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人の輪を広げ、人を育てる、不思議な空間「ラ・ルーラ」

中部学院大学 教育学部教授
教職センター長 友田靖雄
「ラ・ルーラ」の廊下を通るたびに、眼を輝かせ活発に動き回る幼児たち、そんなわが子を安心して
見つめる親御さん、そしてかいがいしく幼児のお世話をする大学生の姿を眼にします。ラ・ルーラには、
「人と人をつなぐ場」
、
「人を育てる場」として大きな力があるように思います。私は、ラ・ルーラのも
つ何とも不思議な力にいつも感心しています。
学生はここでさまざまな幼児と出会い幼児を知ります。またその親御さんとも話が弾み保護者という
存在に気づきます。さらに大学生同士、共に活動をすることで新たな仲間が増えていきます。大学生を
取り巻く人の輪が広がっていきます。幼児もまた他の幼児と遊んだりして仲良くなります。大学生とい
う心地よい大人の存在にも気付きます。幼児の子育てという課題を共有し合う親御さん同士も知り合い
になり、その輪が様々に広がっていきます。まさに、ラ・ルーラは、人と人をつなぎその輪を大きくす
る空間です。
ラ・ルーラはまた、人を育てる空間です。学生は、幼児とふれあいお世話をすることで幼児教育の基
礎的な知識を学びます。幼児がどのような存在なのか、どのような働きかけをするとどう反応するのか、
幼児教育の基礎が体験を通して身に付きます。幼児もまた、ラ・ルーラで楽しく活動する生活を通して、
心身ともに成長します。さらに親御さんも、専門家のアドバイスを受け子育てのポイントやその在り方
を学びます。時には、子育ての悩みを共有し合う他の子育てママさんから貴重なヒントをもらったりも
します。親御さんも親として成長していきます。ラ・ルーラはまさに人を育てる魔法の空間です。もち
ろん、ラ・ルーラのこうした蔭に金田先生が仕掛け人として存在しているのはもちろんです。
本学の子ども学部・教育学部には、幼児教育に携わる学生、小学校教員をめざす学生たちがいます。
幼児教育に携わる学生たちは、このラ・ルーラの体験が現場に出たあと即、生かされます。小学校に勤
めた学生たちもラ・ルーラの経験を生かして活躍しています。ただ、もし、小学生を対象としたラ・ル
ーラのような施設が学内にあれば、幼児教育の学生同様、体験を即、生かすことが出来るように思いま
す。しかし、小学生を大学内に招くことには様々な制約があります。そこで、例えば、各務原市の事業
である「留守家庭児童会」の会場の一つを本学内に設け、学生が指導に当たることが出来れば、ラ・ル
ーラの小学生版になり得ます。その外、他大学の教育学部の一部が実施しているようなフレンドシップ
活動などに参加するのも一つの方法かなと思います。
人を育て、人の輪を広げる「ラ・ルーラ」は、本学の誇るべき施設だと思います。

♪ ランチタイムコンサート ♪
中部学院大学吹奏学部の有志によるランチタ
イムコンサートが毎月 4 回開かれています。
学生の昼休みの時間を利用して季節の歌や子ど
も向けの曲を中心に皆さんと楽しい時間を過ご
しています。どうぞお気軽にご参加ください。

吹奏学部有志による

―５月の演奏日―

―演奏学年―

6 日(金)

3 年生

10 日(火)

2 年生

20 日(金)
27 日(金) 誕生会
31 日(火)

4 年生
3 年生＋1 年生
2 年生

お誕生日ボード作成！
毎月最終金曜日に開催している「誕生会」を、みんなで更に楽しめるように
「お誕生日ボード」を作成しました。
保育士手作りの誕生カードは、以前から前もって写真を写したり手形や
足形を取ったりして仕上げ、誕生会を楽しみに待っていました。
そんなワクワクして待っている楽しい気持ちを皆さんにもおすそ分けしようと
写真やメッセージを飾ることにしました。どうぞ皆さんもお楽しみください。

親子で一緒にエクササイズ！

2016 子育て実践プログラム

6 月 9 日（木） 11:00～
第 1 回 子育て実践プログラム

コーディネーションプログラム

“親子で一緒に楽しく笑顔でエクササイズ！”
親子で楽しく運動遊びをしませんか。運動が得意な方も反対に苦手な方も
大丈夫！いつの間にか身体は動き楽しい時間を過ごせます。参加申し込み・
問い合わせや詳細はラ・ルーラスタッフまで。

