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体験することの大切さ

中部学院大学 短期大学部
幼児教育学科
有川 一

つい先日，私はある自然体験学習の一環として「火おこし体験」を担当しました。手作りのマイギリ式火
おこし器 10 台を持参し，小学校低学年 50 数名を対象として実施しました。キャンプ場にて「自分でおこ
した火を使ってパンを焼く」という流れだったため，子どもたちの目の色が違います。火がおきなくて半泣
きになりながら頑張る姿が続出しましたが，最終的には少々のサポートを得て，全てのグループが火をおこ
すことに成功しました。子どもたちは汗と涙と煙にまみれながらも頑張り続け，火がボッと付いた瞬間に見
せた目の輝きがとても印象的でした。
さて，話は変わりますが，私たちが何かを学ぶ時，“既知（すでに知っているもの）”と“未知（まだ知
らないもの）”を結びつけることで，新たなものを理解しています。つまり，ベースにできる“既知”がな
ければ新しいものを理解することは難しいということです。そして，その“既知”を作り出す方法の一つが
“体験”なのです。先ほどの「火おこし体験」の場合，火をおこすという作業そのものはもちろんですが，
火が熱いということや，火が消えないような扱い方，火の安全な扱い方などを実感として自分の中に取り入
れ，“既知”としていくのです。オール電化の影響で火が熱いことすら知らない子どもが増加している中，
このような“既知”を持っている子どもは今後の学びに大きな差をもたらすと思われます。
これは子どもだけの話ではありません。私たち大人もバーチャルリアリティの世界に慣れ切ってしまって
いるので，あらゆる実体験が減少しています。特に自然に関わる体験については大きく減少しており，日常
生活の中で体験する機会はほとんどないと思われます。少し意識的に機会を増やす必要があるかも知れませ
ん。
“体験すること”の大切さを今一度考え直すべきではないでしょうか？幸いなことに，今の時期は夏休み
を目前に控え，様々な施設が魅力的な体験イベントを準備しています。かつての某コマーシャルのように「子
どもといっしょにどこ行こう？」とワクワクしながら探してみてはどうでしょうか？個人的には，中部学院
大学短期大学部幼児教育学科＆長良川鉄道による「あそびスター NAGARA 川あそびトレイン」（8/4 実
施）はお勧めです。まずは子どもと一緒に川遊びをしてみませんか？
詳細については長良川鉄道のホームページ（http://www.nagatetsu.co.jp/）をご覧下さい。

☆ “願いの笹竹”
今年も学生ホールに、笹竹を用意しました。
笹竹には、先日の子育てサロンで作った織姫彦星の飾りを始め、学生が作った
くす球や輪つなぎ、オープンキャンパスの時に来てくれた高校生の七夕飾りも
飾ってあります。また、短冊をたくさん準備し、自由に願い事を書いて飾れる
ようにしてあります。学生・教職員の願い事はもちろんですが
地域の方々が書いてくださった短冊もあります。
笹竹は 7 月中も引き続き飾る予定です。短冊は学生ホールに
用意してあります。どうぞご自由にお書きください。

☆ 子育て実践プログラム 今年度も好評開催中
ラ・ルーラでは、子育て支援や家庭支援に関する様々なプログラムを計画し、今年度も 5 月よりスタート
しています。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。
日にち
講 座 名
講 師
備考
5 月 30 日(水) 子育てを楽しもう！ 一緒に作って遊んで楽しむ
金田 環 保育士
終了
6 月 20 日(水) 音と遊んで子育てバンザイ！
岡田 素子 教員
終了
7 月 10 日(火) 親子で学ぼう！ マナーのイロハ
柴崎 直人 教員
終了
8 月 2 日(木)
子育ての不安を分かち合うためのグループワーク
平野 華織 教員
9 月 13 日(木) 子育て奮闘中での親育ち・子育ち
井納 利子 教員
10 月 18 日(木) はっぱを使った子育て造形あそび
安藤 恭子 教員
11 月 6 日(火) 子育てママのつながりづくり ～体験学習法を活用して～ 鈴木 恒一 教員
12 月 14 日(金) 子育て・子育ち応援実験！ 赤ちゃんの世界を知ろう
水野 友有 教員
1 月 16 日(水) 子育てに音楽のエッセンスを♪
杉山 祐子 教員
2 月 8 日(金)
子どもは感覚で英語を覚える
片桐 多恵子 学長
講座は開催日の一ヶ月前から申し込みを受け付けます。
お問い合わせは、電話０５８－３７５－３６０５までお気軽にどうぞ。

☆ 今年の夏は、ラ・ルーラでトイレトレーニングを
「ネェネェみてぇ～！」と可愛らしいキャラクターがついたパンツを見せてくれる A ちゃん。
「トイレでオシッコしたよ。
」と得意顔で教えてくれる B 君。この頃オムツがとれて嬉しそう
にしているお子さんをよく見かけるようになりました。
トイレトレーニングの時期はそれぞれのお子さんのペースで構いませんが、できたら暑い夏は、紙オム
ツでなくパンツにはきかえると心地よく過ごすことができます。また、衣服が身軽になり、汚れた衣服
を洗濯してもすぐ乾くこの時期は、親子共にリラックスして始められるかもしれませんね。
しかし、
「でも… わかっているけどカーペットの上で失敗したらと思うとなかなか踏み切れなくて」
と二の足を踏んでしまうママの気持ちもわかります。さて、そこで提案です！ラ・ルーラでトイ
レトレーニングを始めてみませんか？ラ・ルーラで遊ぶ 1 日で、トイレトレーニングが完了す
るわけではありませんが、気楽にオムツを 外してパンツで過ごしてください。「みんなに迷惑かしら
…」なんて心配することはありません。 もしもの時もフローリングなので 床を拭くだけですから
安心です。（雑巾も除菌スプレーも用意してあります。）また、小さなかわいいトイレも
あります。
同じ位の年齢のお友達と一緒に ラ・ルーラで始めませんか？

