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「子ども育て」は「親育ち」

中部学院大学子ども学部 准教授
柴崎 直人
みなさんは外出中に、小さな子どもを連れている親とその子どものマナーに対して、
「あれっ？」と思った
り、
「おやっ？」と感じたことはありますか？東京都の調査報告では、実に 8 割の人が「ある」と回答して
います。回答数の多かったベスト 10 は次の通りです。
(1)子どもを叱らない親 183 件 、(2)乗り物や公共の場所でのマナー 132 件 、(3)子どもから目を離
す・ほったらかし 57 件、(4)ベビーカーのマナー 57 件、(5)親のマナーが悪い 31 件、(6)安全に対する
配慮不足 26 件、(7)親の叱り方 22 件、(8)しつけができていない 14 件、(9)泣く子どもへの対応 14 件、
(10)子どもを不適切な場所へ連れて来る 10 件（東京都報道発表資料「子育て親子の気になるマナー」
2008 年 2 月）
。
マナーとは「あらゆるものと望ましくかかわるための工夫」です。人間はもちろんのこと、身近にある器
物や動植物をはじめ、組織、制度、空気（気体としての空気と雰囲気としての空気の両方の意味）といった
目に見えないものや、さらに神や仏といった存在の有無さえわからないものまでが、われわれ人間とかかわ
る「あらゆるもの」に含まれます。子どものころに望ましいしつけを受けた子どもは、それらとできるだけ
望ましい関係を持つことが、自分自身の人生を楽しく生き易くしていくという、とても「いいこと」に気づ
くことになります。するとこの「いいこと」を、自分の子や孫や後輩、教え子に教えて「いい人生」を送っ
てもらいたいと考えるようになるのです。世界のあらゆる文明において、それぞれの地方や文化圏のやりか
たで、この「いいこと」は体系化され、伝えられて来ました。それらが英語圏では manners とか etiquette、
フランス語圏では savoir-vivre 、日本語では礼儀作法などと呼ばれるようになったのです。言葉は違っても、
根っこの部分は同じものなのです。
では、あらゆる対象と自分との関係を良いものに保つものはなんでしょう？それは「敬意」です。
あなたを大事に思っている。大切な存在として関りたいと思っている。その「敬意」をあらゆる手段を使
って対象に示そうとしたのがマナーなのです。ですからマナーの良い人、礼儀正しい人とは、言葉や音声や
文字や文章、そして表情やしぐさなど、言語的・非言語的なあらゆる表現行動に「敬意」が含まれている人
をさすのです。形だけではダメなのです。
敬意を示す第一歩はなんでしょうか。それはひとが嫌に思うことをしないこと。いわゆる「己の欲せざる
所、人に施すことなかれ」です。ですから人間教育の第一歩である家庭教育では、他人からされて嫌なこと
をしないことから教えることから教えはじめるのです。これは親にしてみれば、自分の行為が他人を嫌な気
持ちにさせていないか配慮することをあらためて振り返る良い機会となります。子どもを叱らないで放置す
る親は、何もしないことそれ自体が他人を不快にさせている事実に気付くことで、自分自身の成長において
も新たなステップを踏みあがることができるのです。
子育てをしながら、同時に親も育ちます。真の意味での「自分磨き」がそこにあります。どんどん悩んで
相談して叱られて気付いて、そして「親育ち」をしようではありませんか。

子育て実践プログラム「自然の中での育児(育自)-学びの森でネイチャーゲーム」
今年度最後の「子育て実践プログラム」の講座です。冬の自然を親子で楽しむ内容になっています。

「自然の中での育児(育自)-学びの森でネイチャーゲーム」
中部学院大学短期大学部 幼児教育学科 准教授 有川 一

3 月 8 日（土）11:00～12:00

幼児（2 歳以上）とその保護者
10 組～15 組
「学びの森」には私たち大人が忘れてしまっている「自然の息づかい」がたくさんあります。
早春の息づかいを、お子さんと一緒に感じてみてはいかがでしょうか？見て・聞いて・触っ
て感じる…。身近な自然の新たな発見はお子さんにとってはもちろんのこと、
保護者のみなさんにとっても意味深いものになっているのではないでしょう
か。

「入園を祝う会」開催（来年度保育園・幼稚園に入園予定の皆さんへ
３月 20 日（木）11:00～

募集人数 20 組（先着順）

来年度、保育園や幼稚園に入園するお友達大集合！入園のお祝いも兼ねて
みんなで一緒に遊びます。この 1 年間「げんきサロン」で遊んだ遊びを中心に
思いっきり体を動かして遊びます。また「
（このままで）幼稚園に行けるだろうか…」
「こんなに甘えん坊なのに大丈夫かしら」などと心配されるお母さん方の不安を解消できる
ように『ママのおしゃべりタイム』も設けます。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
＊