お母さんのためのリフレッシュ講座 年間計画
「お母さんのためのリフレッシュ講座」を計画しました。この講座は「作る・作品を仕上げる」ということ
が一番の目的でありません。目的は「子どもと一緒に過ごしながらリフレッシュできる技の獲得」と「おしゃ
べりを楽しみながら子育ての輪を広げる」ことを願って計画しました。すぐには仕上がりませんが、その後引
き続き、常時作品作りに取り組めるように環境は整えてあります。スタッフに声をかけていただければいつ
でも再開できるようになっています。
まずはチャレンジしてみてください。初めてでもしっかりと作品は仕上がり、達成感は最高ですよ。
講 座 名

内

容

4月

サイコロポーチ

小銭入れからオムツや着替えを入れる大きなポーチまで。好きな大
きさのポーチを作ります。

５月

1000 DOT-TO-DOT

1000 のドットを線つなぎ！1000 のドットを 1 から順に 1000
まで繋ぎ合わせるとアートになります。いろいろ楽しみましょう。

６月

巾着かご・袋

浴衣を着た時のバック・袋物として作りますが、普段使いでもＯＫ
です。好みの布で作りましょう。

７月

帽子作り

夏用の帽子を布で作ります。好きな色・配色を選んでオリジナル帽
子を作りませんか?結構簡単に仕上がり達成感は最高です。

８月

帽子作りⅡ

隙間の時間を利用して、少しずつ仕上げます。一つ作ると次作品に
も挑戦したくなります。兄弟ペア・親子ペアも自由自在です。

９月

絵本作り

10 月

広告紙を使ってアート

お菓子の包み紙や折込広告紙を利用して、スティックやピースやを
作り組み合わせて作品を作ります

11 月

季節のホップアップカード

クリスマスカードを中心に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。

12 月

入園準備用品作り

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。

1月

編み物

シュシュなどの髪飾りを始め、マフラー・バックなどお好みで。初
心者でもＯＫ。今年はどんな作品を作りましょうか。

2月

マスク

風邪予防・花粉症対策に手作りでオリジナルマスクを！マスクケー
スも作ります。

3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。

絵が描けなくてもお話が思いつかなくても作りたい気持ちがあれ
ば素敵な絵本が仕上がります。成長記録綴りとしてもいいです
ね。

（内容は変更することもあります。）
お一人でも気軽に参加できる講座をたくさん設けました。どうぞお気軽にお問い合わせください。

“ラ・ルーラ畑”の楽しみ

「親子クッキング」

ラ・ルーラ畑では 収穫を待っている玉ねぎが大きく育っています。
5 月の末には収穫し、その後には今年もサツマイモを植える予定でいます。
今年は収穫の楽しみに加え、収穫した野菜を使って「親子でクッキング」も計画
しています。
「調理する」というほどの内容のプログラムではありませんが「
（調理
しながら）美味しい匂いを感じる」
「素材そのものの味を楽しむ」を基本として
「自分で作って食べる」を楽しみます。詳細はその都度お伝えいたします。

＜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。

６ 月の予定
日

月

火

水

1

木

2

金

3
移動図書館

土

4

11:00～

5 親子 6
ふれあい

8
9 親子で一緒に 10
みんなで遊ぼう エクササイズ

フェスタ

11:00～11:45 11:00～12:00

12

13

7

14 11:00 頃～ 15

16
ママと遊ぼう

お母さんのための
リフレッシュ講座

19

20

21

17

11:00～11:45

22

23

11

18
作って遊ぼう
11:00～

24
6 月の誕生会

25

12:40～13:00

26

27

28

29

30
赤ちゃん集まれ
11:00～11:45

＊毎日 11 時頃にお話しの時間があります。
＊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。

６月の行事 ＊ 内容紹介

3 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

5 日 親子ふれあいフェスティバル 2016
幼児～小学生対象
親子遊び
会場は 学びの森（市民公園）と学内。いろいろな遊びのコーナーがあります。
８日 みんなで遊ぼう （２～３歳児対象）
「学びの森」で戸外遊び
（親子遊びを楽しみながら友達を意識できる内容の遊び広場です。
）
9 日 子育て実践プログラム
「親子で一緒に楽しく笑顔でエクササイズ」
－ コーディネーショントレーニング ―
中部学院大学教員 平井 博史
14 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「巾着かご・袋」
浴衣を着た時のバック・袋物として作りますが、普段使いでもＯＫです。好みの布で作りましょう。
16 日 ママと遊ぼう （１～３歳児対象）
18 日 作って遊ぼう
24日 誕生会

「学びの森」へ散歩
（親子遊びを中心にした遊び広場です）

「カップけん玉」を作って遊びます。
６月生まれのお友達を みんなで祝います。

30 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）

親子ふれあい遊び ＆ 交流

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

電話：０５８－３７５－３６０５ ＦＡＸ：０５８－３７５－３６０９