☆ 夏の遊びをおもいっきり！

みんな大好き泥んこあそび・水遊び

ラ・ルーラには素足で戸外遊びができる安全な「砂場デッキ」があります。泥んこ遊び
や水遊びが十分楽しめる広さのデッキで、夏本番になると浅いプールと数個のタライも用
意します。毎年、みんな思いきり水遊びを楽しんでいます。
ラ・ルーラが「浅いプールと数個のタライ」に拘って準備をするのは、泥んこあそびを
ダイナミックに楽しむ４～5 歳児から、まだオムツがとれていない乳児まで一緒に遊ぶ為
水が汚れたらすぐに全部の水を入れ替えができるようにと考えているからです。
小さなお子さんから少し大きい子どもさんまでみんなが楽しめるデッキです。帽子と十
分な着替えを準備してどうぞ遊びに来てください。遊びの後は手足を洗い、着替えを済ま
せ授乳スペースで水分補給をしてホッと一息。
ラ・ルーラで夏を思いきり楽しんでください。

８月 19 日(日) 夏祭り開催！！！
学生サークル「ラ・ルーラファクトリー」の学生が夏祭
りを計画しました。

日時： 8月19日(日)11:00～12:30
場所： 各務原キャンパス 東広場にて
参加予定人数：１００名 （先着順）
ゲームコーナーを設けて遊んだり盆踊りを楽
しんだりします。参加希望の方はチケットをお
渡しします。家族揃って一緒に参加しません
か？申し込みはラ・ルーラまで。

学びの森で「草花遊び」「虫探し」探検！
8月11日(土)
11:00～12:00
「学びの森」にて
8月の「みんなで遊ぼ！」は
学びの森(公園)にて「草遊び」や
「虫探し」探検を計画しました。
各務原キャンパス南に隣接する
学びの森まで一緒に散歩に出か
けませんか？

ラ・ルーラ季節たより「親子で見つける小さな自然」
中部学院大学各務原キャンパス
この時期には、アカシヤの黄色い花が咲き始めます。
です。アカシヤと言えば「アカシヤの雨がやむとき」などの曲
でも知られていますし、
「アカシヤハチミツ」の原料花として、
綺麗な花を咲かすために各地に「アカシヤ並木」があったりして
ニセアカシヤの花
結構身近にある木でもあります。
しかし「学びの森」のアカシヤの木の表札には「ニセアカシ
ヤ」と記してあります。この木は外国から輸入され
各務原養護学校
た木で、当初これが本来のアカシヤと勘違いされた
らしく、よく似たこの木が本来のアカシヤとして流通して
しまったのが誤用の理由らしいのです。
「偽物なの？」と
お思いになるかもしれませんが、日本で「アカシヤ」と
那加福祉センター
されている木は、まずこの「ニセアカシヤ」なのです。
「アカシヤに良く似た木」となる
ですからアカシヤの雨がやむときのアカシヤもハチミツの
アカシヤも並木のアカシヤも大部分が「ニセ」なのですが…。綺麗な花の咲く木ですし成長が早いため
荒地の緑化に使われたりもします。身近な樹木ですのであまり野暮なことは言わないほうが良いのかも
しれませんね。

＜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・ルーラ内で自由に遊べます。

８ 月の予定
日

月

火

水

木

1
げんきサロン
11:00～12:00
8

2 10:30～ 3
子育て実践
プログラム
9 11:00～
10
お母さんのための
リフレッシュ講座
16
17
休み

5

6

休み

休み

12

13

7
子育てサロン
11:00～12:00
14
15

休み

休み

休み

休み

19

20

21

休み

休み

22
23
にこにこ広場
11:00～12:00

夏祭り
26

27

休み

休み

金

24 11:00～
移動図書館
(読み聞かせ)

土

4

11
みんなで遊ぼ
11:00～12:00
18

25

29

30
31
赤ちゃんサロン ８月の誕生会
11:00～12:00 11:00～11:30
＊毎日 11 時頃にお話しの時間があります。8 月の遊びは「水遊び」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：０５８－３７５－３６０５ ＦＡＸ：０５８－３７５－３６０９
＊8 月 1４日～16 日の間は、室内整備及び全学休業日のためお休みです。よろしくお願いします。
28

8 月の行事 各サロンの内容紹介
1 日 げんきサロン （２～３歳児対象）
2 日 子育て実践プログラム
7 日 子育てサロン

水遊び・砂遊び と ふみふみシャワー(制作)

「子育ての不安を分かち合うためのグループワーク」
（中部学院大学子ども学科教員 平野 華織）

水遊び・石けん遊び

９日 お母さんのためのリフレッシュ講座

＆ 水遊び用カップ作り
「世界にたった一つの オリジナル絵本作り」

（色画用紙を数枚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、オリジナル絵本を作ります。
）

11 日 みんなで遊ぼ！

学生企画の遊びの広場です。 【詳細は今月号の通信(前ページ)にて記載】

19 日 夏祭り

学生サークル主催の夏祭りです。 【詳細は今月号通信(前ページ)にて記載】

22 日 にこにこ広場

（１歳児対象）

親子ふれあい遊び

24 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

30 日 赤ちゃんサロン（０歳児対象）

親子ふれあい遊び ＆ 交流

31 日 誕生会

話題（夏の健康）

8 月生まれのお友達を みんなで祝います。

【お詫び： ランチタイムコンサート（吹奏楽部員による ミニコンサート）は都合によりお休みです。】

