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小さい頃から音楽をたくさん聴かせましょう！

中部学院大学教育学部 子ども教育学科
市橋 佳明
「音楽って楽しい。
」
「音楽をしているとワクワク、ウキウキする。
」
そんな言葉を聞くと、音楽の魅力を共有できたように感じて、心からうれしくなる。
時々、小中学校に勤務していた頃、ほとんどの児童生徒が、学級や学年の音楽に自主的・主体的に取り組
み、素晴らしい音楽と心のハーモニーを創り上げていたことを思い出す。しかし、中には音楽を心を込めて歌
い上げたり、身体全体で音楽を感じながら表現したりすることが苦手な児童生徒もいた。これは、自ら求めて
取り組む主体的な音楽ではなく、ややもすると他の人から言われてやらされる受身的な音楽であったことに
起因するかもしれない。原因は様々あると思うが、不思議なのはこうした音楽表現が苦手であった児童生徒
が、大人になるにつれて様々な音楽機器や楽器を活用して、音楽を聴いたり歌ったり演奏したりして、日常生
活の中で音楽を主体的に楽しんでいることである。こうした姿や状況を見たり聞いたりすると心温まるし、
改めて「音楽っていいなあ。
」と実感する。そこで、小さい子どもに、音楽を通じてどのように接していった
らよいかということを考えてみたい。
今、私たちの日常生活の中で、音楽が聞こえてこない日はないといっても過言ではない。それほど私たちに
とって音楽は身近なものであるし、必要不可欠なものである。音楽は、人の心をなごませたり落ち着かせたり
する効果がある。だからこそ私たちは、子どもたちが乳児期・幼児期のような小さい頃から音楽の楽しさを体
感させることができるように育てていきたいと思う。
さて、乳児期の子どもは、言葉を使って自己表現することができない。そのかわり目・耳、身体、心は非常
に発達する時期で、例えば、赤ちゃんの周りの大人が、笑顔で語りかけると、その情報が目や耳から赤ちゃん
に伝わり、赤ちゃんもうれしい気持ちになる。また、赤ちゃんは、楽しい優しい音楽が耳から聞こえてくる
と、楽しい優しい気持ちになる。さらに、赤ちゃんは、自分の気に入った音楽を聞くと、手や足をバタバタ動
かしたり、手を叩いたりして音楽に反応する。すなわち、この時期の赤ちゃんは、言葉はうまく発することが
できないが、目・耳、身体、心で反応して自己表現し、自分の思いを周りの大人に伝えようとしているのであ
る。
つまり、周りの大人が、乳児期・幼児期の子どもに、いろいろな音楽をたくさん聴かせることによって、耳
から情報が入り音感が鍛えられたり、音を聴き取る力がついたりする。また、音楽を聴かせることによって、
子どもは音楽に合わせて身体を動かすようになり、手足をはじめ身体が大いに発達することも期待できる。
更には、情感豊かな音楽を日頃から聴かせることによって、子どもが音や音楽に耳を澄ますようになり、人の
話や会話にも注意深くなって、将来的に人と積極的に関わったり、コミュニケーションを図るように努力し
たりするなど、社会性や協調性も育つと言われている。
是非、子どもが乳児期・幼児期の小さい頃から、いろいろな音楽を子どもと一緒にたくさん聴いていただ
き、子どもに語りかけながらリズムを叩いたり身体を揺らせたりして、音楽を楽しんでいただけたらと思い
ます。

ラ・ルーラクリスマス会 ＆ 「ぎふ木育ひろば」認定授与式

12 月 19 日（火）

１２：００～
学生主催

「ぎふ木育ひろば」認定式と その後
「ラ・ルーラクリスマス会」を開催します！

ラ・ルーラクリスマス会

プログラム： １２：１５～

「ぎふ木育ひろば」とは
岐阜県産材を活用した木製品や木育教材
を有し、誰もが身近に「ぎふ木育」を体験で
きる屋内空間を「ぎふ木育ひろば」と認定し、
岐阜の木育を積極的に推進することを目的
とします。
岐阜・各務原地区ではラ・ルーラが初めて
認証され、まずは県材産を使った家具や「ま
あるいつみき」
「ＣＯＤＡＭＡ」などの遊具を
取り入れます。改めて個々の木の持つ色合い
や感触を味わって見てください。子どもだけ
ではなくきっと大人も楽しめます！
お楽しみに。

＊「ラ・ルーラファクトリー」による
人形劇（ペープサート）
「おおきなかぶ（クリスマスバージョン）
」
＊「吹奏学部」による
クリスマスミニコンサート
＊サンタクロース登場
など

