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想像力をふくらませてハロウィンを楽しもう

幼児教育学科
准教授 平松喜代江
10 月といえば、ハロウィンの月ですね。日本でも様々なイベントが開催され、クリスマス並みの盛り
上がりを見せています。ハロウィンの起源は、古代ケルト人が行っていた秋の収穫祭や悪魔祓いの儀式
から始まったといわれています。古代ケルト人たちは、11 月 1 日を新年としており、その大晦日にあ
たる 10 月 31 日には、死者の魂が家族に会いに来ると考えられており、この時、悪霊も一緒に来ると
信じられていました。悪霊は、子どもをさらったり農作物に悪さをするということで、悪霊を驚かせ、
追い払うために、仮面をかぶったり、魔除けの焚火をしたそうです。
日本でハロウィンが広く知られるようになったのは、1990 年代後半から 2000 年頃に日本二大テ
ーマパークでのイベント開催がきっかけといわれています。ほかにも、子どもの習い事教室でのハロウ
ィンパーティーや、SNS の普及によって興味を持つ人が増加したなど、日本でハロウィンが広まったき
っかけはたくさんあるようです。日本のハロウィンは、子どもだけでなく大人も盛り上がるイメージが
強いですが、親子で楽しむ機会も増えているのではないでしょうか。子どもたちは仮装して「Trick or
Treat」と言って家庭を回ってお菓子をもらったり、親子でお揃いの仮装を楽しんだり、楽しみ方は様々
ですね。ハロウィンと言えば、カボチャをくり抜いた「ジャック・オー・ランタン」を思い浮かべます。
ちなみに私は、季節は夏に戻りますが、私の友人が、
「ジャック・オー・ランタン」ならぬ「スイカおば
け」を作ってくれたことを思い出します。その友人は、手先がとても器用で、たまたま頂き物のスイカ
を見て、
「あまりにも丸いスイカだったので、以前に見た SNS で紹介されていたスイカアートを参考に
親子で作ってみた」とのことでした。この友人親子のように、親子で農作物を見て形から色々想像を膨
らませて製作することもとても楽しいですね。
もちろん、スイカは後からおいしく頂いたそうです。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）
』

大学祭＆たのしみん祭開催！

in 関キャンパス

１０月２０日（土）
場所：関キャンパス
(関市桐ヶ丘 2-1 ℡0575-24-2211)

大学祭 ＆
たのしみん祭
毎年、地域の方々と一緒に開催している「大学祭＆たのしみん祭」です。ステージ発表・バザー模擬
店・体験イベントなど小さなお子さんから高齢者の方々まで一日楽しく過ごせる催しです。特に体験型
のの催しは人気でどこの教室も賑わっています。
ラ・ルーラもこの日は関キャンパスに出張(？)します。10 号館２階 10203 教室、ガラス張りの渡り
廊下を進んだ北の奥の方の建物です。ラ・ルーラの遊具を少し持ち込み子育て交流が出来る場を設定し
ます。ゆったりとお茶を飲めるコーナーも儲けますので是非遊びに来てくださいね。

学びの森フェスティバル開催！

in 各務原キャンパス及び学びの森

みんな集まれ～！
夏祭りにもみんなで踊った「エビカニクス」
今度はステージで踊ります！

サークル学生による読み聞かせ
10:00～

綿菓子屋さんもあります

12:00～

13:00～

ラ・ルーラ戸外にて
サークルの学生が遊びブースを
開きます

１１月３日（土）
場所：各務原キャンパス
(℡ 058-375-3600)

