
         

 

 

“風に吹かれると～”オノマトペを楽しもう 

 

 

 

中部学院大学短期大学部 幼児教育学科 

杉山 祐子 

子どもは、オノマトペの天才です。 

オノマトペは『擬音語』と言われ、自然界の音響を言語音で表わした語です*1。音、声、物事の状態や動き

など“音（おん）”で表現します。例えば、「雨が〇〇降っている。」の〇に入る“音（おん）”は、どうで

しょうか。長々と説明しなくても、たった一言のオノマトペが語ってくれます。 

子どもたちは、目にするもの、耳にする音、心に浮かぶ気持ちを“言葉”の固形になる前の柔らかい感性で

私たちに伝えてくれます。 

2 歳の我が子は、ショベルカーをいつも「ジャーシイ！」（地面を掘る音）と言っていました。リンゴは

「トンノ！」（まな板に包丁の当たる音）でした。私はその柔らかい感性を楽しんでいました。子どもは、大

人に受け止めてもらうことで、満足感や安心感を持ち、感性を一層キラキラと輝かせます。 

もう少し大きくなると、“どんなふうに”といった「ころころ」か「ごろごろ」の違いを理解します。この

ように、オノマトペにより、相手（対象物）の観察力や理解力が深まります。++ 

 

五感の中で、最も繊細で多様なのが聴覚です。聴覚はコミュニケーションに必要な距離で働くそうです。オ

ノマトペもまた、相手とのふれあいの距離が重要です。お子さんの発するオノマトペに、ぜひ耳を傾け、一緒

に楽しんでくださいね。 

 

子どもの歌にも、本当に多くのオノマトペが織り込まれています。「子ぎつねこんこん」、「おふろじゃぶ

じゃぶ」といった実際に聞こえる擬音語だけでなく、「どんぐりころころ」、「きたかぜぴーぷー」、「きら

きらひかる」の状態を表した擬態語や、「ドッキドキの1年生」の擬情語など、表現豊かです。 

オノマトペは感性の世界です。自分の感じた世界観を大切にして、さらに他者の表現も受け入れる楽しみが

あります。本学の客員教授新沢としひこさんは、この点にとても配慮した歌作りをされています。新沢さんの

作品に『風に吹かれると』というあそび歌があります。風に吹かれると、何が“どのように”揺れるかを、表

現して楽しみます。風の量、強さ、温かさ・冷たさ、湿度などを想像することで、風と自分がつながります。

風は目に見えませんが、何かが揺れることによって風を感じます。 

『♪ 風にふかれると “ぶらぶらぶらぶら 手”がゆれた ♪』 

“何がどんなふうに”ゆれたのか、この部分を自分のオノマトペで歌います。あなたなら何がどんな風にゆれ

ますか？ 

 

 保育者を目指す学生たちと、『表現活動』の授業を行っています。表現のねらいは、「身近な環境と十分関

わる中で、風の音や雨の音、身近にある草や花の形や色など自然の中にある音、形、色などに気付く＊2。」と

あります。伸びやかな子どもの感性を大切に向き合える保育者を目指しています。 

 

*1 （出典）ブリタニカ国際大百科事典 

*2 「幼稚園教育要領,2017改訂」 
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ラ・ルーラの「ぎふ木育ひろば 地域拠点設置記念」行事として木育教室（木育カフェ）を開きます。 

木育についてのお話を聞いたり、木育カフェでは親子で「つみあゆ」を製作します。 

定員先着50名。先着順に受け付けますますのでお早めにお申し込みください。 

＝ プログラム ＝  3 月 26 日（火） 

10:30～11:00 ぎふ木育のおはなし 講師：岐阜県木育推進室藤掛室長 

11:00～11:50 木育カフェ（ワークショップ） 

          指導：ぎふ木育推進委員 

          教材：「つみあゆ」作り（参加費無料） 

12:00～12:15 「地域拠点」認定式 

          認定書交付  学長あいさつ 

          つみあゆタワー製作 

          おもちゃを前に全員で記念撮影 

４月から幼稚園･保育園に入園するお友だち集まれ～！ 年少組に３歳で入園する 

お子さんに限らず、１歳でも２歳でもどの年齢でもＯＫ。「入園」するお友だちの 

お祝い会です。みんなで一緒にお祝いしましょう！ 

 
＝ プログラム ＝   
3 月 1 日(金) （参加材料費 1 家族300 円） 

要：事前申し込み 

10:30～ 一人一人にインタビュー 

11:00～ 調理室にてサンドイッチ作り 

12:00～ みんなで会食 

     暖かい日だったら「学びの森」へ 

      肌寒い日だったら「学生ホール」にて 

 

