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男性版の育休制度スタート！

中部学院大学教育学部
准教授 平野華織
あなたの家のお父さんは、家事や育児をどれだけやっていますか？
2021 年６月３日に可決・成立した「改正育児・介護休業法」は、産後８週間以内に男性も休暇がとれる「男性版
育休」と呼ばれる制度です。これまでの制度でも男性が育休をとることはできましたが、取得率はかなり低いも
のでした。現在、男性の育児休業取得率は 7.48%（2019 年）で、その８割が１か月未満にとどまっているとこ
ろ、今回の改正で、政府は 2025 年までに男性の育児休業取得率を 30％まで引き上げることを目標としてい
ます。
しかし現状はどうでしょう。６歳未満の子どもをもつ日本人女性の１日あたりの家事育児時間が 454 分に対
し、日本人男性は 83 分です。ちなみに、スウェーデンの女性では 329 分、スウェーデンの男性は 201 分、アメ
リカ人女性は 340 分、アメリカ人男性 190 分です（出典：内閣府男性家事育児参画ポスター2018）。このよう
な調査結果から、「日本の男性は世界一家事育児（そして介護も）を分担しない」とマスコミから揶揄されること
もありました。
日本の男性が家事育児に関わらないのは、収入が減る不安や職場への気兼ね、周囲の理解が得られないなど、
いろんな要因があることがわかっています。育休制度も男性は利用しにくいという声がありますが、今回の法改
正が、男性の生活力を向上させ、日本全体の意識を変えるきっかけになることを願っています。また、近年はシ
ングルマザー、シングルファザーの方も増えていますし、お父さん同士、お母さん同士のカップル、おじいちゃん
やおばあちゃんが親代わりの家庭などもあります。お父さんがいる夫婦を前提とした制度だけではなく、子育て
の多様性を前提とした育児支援の仕組みを構築することが必要だと考えています。
さて、日本全体の育児環境について意見を述べましたが、自分の足元はどうなのか考えてみると、やっぱり家
事育児は日々ドタバタです（我が家はわたしと夫、子ども３人）。実家は遠く頼れないので、夫と二人三脚で平野
家を運営してきましたが、夫婦そろって家事能力は高くありません。私の夫に関していうと、土日に料理を担当
しますが、昔から彼のつくるラーメンがいつも伸びているのはなぜだろうと思っていました。先日たまたま一緒
の台所にいて、ラーメンを鍋で水から茹でているのを目撃してびっくりしました。袋ラーメンをつくるときは、ま
ずお湯を沸騰させてから乾麺を入れるんだよとすかさず注意しましたが、この方が早いから、といって決して譲
りません。ハンバーグはなぜか野球ボールの形に成形して焼いています。中まで火を通すために真ん中をへこま
して焼くんだよと言っても、俺はこれの形がいいのだといって譲りません。それ絶対おかしいでしょと思うこと
は多々ありますが、それもきっとお互い様だと思います。女性だけが台所に立つようなイメージを子どもがもつ
のではなく、誰もが家事や育児をするのだという価値観を子どもたちがもてるよう、社会全体が変わることを
願っています。

劇団風の子「タックンとおりがみおじさん」公演 決定

８月３日（火）

か

11:00 頃～

「タックンとおりがみおじさん」
＝ プログラム ＝
風の子どうぶつしんぶん「今日のニュース」
ふしぎなタマゴ発見！
大きなタマゴ、小さなタマゴ
色々なタマゴからは何が生まれるかな？
キツツキはおどろいた⁉
キツツキは森の大工さん。木に穴をあけ
せっせと家を作ります。アレアレ 穴の中に誰かがいるぞ…？
へんてこブーメランの音楽隊
人間に捨てられた老いぼれロバにイヌ.ネコ.ニワトリ。
４匹はみんなで力を合わせてブレーメンを目指します。

「おりがみおじさんと相棒のタックンは、今日もどうぶつたちの新鮮なニュースを新聞にして届けます。字
が読めなくたって大丈夫。得意の折り紙を使って、おじさんがみんなの前で演じます。今日のニュースは
どんなニュース？」（上演チラシより）
授業の一環としての演目で、学生と一緒に観ますが、親子さんの途中での出入りは自由です。
初めての観劇として気軽にお越しください。詳細はスタッフまで。

笹飾りに願いを込めて

学生ホールに笹だけを設置し、数年ぶりに七夕飾りを復活さ
せました。願い事を書けるように短冊もたくさん用意しました。
「家族みんなが幸せに暮らせますように」「採用試験降格！」など
学生も一般の方も自由に書いていただいています。
お子さんと一緒にお楽しみください。

国産桧(ヒノキ)「足踏み式消毒液スタンド」寄贈
国産ヒノキ製材加工の「トーホー」(加茂郡白川町)さんより、東農桧を使用した
「足踏み式消毒液スタンド」を寄贈していただきました。高さ７０㎝程の子ども用ス
タンドで、ボトルの大きさに合わせて１㎝刻みに高さを変えられ、更に底板を返せ
ば５㎜刻みにも微調整でき、職人さんの知恵と技術が詰まった作品です。
ラ・ルーラにはトーホーさんに作っていただいた家具や遊具も数多く入っていま
す。ヒノキの大きなキッチンを始め、遊具「つみマスくみマス」はとてもたくさん作っ
てもらいました。（今年はカラーの「つみマスくみマス」も増やしました）
また新作の「ままごとキッチン(試作品)」も新しい提案として先日から展示してい
ます。お子さんと一緒の遊びながら改善点などお聞かせいただければ
また新しい品へと繋がっていくことでしょう。

