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“SOS”は問題解決の“近道”です！

中部学院大学短期大学部
幼児教育学科准教授 村田泰弘
新型コロナウイルスの影響で、外出の自粛が求められ、自宅で過ごさなければならない日が続きまし
た。本学幼児教育学科の学生も、登校禁止となり、自宅で学習することが求められました。自宅で学習
するといっても、準備万端でスタートしたわけではありません。
本学では通称「ポータル」と呼ばれているものがあり、スマートフォンやパソコンから「学生生活に
関する情報」
「授業に関する情報」等を確認することができたり、学習課題の確認や提出をすることがで
きます。このポータルは、自宅での学習を強いられた学生にとっては、単位を取得するための生命線に
なります。つまり、ポータルを使いこなせるかどうかが単位取得の鍵になるのです。問題は、学生がポ
ータルを使いこなせる状態にあるかどうかです。残念ながら、学生だけではなく、私も十分に理解し、
使いこなせるまでには至っていませんでした。そこで学科では、ゼミ担当教員がゼミ学生一人ひとりに
電話等で連絡をとり、ポータルの使い方を説明し、慌ただしく自宅での学習をスタートさせたのです。
学生は、毎日のようにポータルから課題を確認・提出する必要があります。当然、ポータルの使い方
を十分に理解できていない学生は、課題の確認・提出することができません。その結果、未提出課題を
たくさん抱える学生が出てくるのですが、
「村田先生！助けてください！」と SOS を出してくれる学生
がいます。SOS を出してくれる学生は、私の支援を受けながら何とか頑張り続けます。しかし、問題は
SOS を出さない学生です。具体的には、私が「課題提出が遅れているようだけど、大丈夫？」と聞いて
も「大丈夫です」と返答する学生、電話やメールをしてもつながらない学生です。
時間はあっという間に過ぎました。7 月に入っても状況は何も変わらず、未提出課題は雪だるま式の
ように膨れ上がりました。心配になった私は、対面授業が一部開始になったこともあり、SOS を出さな
い学生を様々な方法を使って呼び出しました。そして、SOS を出さなかった学生は、私の研究室で、気
の遠くなるような溜まりに溜まった未提出課題に取り組まなければならなくなったのです。
SOS を出さない学生の行動の結果は、
「子育て」にも当てはまるような気がします。特に初めての子
育ては、分からないことばかりだと思います。悩みごとや困りごとなんかも出てくるでしょう。それは
子育てをしていると当然のことだと思います。重要なことは、悩みごとや困りごとを溜め込まずに、そ
の都度 SOS を出しながら「悩みごと」や「困りごと」を解決又は軽減していくことだと思います。SOS
を出すことで、虐待のような最悪の事態を回避できる可能性もあると思うのです。
子ども家庭支援センター「ラ・ルーラ」は、悩みごとや困りごとを抱えている保護者に寄り添ってく
れる場所です。悩みごとや困りごとを抱えている保護者がいましたら、息抜きも兼ねて、一度「ラ・ル
ーラ」に足を運んでみませんか

パパ・ママに聞きました！

～ 外出を控え 家庭で楽しんでいること・挑戦したこと ～

生活様式は変わりつつも 子どもは元気いっぱいで 常にパワーは全開です。
そんな子どもたちとのかかわりはどこのご家庭でもご苦労されていることでしょう。
そんな中、新しい生活様式を楽しんでいるという声も聞こえてきました。幾つかご紹介します。

小さな登山にはまっています
散歩に出かけて草花摘みが大好きな A 君。コロナ禍の中、密を避けるために人
混みではない場所をと考え、大好きな散歩を拡大し小さな山登りを楽しんでいる
そうです。
近隣の小さなお山を探すと結構あるものです。2 歳のＡ君とパパは登山（散歩の
延長）に目覚め、一番のお薦めは各務原市三井町の「三井山（標高 100ｍ程）」との
こと。大人なら１０分もあれば登れる小さな山を、いろいろ道草しながら 1 時間ほ
どかけて登っているそうです。他にも「養老公園」各務原市蘇原「伊吹の滝」など、
その範囲はどんどん広がっているそうです。
小さなお山登山をのんびり楽しんでみませんか？
県営各務原公園
（各務原市鵜沼大安寺町内の遊歩道や
岐阜県百年公園（関市小屋名）もおススメです。
身支度を整え水分補給も忘れずに！

おやつタイムも楽しんで
毎日のおやつタイムを工夫しているのはＢ君ママ。市販のお菓子（スナック菓子など）は
簡単で良いけど、袋を開けたらあっという間たべてしまい、おやつの時間もすぐに終わっ
てしまいます。
そこで「おやつタイムを長くする」ということをあれこれ考えようになり、おやつを一緒に
つくることにも挑戦。中でもかき氷はおススメだそうです。少しずつ一緒に作りながら食べ
ると作るのも食べるのも楽しくて、おやつタイムを存分に楽しめるようです。

トイレトレーニングに挑戦！
トイレトレーニングは
やると決める思い切りと
気長に付き合うことが
ポイントです

春から 3 歳未満児クラスに通い始めたＣちゃん。クラス担任より「来週から一緒に
(園と家庭)トイレトレーニングを始めましょう」と話が進み、準備万端意気込んでい
たら次の週から園が休園に。でも「せっかく意気込んだから一人でも始めよう」「が
んばって（園の）先生を驚かせよう」とコロナ禍の中 外にも出られないからついで
に…と開始。またジュータンの片付けなど準備はしてあったので、躊躇することなく
初めからパンツで（トレーニングパンツは使用しないで）でのトレーニングにしたそう
です。「失敗してもいいや」と思って始めると（もちろん失敗も
繰り返しながらも…）1 か月も経たないうちにトレーニングは
終了したとのことです。