13:00～ 記念行事「樹木プレート設置」 

 

 

４月から小学校へ入学するお兄さんお姉さん

集まれ～！小さな頃から遊んだラ・ルーラも 3

月末で卒業です。いままで遊んだ懐かしいおも

ちゃや砂場でみんなと一緒に遊びませんか？ 

グローリアホールでもいろいろな遊具で遊びま

す。一緒に思いきり遊びましょう！ 
 

       3 月 28 日（木） 10:30～ 

     記念メダルやカードを用意のため 

事前申し込みが必要です。 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ぎふ木育教室開催 ぎふ木育ひろば地域拠点設置記念行事 

入学を祝う会 3月 28 日 

入園を祝う会 3月 1 日 

みんなで[樹木プレート]を付けよう！        

「学びの森」に樹木プレート設置！ 

―親子で記念に設置しませんか？― 

森林文化アカデミー柳沢教授と岐阜県林政部恵みの森

づくり推進課藤掛室長さんお二人に「学びの森」を調査し

ていただき面白い樹木や大木・珍しい樹木など30 種ほど

選んでいただきました。更に樹木プレートは各務原市河川

公園課のご協力を得て作成しました。みんなで学びの森を

散策しながら 1 本 1 本（１家族１～２枚）取り付けてい

きます。友だちの木やボクの木ワタシの木が見つかるか

な？それぞれの○○記念として参加してみませんか？ 

 

設置日時：3 月1 日（金）13:00～ 

場所：「ラ・ルーラ」で説明後「学びの森」へ 

募集人数：親子20 組（先着順） 

申し込み方法：ラ・ルーラにて直接申し込み または 

       電話（058-375-3605）申し込み 
 
＊どなたでも申し込み出来ます。親子で是非どうぞ！ 

「つみあゆ」 
岐阜県立森林文化アカデミーの卒業
生のデザインで、県内産のヒノキの間
伐材を使い、長良川に住むアユを表現
したものです。美濃市では木育の一環
として 1 歳を迎えるお子さんに木の
おもちゃを贈るウッドスタート事業
として活用されています。 

 

「つみあゆ製作」はサンドペーパーで
仕上げる前の段階まで製作した商品
（１家族 2 個）を作家さんから購入
し最後の仕上げを行います。完成品は
ラ・ルーラで活用予定ですがご希望に
より1 個お持ち帰り出来ます。 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

自然体で優しいパパでいっぱいのラ・ルーラです。 

「イクメン」という言葉がなくなり普通になる日も近いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 6 日（水） 
11:00～12:00 ころまで  

 持ち物：参加費(300 円) 
お弁当箱             
 
 

パパが大活躍！ 土曜日のラ・ルーラ 

「あそび広場」 散歩 おにぎり持って春見つけ！ 

今回の「遊び広場」は「親子クッキング」と合わせて

行います。アツアツのご飯を握っておにぎりを作り、自

前のお弁当箱に詰めて「学びの森」へ出かけます。上着

などの防寒着で身を包んだら寒い戸外でもへっちゃら

です。ボールも持って行きますので思いきり身体を動

かして遊びましょう！ 

（天候を見ながら活動内容は変更します。 

雨が降ったら学生ホールにてみんなで会食します） 

 土曜日のラ・ルーラは他の曜日とは少し雰囲気が違います。遊びに来る子どもの年齢が高くなることも

ありますが、保護者の方もママだけではなくパパママ一緒だったりおじいちゃんおばあちゃんも一緒だっ

たり人数も多くなります。そしてこの頃はパパとお子さんだけという親子さんもとても多くなったのが特

徴です。そんなパパの様子を少しだけお伝えします。 

 ― パパ友同士で ー 
1歳半位のお子さんをそれぞれ連れたパパ二

人。学生の頃からのお友達とのこと。最初は4
人でままごと遊び楽しんでいましたが、それぞ
れ子どもの興味を引くものが違ってくると電
車と線路だったりキッチンコーナーの洗濯機
だったり…バラバラに。でもそこは仲の良い友
達同士のパパ達は会話も弾み「オムツ今何？(何
サイズを使っている？)」「もうＭになった」と
オムツ談義を始め子育てトークも。 
帰り際には「今日はママの休憩日なんです」

