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イケメンゴリラはイクメンなのか？

中部学院大学教育学部 子ども教育学科
准教授 竹ノ下祐二
空前の「イケメンゴリラ」ブーム
私は 2012 年から名古屋市東山動植物園でゴリラの観察をしています。今年 3 歳になるアカンボウ
のキヨマサや、その妹のアニーの行動を主に調べています。
ひとつの動物園にゴリラのアカンボウが 2 頭もいるのは、日本の動物園の歴史上はじめての、特別な
ことです。ぜひ、愛くるしいゴリラのあかちゃんを見に、お子さんとご一緒に東山動物園に行ってみて
ください。
なんてことを書こうと思っていたら、いつの間にか世の中はアカンボウではなく、お父さんのシャバ
ーニのほうの人気が出てしまいました。
「イケメンゴリラ」として、日本だけでなく海外でも大人気です。
わざわざ海外から “IKEMEN GORILLA”を見にくるお客さんもいるほどです。
先日、久しぶりにゴリラたちの様子を見にいったら、ゴリラ舎の前は、いままで見たことがないよう
な黒山の人だかりでした。私が動物園でこれほど沢山の人を見たのは、子どもの頃、上野動物園に来日
したばかりのパンダのランランとカンカンを見にいった時以来です。
イケメンはイクメン？
さて、そのシャバーニですが、キヨマサやアニーをかわいがって一緒に遊んだりするので、イケメン
のうえにイクメンだなんていって、さらに人気が出ています。シャバーニがキヨマサと追いかけっこを
しているのを見て、子連れで動物園にいらしたお母さんたちが「えらいねぇ子どもの面倒みて。うちの
ダンナとは大違い」なんて言います。
けれど、ほんとにシャバーニはイクメンなのでしょうか？私が観察していると、シャバーニがキヨマ
サやアニーと遊ぶ時間は、一日のうちほんのわずかです。ぜんぶで 15 分にもなりません。人間のお父
さんのように仕事をするでもなく、動物園で食っちゃ寝して、ちょっと子どもと遊ぶだけで「イクメン！
ステキ！」なんて、ゴリラのお父さんって楽チンでいいね！？などとイヤミのひとつも言ってみたくな
ります。
じっさい、私の目に映るシャバーニは、イクメンというより子ども好きのやさしいあんちゃんです。
二児の父といってもまだ 19 歳、ゴリラの世界では若造です。シャバーニも、身体つきは貫禄があって
「イケメン」ですが、中身はまだまだ子どもっぽいところがあります。アカンボウと遊ぶのだって、あ
れは実は自分がまだまだ遊びたいからなんです。
とはいうものの、世の中の「イクメン」というのも、もしかするとその程度なのかもしれませんね。
子育てって、こうあるべき、ああするべきなどとキリキリ考えるのではなく、なんとなくみんなが楽し
くてハッピーになれば、なんでもいいのかもしれません。私としては、3 年前からの「推しメン」だっ
たシャバーニがついにセンターをとったことを、素直に喜びたいと思います。

楽しかったさつまいも掘り！
「芋ほり隊」の皆さんが、春の頃から手をかけて育ててくれたサツマイモが大きく育ち先日芋ほりをしまし
た。ママと一緒に芋のツルを引っ張ったり土を掘り起こしたり、思い思いの芋ほりでした。スコップをもって
大人顔負けの腰を入れて穴を掘る 3 歳のＡ君もいれば、小さなＢ君はママと一緒に芋のツルを持って引っ張
るもののサツマイモより芋の葉っぱに興味津々。また「芋ほりしようよ」と誘うママをよそに、開放的な戸外
の風が嬉しくてかけっこに夢中のＣ君。子どもの数だけ、ママの数だけ笑顔がいっぱいの芋畑でした。
ママと一緒に
芋のツルを持って引っ張ります！
ウントコショ！ドッコイショ！
どこにあるかなぁ… と
芋探しに夢中です！

芋掘りの要領がだんだんわかってくると
「おいも ないかなぁ…」
「こっちにあるかなぁ」
と子どもたち同士で芋探しが始まりました。
「(芋のツルや根を見つけて)あっ！ここにあるよ！掘
ってみよっ！」と掘り始め「あったぁー！」と掘り当て
ることもしばしばでした。

ハロウィンの催し
ラ・ルーラに遊びに来られたお母さんと子ども教育学科 1 年生の
学生との発案で「ハロウィン」の催しを開催しました。
「何か楽しいことをしたいね」から始まり、みんなでいろいろ
楽しめる案を挙げて内容を決めました。
① 衣装を作って学内を巡る
② 「トリック オア トリート」と会話しコミュニケーションを図る
③ 英語の授業と合わせて手遊び・歌遊びをする
学内巡りの途中で
みんなで記念撮影
ハロウィン衣装を身につけ
学内を巡って探検です