外出自粛で DIY に挑戦！ ウッドデッキ＆人工芝
外出自粛でパパのお休みも多くなり本格的な DIY に挑戦。
ウッドデッキを作り人工芝を敷き詰めて完成したそうです。
そこがお気に入りの水遊びスペースになり、大はしゃぎで
二人の兄弟は思い切り水遊びを楽しんでいるということです。

子どもたちの
元気な声と笑顔が目に浮かびます。
そしてその傍にはパパも笑顔も。

＊＊＊ ここに紹介させていただいたのはほんの一部で申し訳ありません ＊＊＊
またいろいろな話をラ・ルーラで聞かせてくださいね。楽しみに待っています。

毎週金曜日に誕生会
毎月 1 回行っていた誕生日のお祝いを、先月より毎週金曜日に行っています。
今まで、毎回大勢に方と共に歌を歌ってお祝いしていましたが、残念なことに
今はそれが出来ません。他の行事は一旦お休みをしても、誕生日のお祝いは誰もが
1 年に 1 回しかありません。出来る方法をと考え、極力「密」を避けるために回数を
増やして行うことにしました。
吹奏楽部の学生による演奏も未定ですが整い次第 行うつもりです。
誕生カードやお祝いのプレゼント（コマメダルと花束）は今までと変わりなく準備していま
す。みんなで誕生日をお祝いしましょう。
＊ 4 月～7 月生まれのお子さんもよろしかったら今月と来月（8・9 月）に一緒に
お祝いします。お問い合わせください。

今年の水遊び・泥んこ遊び！
長い梅雨も明け夏到来！毎年大人気の砂場デッキでの水遊び泥んこ遊びの季節になってきました。
砂場を中心に大きなパラソルを２基設置し、今年は小さなビニールプール（個人用）とタライを１０個ほど用
意しました。泥んこ遊びを思い切り楽しんだり、水しぶきを上げてのダイナミックな水遊びもＯＫです。
またシャボン玉も用意してあります。水着でもＴシャツとズボンでも自由な服装で遊び、遊びの後は室内トイ
レの奥にあるバスタブで温水シャワーにて汚れを洗い流すとサッパリします。
タオルをお持ちいただきご自由にお使いください。
着替えスペースを確保し、区切るために子どもの高さのパーテー
ションも設置しました。
どうぞご利用ください。
ラ・ルーラ砂場デッキは
どんなにドロドロベタベタに汚れても
大丈夫です
思い切り遊べる服装でどうぞ

タライは間隔をとって設置。
バケツやジョウロ等のおもちゃ
も分けてあります。

熱中症対策として

「３トル」

夏の間もマスクの着用は必要となっていますが、暑い夏を健康に
過ごすには（熱中症対策として）はずすことも必要です。
「三つのトル」を心掛け元気に夏を乗り越えましょう。
① 人との距離はなるべく２ｍ以上 トル
② 十分な距離がとれたらマスクを トル
③ そして 水分を トル
特に子どもは（高齢者の方も）のどが渇いたと感じる前に
たとえ一口でもこまめに飲む・時間を決めて飲むなど
工夫をし健康に過ごしましょう。

帽子をかぶることも忘れずに！

環境省・厚生労働省ＨＰ：
新型コロナ感染症に関する情報
熱中症に関する詳しい情報 より

＜ラ・ルーラ開設日＞火・水・木・金・土曜日
催しがあるときも ラ・ルーラ内では自由に遊べます。
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新聞紙で遊ぼう！
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身体測定

風船で遊ぼう！
お問い合わせ先 TEL：058-375-3605

FAX：058-375-3609

９月の行事・内容紹介
１日～４日
新聞紙で遊ぼう！
細長く丸めて棒を作って何かに見立てたり、丸めてボールを作ったり、ビリビリ破っても
面白い新聞紙を使って思い切り遊びます。それぞれのお子さんの興味関心によって遊び方は
自由です。いろいろな遊びが出来るように準備しています。思い切り遊びましょう！
8 日～11 日
風船で遊ぼう！
風船ボールを作って遊びます。投げたり弾ませたり羽根つきみたいに遊んだり…
思い思いに遊びは広がります。どんな遊びが出来るでしょう。楽しみですね。
15 日～18 日
傘袋で遊ぼう！
濡れた傘を入れる 細長いビニール袋を使って遊びます。傘袋ロケットを中心に思い思いの
作品を作ってゲーム遊びをします。こちらも遊び方は無限大。新しい遊び方も飛び出すかな。
毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
空き箱など大小様々な廃材材をいろいろ取り交ぜ、個別に準備します。
その他の材料や用具も個別に準備しますので自由に製作をお楽しみください。
10 日 移動図書館 ・読み聞かせ
15・30 日 身長体重測定

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ

身長計・体重計は終日用意しています。
お子さんの機嫌の良い時にいつでもどうぞ。

毎週金曜日 誕生会
「密」を避けるために毎週金曜日（12：4５～）に個々でお祝いします。
＊誕生カードなどを準備しますので参加される方は事前予約をお願いします。
お母さんのためのリフレッシュ講座
「 帽子作り・マスク作り 」
基本的にいつでも対応いたします。初心者の方も大歓迎。
詳しい内容は予約時にお尋ねください。