とこれから 4 人でお昼を食べに行くと聞きま
した。そのどれもが自然体でステキなパパ達で
した。 
 

 ― 土曜日はパパと 3人で ー 
 普段はママと二人で散歩ついでにラ・ルーラ
に遊びに来てくれますが、土曜日は時々パパと
3 人で。1 歳のお誕生日が過ぎた頃から動きも
活発になったＡちゃんは、活発な遊びが広がる
土曜日でも平気です。好きなおもちゃを見つけ
るとハイハイで一目散に向かって行き遊び始め
ます。そんなＡちゃんの様子を見守りながら優
しく相手をするパパとママの穏やかな眼差しが
印象的でした。 

 ― 毎週土曜日は 
パパと工作 ー 

 毎週土曜日パパと遊びに来てくれるBちゃん。 
いろいろな遊ぶ中で必ずパパと遊ぶ工作コーナー
があります。この日はオリジナルミッキーとミニ
ィちゃんが次々と出来上がっていました。色画用
紙の端紙を利用してドレスを作って着せたり、カ
ラフルな廃材を利用して切り抜きリボンなどのア
クセサリーを作ったり…女の子の心をくすぐる
数々の作品にＢちゃんも嬉しそう。とても繊細な
作品を作るパパにおもわず「男性のパパがよくこ
れほどの作品を…」と声をかけると「娘が喜ぶな
ら」と即答！ 
笑顔がステキなパパの優しさに脱帽でした。 

パパオリジナルの着せ替えミッキーたち 

 

身支度を整えたら 

寒い戸外でも平気！ 

木の実を見つけたり 

小さな花を見つけて 

楽しみました 

昨年度の冬の散歩の様子 



     ＜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。 

3 月の予定 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 

入園を祝う会 

(詳細：通信文中) 

2 

作って遊ぼう 

11:00～11:45 

3 

 

 

4 

 

 

5 6 

あそびの広場 

10:30～11:15 

7   

 

8 

 

9 

10 

 

11 

 

 

12  11:00頃～ 

お母さんのための 

リフレッシュ講座 

13 

 

14 15 身体測定 

移動図書館 

12:30 頃 

16 

17 

 

 

18 

 

 

19 20 身体測定 

赤ちゃん集まれ 

10:30～11:15 

21 

春分の日   

22 

３月の誕生会 

12:50～13:10 

23 

24/31 

 

 

25 

 

 

26 

ぎふ木育教室 

27 

 

28  

 

29 

入学を祝う会 

(詳細：通信文中) 

30 

３月の誕生会Ⅱ 

  11:30～ 

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  
 
 

 
 

 
1 日 入園を祝う会 4月から幼稚園･保育園に通い始めるお子さんをお祝いします(詳細:通信文中) 

 
毎週土曜日 作って遊ぼう  工作遊び   「 折り紙 」  
   簡単な独楽を折ったり好きなものを折ったりして楽しみます 
 
6 日 あそびの広場（１～5歳児対象）   「 散歩（学びの森で春みつけ） 」 
   おにぎり弁当を作ってみんなで学びの森へ出かけて春を探します  (詳細: 通信文中) 
 
12日 お母さんのためのリフレッシュ講座  「 折り紙 」  
   同じパーツを折って組み合わせるユニット折り紙に挑戦します！どれに挑戦しますか？ 
 
15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 
  
20日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）  親子ふれあい遊び ＆ 交流  

    
8 日20日 身体測定  お子さんの機嫌に合わせてお好きな時に測定可能です。  
 

22日 誕生会    ３月生まれのお友達を みんなで祝います。 

   （30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）  

 
26日 ぎふ木育ひろば  地域拠点設置記念式典「 ぎふ木育教室 」 (詳細: 通信文中) 

      木育カフェ（ワークショップ）にて「つみあゆ」を制作 
 
29日 入学を祝う会 ラ・ルーラを卒業して 4月から小学校に通うお兄さんお姉さんを 
   お祝いします。 (詳細: 通信文中) 

 

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～ 

 

３月の行事・内容紹介 