「言語による表現活動（英語）
」の
授業にお邪魔して
Head and Shoulders など
みんなで歌って一緒に楽しみました

トリック オア トリート！と
最後は個別にコミュニケーション
タイム。和やかな雰囲気で
終了しました。

学内発表会のお知らせ
子ども学科 2 年「音楽表現」の授業の一環で今年も学内発表会 開催

11 月 5 日(木)開場
場所

13:20

開演：13:40

各務原キャンパス グローリアホール

12 月 6 日(日)
「音のドリームランド」
幼ああああ児子ども学
子ども学科・幼児教育学科の
科・幼児教育科の
合同発表も
12 月にあります。
合同発ああ aa も 12
小さなお子さんも入場できます。
ぜひどうぞ！
月にあります

プログラム
＊オペレッタ（音楽劇）
「かさじぞう」
＊ミュージックベル＆トーンチャイム演奏
「大きな栗の木下で」
「アンパンマンのマーチ」
「エーデルワイス」
「明日があるさ」
「小さな世界」
＊マリンバアンサンブル
「チョップスティック」
「オブラディ・オブラダ」
「おもちゃの交響曲」
「チキチキバンバン」

どんぐり拾いと「ぐりとぐらのカステラ」
ある日のお昼のこと。秋の景色に色づいた「学びの森」でお弁当をたべてきたＡちゃんとママが
「どんぐり拾いをしながら『ぐりとぐらみたいだねぇ』と楽しく遊んできました」と。
また「帰ったら(ぐりとぐらの)カステラ作ろうか！」と更に話は広がっていました。 絵本の世界を思い出し
て話が出来るなんてなんて素敵なこと！楽しそうなＡちゃん親子の会話を耳にして周りのみんなも優しい気
持ちになりました。
「ぐりとぐらのカステラ」も「しろくまちゃんの
材料
ほっとけーき」も絵本の中だけで終わらせておくのはも
（直径 18 ㎝のフライパン型）
ったいない！お子さんと一緒に作ってみませんか？

ポイント
型に入れて焼く場合は 170℃のオープンで 40 分
位表面が色づくまで焼きますが、あえて手間をかけて
フライパンで焼いてみるのもおもしろいですよ。
甘い匂いが部屋中に広がり「焼けたかなぁ…」とフ
ライパンを火から下ろして焼き具合を見て「まぁだま
だ」と言いながらまた火にかける。ワクワクしながら
待つのも楽しみのうちです。
どうぞ試してみてください。
素敵な休日になりますよ！

卵
2個
卵黄 1 個分
グラニュー糖
薄力粉
牛乳
無塩バター

65g
65g
大さじ１
15g

① 卵と卵黄をほぐし、グラニュー糖を加え白
っぽくなるまでよく泡立てる。
② 牛乳とバターを 60℃位にあたため①に加
えてかき混ぜる。
③ 薄力粉（予めふるっておいたもの）を入れ
ざっくり混ぜてフライパンに流す。

＜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。

12月の予定
日

月

6

7

休み

休み

火

水

木

1

2

8

9
ママと遊ぼう

3
子育て実践
プログラム
10

11:00～11:45

16

金

4

土

5

11
12
図書館読み聞かせ 作って遊ぼう
11:00～

17
18
みんなで遊ぼう

11:00～

13

14

15

19

休み

休み

お母さんのための
リフレッシュ講座

20

21

休み

休み

24
25
26
赤ちゃん集まれ 12 月の誕生会

休み

11:00～11:45

27

28

22
23
クリスマス会 休み
12:10～
29
30

休み

休み

休み

11:00～11:45 12:30～13:00

31

休み

＊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。

12 月の行事 ＊ 内容紹介
3 日 子育て実践プログラム
「親子体操」
子ども教育学科 准教授 平井 博史
「子どもの運動能力は親が高めましょう！」が目標です。家庭でも実施ができるような内容を多く紹介します。
9 日 ママと遊ぼう （１～３歳児対象）
11 日 移動図書館 ・読み聞かせ
12 日 作って遊ぼう

トンネル遊び と かくれんぼ

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ

クリスマスリースを作って飾りましょう。

15 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
通園バック＆巾着袋 等
（通園のために必要なレッスンバックなど個々の必要に応じた袋物を製作します。
）
17 日 みんなで遊ぼう（２～３歳児対象）

フライングディスクで遊ぼう！ クリスマス会当日は

22 日 クリスマス会
学生企画の催し(要予約) です。お楽しみに！
みんなで楽しい催しにしましょう。事前に招待券をお渡しします。

準備の為
午前中はお休みです。
（開室 12:00～）
詳細はお尋ねください

24 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）
25日 誕生会

親子ふれあい遊び ＆ 交流

12月生まれのお友達を みんなで祝います

４・８・18・25 日ランチタイムコンサート 吹奏楽部員（学生）による ミニコンサート
学生の授業の都合で日時が変更になる場合があります。お問い合わせください。

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