・

プレゼントの数に限りがありますので
事前申し込みをお願いします。
クリスマス会招待状をお渡しています。
詳細はお問い合わせください。

各務原キャンパス（学生会主催）クリスマス会
もうひとつ… こちらは夜

12 月 19 日（火）

クリスマス礼拝

クリスマス祝会

１７：３０～１８：１５（グローリアホールにて）

１８：２０～１９：45（新学生ホールにて）

教育学部の学生によるクリスマスメドレー・チアダンス
ヒップホップダンス・ビンゴゲーム
他
楽しい催しがいっぱいです。ビンゴ大会ではプレゼントもたくさん用意しています。
飲み物やお菓子も用意しています。予約不要、どなたでも参加ＯＫ。お待ちしています。

オリジナル年賀状

自分宛に作ってみませんか？

年賀状を用意しました。シールを貼ったり、色塗りをしたりして自分
宛の年賀状を作ってみませんか？
表書きの住所は大人が書き、裏面は自由にどうぞ。各種折り紙・色画用
紙などの材料や、クレヨン・色鉛筆などの画材や型抜きパンチなどの用
具もいろいろ揃っています。
仕上げた年賀状をポストに投函し、それがお正月に届くって楽しみで
すね。主に土曜日に製作します。希望の方は声をかけてくださいね。

「プロムナードコンサート」
今年もプロムナードコンサートの時期がやってきました。
小さなお子さん連れでも気軽に楽しめる内容のコンサートで「毎年
楽しみにしています！」との声もたくさん聞こえてきます。出演は
教育学部子ども教育学科 3 年生の総合表現活動受講生と短期大学部
幼児教育学科 2 年生。入場は無料ですが入場整理券が必要です（ラ・
ルーラにも用意しています）ぜひどうぞ！

12 月２３日（土・祝）

１４：００～

会場：各務原市民会館（各務原市蘇原中央町 2-1-8）
内容： ハンドベル マリンバアンサンブル
合唱・うたと動きによる表現

冬至

ゆず湯とかぼちゃ

今年の冬至は 12 月 22 日 一年で最も昼間が短く夜が長い一日です。
そのため昔から厄払いとして柚湯に入って身体を温め「無病息災」を祈った
と伝えられています。また冬至かぼちゃと言ってかぼちゃを食べる習慣もあ
ります。かぼちゃはビタミン A やカロチンが豊富で栄養価が高いことと、本
来かぼちゃの旬は夏ですが、長期保存が効くため冬に栄養をとるための知恵
だったのかもしれません。
家事や仕事に追われる日々に加え、年末は更に慌ただしくなります。
柚子湯でなくても、かぼちゃ料理を作って食べなくても、こんな話をしなが
ら一晩ゆったり過ごしてリフレッシュするだけでも、元気に冬を乗り越える
力になります。まずは今夜、ゆったりのんびり湯船につかってお風呂を楽し
んでみましょう。

親子クッキングⅢ

（調理室にて ふかし芋＆スライス焼き芋）

親子クッキング第 3 弾！ 今回は先月みんなで掘った
サツマイモを使ってクッキングを楽しみます。
お芋掘りも

た
楽しかったね！

12 月 26 日（火） 11:00～ 調理室にて
メニュー ：ふかし芋
スライス焼き芋
定員：10 組（申し込み先着順）
土のついたサツマイモを洗い、新鮮でピカピカのサツマ
イモの色を感じたり、サツマイモをスライス焼いただけ
の素朴な味を体験したりします。参加年齢は親子で楽し
めれば年齢は問いません。詳細はお問い合わせください。

＜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。

1 月の予定
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休み
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22

休み

休み
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あそびの広場Ⅰ

12
移動図書館

11:00～11:45

11:00～

18
19
あそびの広場Ⅱ
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20

11:00～11:45

24

25
26
赤ちゃん集まれ 1 月の誕生会

27

11:00～11:45 12:50～13:10

28

29

休み

休み

30

31

1 月の行事 ＊ 内容紹介

毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 牛乳パックで羽子板 」
牛乳パックで羽子板を作って遊びます。追羽根の替わりに風船を使って遊ぶと
小さなお子さんでも十分楽しめます！
10 日 あそびの広場Ⅰ （１～３歳児対象）
「 小麦粉粘土 」
小麦粉に水を入れてドロドロベタベタを体験しながら小麦粉粘土を作ります。
食紅を混ぜて赤・青・緑などの粘土も作ってみましょう。
細長く伸ばしたり丸めたり… どんな遊びが出来るかな。いろいろな遊び方で楽しみます。
12 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

16 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「 編み物 」
リフレッシュ講座の冬の定番は編み物。シュシュや髪飾り、編みぐるみなど
18 日 あそびの広場Ⅱ （１～５歳児対象）
「 お正月遊び（羽子板とコマ遊び）」
羽子板を作って追羽根は風船で。ママと一緒に元気いっぱい遊びましょう！
いろいろなコマ回しにも挑戦します。
25 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）
26日 誕生会

親子ふれあい遊び ＆ 交流

１月生まれのお友達を みんなで祝います。

火曜日 及び 金曜日(授業等で変更有) 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。
お問い合わせ先 TEL：０５８－３７５－３６０５
FAX：０５８－３７５－