学びの森フェスティバル

毎年大人気の芝滑り！
今年はレーンを増やして
準備中！
（学びの森会場にて）

あそび広場
（学びの森会場にて）

お仕事ふれあいコーナー
本物のパトカーや
消防自動車がやってきます！
制服を着て記念写真も撮れるよ

親子クッキング第 1 弾終了 月見だんごつくり
先月 9 月 19 日に調理室にて「月見だんご作り」をしました。ボールに材料を入れ、コネコネ混ぜてお
団子に丸め、鍋に沸かした湯の中に入れ、出来上がった団子にきな粉をまぶしていただきました。
参加した子どもたちは 2 歳前後の子どもたち。タネを丸めてお団子にするのもなかなか難しく、まして
や沸騰したお湯で茹でるなんて初めての体験で親子共々ドキドキワクワクでした。準備・調理・試食・片
付けまで最後までキッチリと出来ました。
丸めたお団子を
一つ一つ手に取りママと
一緒にお鍋の中へ

只今試食中！
（抱っこ紐の中に入って
参加したよ！）

グチャグチャ混ぜて
コロコロ丸めて
お団子に！

次回は

「おにぎり遠足」

10 月 30 日（火）11:00～

調理室にてアツアツ炊き立てのご飯の美味しい匂いを感じながら、ママと
一緒におにぎりを握り、持参したお弁当箱に詰めて出来上がり。そのお弁当を
持ってみんなで学びの森へ遠足に出かけます。おにぎりだけのお弁当だけど
とびきり美味しいこと請け合いです。参加申し込みはスタッフまで。
格別

ハロウィンを楽しむ
オリジナル衣装を作って学内散歩に出かけましょう！
カラーポリ袋をベースにしてオリジナル衣装を作ります。材料は他にも色画用紙・紐・
リボンなどいろいろ用意します。マントにしたりスカートにしたり、上下お揃いのセット
アップの衣装など何でもＯＫ。ママのこだわり大歓迎！腕の見せ所です。衣装が完成し
たら学内を練り歩きます。みんなの注目度間違いなしです。

１０月３１日（水）

１１:００～

限定２０組
人気の催しです。申し込みはスタッフまで。お早めに！

「笑顔写真」で彩るステージ
「学びの森フェスティバル」のステージバックは毎年学生の手作りです。その彩を今年もみんなの笑顔
で飾ります。学生・教職員をはじめ、大学に関わる多くの皆さんの笑顔で飾りたいと思います。
今年は虹色に飾る予定で、プリントアウトして飾った写真は後日皆さんにプレゼントいたします。
ご協力いただけませんか？お持ちしています。

皆さんの
ステキな笑顔を撮影します
ご協力をお願いします

＜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。

11 月の予定
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お母さんのための
リフレッシュ講座
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お休み
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移動図書館
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11 月の誕生会Ⅱ
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11:30～
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お休み
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身体測定日
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赤ちゃん集まれ 11 月の誕生会
10:30～11:15 12:50～13:10

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：058-375-3609

1１月の行事・内容紹介
３日 学びの森フェスティバル
中部学院大学・中部学院大学短期大学部の各務原キャンパスでの大学祭です。
各務原キャンパスと学びの森の 2 会場で開催します。
7 日 あそびの広場（１～5 歳児対象）
「 散歩（秋見つけ） 」
学びの森まで歩いて行き、色付いた木の葉を見つけたり木の実を探したりしながらして
秋を感じながら散歩を楽しみましょう。途中までベビーカーでの参加もＯＫです。
毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 空き箱ギター 」
空き箱を使って作ります。どんな音がするかな？お楽しみに。
13 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「 季節のカードと立体オブズジェ 」
冬のポップアップカード作り。この講座も毎年人気です。
15・29 日 身体測定
毎月中旬と下旬頃の 2 日間に乳幼児用の身長計と体重計を用意します。
時間は特に決めていませんので、お子さんがご機嫌の良い時にご利用ください。
16 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

29 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）

親子ふれあい遊び ＆ 交流

30日 誕生会
10月生まれのお友達を みんなで祝います。
（24日 誕生会Ⅱ 幼稚園・保育園に通っているお子さんのための誕生会）
主に金曜日(不定期) 吹奏学部の学生によるランチタイムコンサート

時間12:50～