準備がありますので事前申し込みをお願いしています。

チアリーダーと一緒に dancing！！

2 月 22 日(土)開催

中部学院大学チアリーダークラブ「Red Babyｓ」の学生が企画

2 月 22 日（土） 11:00～

「みんなで踊ろうダンシング」

開催決定！

ママもパパも一緒に踊りましょう。
親子一緒ですから参加の年齢制限はありません。カラフルなポンポンを用意します。
電話でのお問い合わせも受け付けています。お気軽にどうぞ。
（電話０５８－３８３－３０６５）

冬の保健 ：生活のポイント
① 手洗いとうがい
病気の予防はまずは手洗い。石鹸を十分泡立て、指先から手首のところまできれいに
洗いましょう。うがいは小さいお子さんには難しくてできませんが、お茶を飲む習慣を
つけると喉が潤い予防に繋がります。
② 着せすぎに注意
戸外に出る時は、風を通さない上着など必要ですが、温かい室内や暖かな日差しのあ
る戸外では着せすぎに注意しましょう。基本の目安は「子どもは大人より一枚少なく」
です。調節できる服装で上手に調節して冬の
寒さを乗り切りましょう。
③ 冬野菜は栄養満点
冬野菜にはビタミンが豊富に含まれています。しっかり摂取して風邪に負けない
身体づくりをしましょう。

ラ・ルーラ季節たより

サクラ
枝がほんのり赤くなってきました

アマナツ ＆ きんかん

「親子で見つける小さな自然Ⅱ」

今月は「春みつけ！」がテーマです。
寒い寒い冬の間ジッと耐えてきた草木も、立春
を過ぎると少し芽が出てきたように見えるの
は気のせいでしょうか？大学の周りを散歩し
てみるとたくさんの草木を見つけました。
枝がほんのり赤くなってきたように見え
るサクラ。近所の庭先にはナンテンやサザ
ンカの花を見つけました。黄色い花弁が
蝋(ろう)のような「ロウバイ」も見つけま
した。ロウバイはとてもいい香りがします。
新境川の土手にはスイセンが咲き、地面には
ヨモギやセイヨウタンポポも。
「寒い！」と思っていても、戸外に出てみる
とやっぱり散歩は楽しいですよ。

サザンカ

ナンテン

スイセン
スイセン

ヨモギ ＆ セイヨウタンポポ
ロウバイ

「冬の畑」も魅力的です。
スーパーで見る野菜とは少し違います。
「あれ、なーんだ？」などと、クイズごっこをしてみるのも面白いですよ。

ダイコン

ホウレンソウ

ブロッコリー

ダイコンとキャベツ

＜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
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水

木

金

土
1
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3

休み

休み

9

10

休み

休み

16

17

休み

休み

4
おはなし広場
11:00～11:30
11 12:50～
ランチタイム
コンサート

8 11:00～
子育て実践
プログラム
14 11:00～ 15
みんなで遊ぼ！
移動図書館
(読み聞かせ) 11:00～12:00

6 11:00～ 7
お母さんのための
リフレッシュ講座

5

13
12
げんきサロン
11:00～12:00

20
21
19
にこにこ広場 入園を祝う会 祝日
11:00～12:00 11:00～12:00 休み

18

23/30 24/31 25 12:50～ 26
休み
休み
ランチタイム
コンサート

春分の日

22
臨時休室
(大学卒業式の為)

28
29
27
赤ちゃんサロン ３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。
＊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

３月の行事 各サロンの内容紹介
4 日 おはなし広場

絵本・エプロンシアター・ペープサート・パネルシアターなど
様々なお話の世界を楽しみます。

６日 お母さんのためのリフレッシュ講座
８日 子育て実践プログラム

ユニット折り紙

「自然の中での育児(育自)-学びの森でネイチャーゲーム」
（中部学院大学短期大学部 教員 有川 一）

12 日 げんきサロン （２～３歳児対象）
14 日 移動図書館 ・読み聞かせ
15 日 みんなで遊ぼ！
19 日 にこにこ広場
20 日 入園を祝う会

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ

学生サークルによる遊びの企画です。
（担当サークル：ラ・ルーラファクトリー）
（１歳児対象）

親子ふれあい遊び（広いホールで動き回って遊びます。
）

来年度保育園・幼稚園等に入園するお子さん対象（詳細：通信内）

11・25 日 ランチタイムコンサート
27 日 赤ちゃんサロン （０歳児対象）
28 日 誕生会

今年度遊んだ様々な遊具を組み合わせて遊びます。

吹奏楽部員（学生）による ミニコンサート
親子ふれあい遊び ＆ 交流

３月生まれのお友達を みんなで祝います。