「ままごとキッチン（試作品）」
お子さんが就学前までの小さい頃は
ままごとキッチンとしてごっこ遊びを
楽しみ、ごっこ遊びを卒業してからは
天板を差し替えて机として使えるように
設計されています。

ラ・ルーラの入り口に設置
足元のペダルを踏むことで消毒液が
出る衛生的な製品です。ペダルには
足形の焼き印がつけてあり、見た目に
も可愛く小さなお子さんの興味も引い
ています。

“手形・足形アート” 楽しんでます！

７月８日（木）11:00 頃～

手形・足形アート

小さなお子さんの手形や足形と
パパやママの手形などを合わせて作品を作ります。
いままでも お子さんのご機嫌を見ながら、お好きな時に作品作りをされているご家族は数多くあ
りましたが、この日は改めてみんなで一緒に楽しめたらと思い計画しました。
予め作品提案はさせてもらっていますが、それを広げて作品を完成させるのはパパとママ。発想の豊
かさやアレンジの仕方にはいつも脱帽しています。絵本の一場面を手形・足形で表現したり、リボンや
厚紙などを利用して立体的な作品に仕上げたり、皆さんの発想は無限大。楽しみながら手形・足形ア
ートをお楽しみください。
いつでも楽しんでいただけるように準備していますが、７月８日は特に材料を多く用意しています。
よろしかったらどうぞ。
パパの手形の上にママの手形
そして最後にお子さんの手形を重ねて
直接押して花束風に！
ストローとリボンをつけて立体的に
完成させた作品です。
簡単な手形アート作品ですが
パパママの愛情いっぱいの作品です

動物アート
ママの手形のぞうさんと
お子さんの手形のぞうさん
優しいまなざしがポイントです

水遊び・泥んこ遊びの季節到来！
今年も水遊び・泥んこ遊びの季節になってきました。
ラ・ルーラの砂場デッキには 毎年小さなプールやタライをたくさん用意して水遊びを楽しん
でいます。小さなお子さんもゆったりとのんびりと遊んでいただけるように個々で準備しま
す。好きな時間に好きな遊具で個々のペースで遊んでください。その都度水は入れ替えま
す。遊び終わったら室内のバスタブスペースにて温水シャワーでサッパリと身体を流せば気
分爽快。心地よく過ごせます。
小さなお子さんは、パチャパチャと水浴び程度に。就学前の元気なお子さんはダイナミック
に泥んこになってお遊びください。ドロドロベタベタ大歓迎です。
今年新しく
（赤ちゃん用の水着やプール用の紙パンツは不要です。
日よけテントも設置しました
安全確保のため T シャツ短パンのみ着ていただけ
例年より日陰も多くなり
れば結構です）
より快適になりました

学生実習

よろしくお願いします

５月から始まった教育学部３年地域子育て支援実習を始め、同２年生保育表現技術講座１ 幼児教育学科１年見
学実習 看護学科４年(保健師コース)体験学習など様々な学科のラ・ルーラでの実習が始まりました。
子どもたちの様子を見させていただいたり、実際に関わらせてもらったり、また保護者の皆様には子育てについ
て伺ったりなど いろいろとお世話になります。
感染症対策等しっかりととり実習させていただきます。今年度もよろしくお願いいたします。

＜ラ・ルーラ開設日＞火・水・木・金・土曜日
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
日
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月

2

8

9

火

水

木

金

5

土

3

4

6

7１１：００頃～

赤ちゃんの日

すくすく測定

誕生会

みんなで遊ぼう

（終日）

（随時）

12:45～

（製作遊び）

10

11

13

14

12

設備点検・環境整備のためお休み

15

22

29

16

23

30

17

18

19１１：００頃～

移動図書

みんなで遊ぼう

20

21

11:00～

（水遊び①）

24

25１１：００頃～

26

27

28

すくすく測定

みんなで遊ぼう

誕生会

（随時）

（水遊び・砂遊び）

12:45～

３１１１：００頃～
みんなで遊ぼう
（水遊び②）

８月 10 日から 8 月 14 日までは ラ・ルーラ内の設備点検・環境整備のためお休みします。

お問い合わせ先 TEL：058-375-3605

FAX：058-375-3609

８ 月の行事・内容紹介
「赤ちゃんの日」 終日

３日(火)

終日０歳の赤ちゃんの親子さんのみ ゆったりと過ごしていただく日です。

（皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。）

「みんなで遊ぼう」 11:00 頃～ 親子で楽しみながら少しずつ友だちとも関わって遊びます。
７日(土) 製作遊び
１９日（木） 水遊び①
普段よりも遊具などを多くして遊びます。
２５日(水) 水遊び・砂遊び
水遊び・砂遊びをドロドロベタベタになってダイナミックに遊びます。
３１日(火) 水遊び②
シャボン玉も加えて夏の終わりの水遊びを楽しみましょう。
「すくすく測定」 随時
４日（水）２４日(火)
「移動図書」
１８日（水）

11:00 頃～

測定機器は終日用意しています。お子さんの機嫌の良い時にいつでもどうぞ。

大学図書館司書による読み聞かせと書籍の紹介

「誕生会」 12:45 頃～
８月生まれのお子さんをお祝いします。
６日（金）２７日(金)
「密」を避けるために２回に分けて個々でお祝いします。
＊誕生カードなどを準備しますので参加される方は事前予約をお願いします。

「お母さんのためのリフレッシュ講座」
「 夏のモビール 」

随時
（見本が用意してあります。いつでもどうぞ）
先月に引き続き春のモビール第４弾。先月とは違うモチーフで仕立てます。

「ランチタイムコンサート」

12:45～
吹奏楽部の学生によるコンサート
主に金曜日
学生の授業・学外実習に伴い ８月は開催日が定まっていません。予約時にお問い合わせください。

