヒンヤリと冷たいマットを作ります。また、年齢の高いお子さん
には前月に引き続き牛乳パックの踏み踏みシャワーも準備しています。
３日 あそびの広場Ⅰ （１～３歳児対象）
「 ママと一緒に どろんこ遊び・水遊び 」
毎日の砂場デッキでの遊びを更に充実させ、どろんこ遊びを楽しみましょう。カップに砂
を詰めて型抜きをしたり、大きな砂山を作ったり水を流したり…濡れても良い服装で参加し
てください（ママも一緒に）
4 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

８日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「ジャブジャブ洗える 夏帽子作りⅡ」
好きな布を使ってミシンで縫って仕上げる本格的な帽子作り第 2 弾。違う形の帽子に挑戦
したり、布を換えたりしていろいろ楽しみましょう。もちろん初心者の方もＯＫです。
23 日 あそびの広場Ⅱ （１～５歳児対象）
「 みんなと一緒に 泥んこ遊び・水遊び 」
水遊びの加えて泥んこ遊びを楽しみましょう。しゃぼん玉も用意します。
親子とも濡れて良い服装でダイナミックに遊びましょう！
25日 誕生会

８生まれのお友達を みんなで祝います。

31 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）

親子ふれあい遊び ＆ 交流

火曜日 及び 金曜日(夏休みの為不定期) 吹奏学部の学生によるランチタイムコンサート
（授業等により変更になることもあります）
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。
8 月 11 日～17 日は定期室内清掃・点検等のためお休みします。
お問い合わせ先 TEL：０５８－３７５－３６０５
FAX：０５８－３７５－３６０９

