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「こどもの日」と「ベビーシェマ」

子ども教育学科 教授 山田丈美

５月５日は「こどもの日」です。鯉のぼり、かぶと、ちまき、柏餅、菖蒲など、どれも子どもたちの
無病息災、健やかでたくましい成長を願っての風習のようです。周囲の大人たちのそのような願いや思
いを受けながら、子どもたちは大きく成長していきます。
生まれて間もない赤ちゃんをイメージしてください。きっと、丸いつきたてのお餅のような柔らかな
お顔とぷくぷくとした愛らしい手足がイメージされるのではないかと思います。このような姿形は、私
たちが赤ちゃんを「かわいい」と思うひみつにも関っているようです。
「ベビーシェマ」という言葉があります。心理学などでも使われる用語のようですが、絵本の研究を
なさっている鳴門教育大学の余郷裕次先生は、
「二頭身、三頭身のまるい大きな顔」と表現されていま
す。絵本の主人公やアニメのキャラクターの中にも、このように描かれているものが多いと言われてい
ます。
「ベビーシェマ」という言葉の通り、赤ちゃんに似ています。このように、絵本の主人公がまる
い大きな正面顔で、低い眼鼻の位置で描かれることが多いのはなぜでしょう。
余郷先生は、このように書いていらっしゃいます。――絵本のまるい大きな正面顔のキャラクター
に見つめられることは、乳幼児期の養育者に優しく見つめられた記憶につながっているのです――赤ち
ゃんに見つめられることは、養育者の養育意欲の高まりや愛着関係の形成にもつながります。
まるい大きな正面顔―そう思いながら、身近にある絵本に目をとめてみてください。そのような主
人公がきっといるのではないでしょうか。養育者に抱っこされながら、赤ちゃんと養育者との顔が近い
位置にある関係が、赤ちゃんと絵本の主人公との関係にもあてはまるということなのでしょう。
「こどもの日」の鯉のぼりやかぶとに象徴されるように、大きくたくましく育ってくれるようにと
大人たちは子どもたちの成長を見守り支えています。しかし、赤ちゃんの時代から子どもの成長を支え
てくれているのは大人だけではありません。絵本をはじめ、児童文化財といわれるさまざまな素材があ
ります。絵本、紙芝居、エプロンシアター、パネルシアター、ペープサート、人形劇、映画などなど。
これらは、子どもたちの成長に欠かせないものです。特に絵本は、家庭で気軽に楽しめる良さがありま
す。 ぜひお時間を見つけて、お子さんと一緒にゆっくり楽しんでみてください。

定期的な催しの年間計画 ＆ 5･6 月の催し
遊び広場

毎月 1 回：1～5 歳児と保護者対象
親子遊びを楽しみながら友達を意識出来るようなプログラムを計画し、じっく
り親子で向き合って楽しみます。家庭では出来ないようなダイナミックな遊びも
計画しました。参加する子どもたちの年齢などにより、多少の計画の変更はあり
ますが基本は下記の通りです。一緒に楽しみましょう！

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

プログラム
散歩
戸外でボール遊び/しゃぼん玉
新聞遊び
水遊び
水遊び・泥んこ遊び
デコボコ道＆トンネル/フープ
布遊び・かくれんぼ
散歩（秋見つけ）
マット遊び
ボール遊び
節分 豆まき
散歩（春みつけ）

内 容
キャンパス内を歩いて草花花摘みをしながら散歩をします
広いグランドを走り回って遊びます。
新聞紙を使ってビリビリ･ヒラヒラ･ギュッギュッ！
戸外のデッキで水遊びを楽します。
水遊びに加え、ダイナミックな泥んこ遊びも楽しみます。
広いホールに楽しい遊びのコースを作って遊びます。
大小様々な布を使って遊びます。かくれんぼも出来るかな。
近隣の「学びの森(公園)」まで出かけて遊びます。
マットで遊び、後半にはポンポンも作って遊びます。
大中小のボールを使って弾ませたり転がしたり
鬼面作りや鬼の的当て遊びの後は「鬼はー外！」と鬼退治！
身支度を整えて春見つけに出かけます。

作って遊ぼう！

毎週土曜日 11:00～
「パパとママと一緒に作る」がキーワード。親子で一緒に遊べるおもちゃを
作って楽しい時間を過ごします。保育園・幼稚園がお休みの土曜日開催。
一年を通していろいろなおもちゃを作ります。

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

作 品
びっくりクラッカー
不思議な笛
カエルの玉入れゲーム
ぷかぷかヨット/くるくる水車
新聞テント
おもしろマジックアーム
ハロウィン:くるくるおばけ
空き箱ギター
クリスマス:牛乳パックツリー
お正月遊び:ぶんぶんこま/羽根つき
とんとんおすもうさん
折り紙

5 月 13 日(日曜日)

主な材料
トイレットペーパー芯･輪ゴム
牛乳パック･ビニール袋
ティッシュ箱･ビニール袋
紙コップ･牛乳パック
新聞紙
厚紙･輪ゴム
画用紙
空き箱
牛乳パック
牛乳パック･風船
トイレットペーパー芯･乳酸菌容器
折り紙

オープンキャンパス！ ラ・ルーラ開きます！
今年度はオープンキャンパス開催（5/13 6/17 7/22 8/19 9/9）に合わせて
日曜日にもラ・ルーラを開きます。当日は学生がふれあい遊び・音楽遊び・パネルシアター・ペープサ
ートなど毎回様々な遊びを計画しています。昼食も一緒に食べながら楽しい時間を過ご
しませんか？ 準備のため参加は完全予約制です。
詳しい内容や興味のある方はラ・ルーラスタッフまでどうぞ。

おかあさんのリフレッシュ講座

毎月 1 回：母親のための趣味の講座

子どもと関わりながら私時間の待ち方を身につけ、作品を仕上げながら充実感を味わえる講座で
す。布を裁ちミシンを使って仕上げる本格的な「帽子作り」は毎年大人気です。ママの満足度ＮＯ
１！どの講座も全くの初心者も大歓迎！自分のペースで作品を仕上げます。プログラム内容も更に
充実させました。やってみると意外と簡単です。まずはチャレンジしてみてください！
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

作 品
フェルトのコサージュ
チャームのレジ袋入れ
帽子作りⅠ
帽子作りⅡ
手作り絵本･成長記録綴り
牛乳パックを使って小物入れ
ファスナー付きポーチ
季節のカードと立体オブジェ
マスクケースとカードケース
バックと巾着
編み物
折り紙

内 容
花形にカットした布を重ねて刺繍やビーズの花芯をつけて…
バックチャームにちょうどいいコロンとした大きさです。
ラ・ルーラの代名詞になりつつある大人気の夏の帽子作りです
夏の間中は随時開催。自分のペースで進めましょう
絵本またはお子さんの成長記録綴りとして作品を仕上げます
空箱に布を貼って小物入れ！玄関先に置いて鍵や印鑑入れに。
お好みの布でお好みの大きさのポーチを作りましょう
冬のポップアップカード作りも毎年人気です
難しそうですが意外と簡単に仕上がります
入園準備用品などを中心に袋物作りをします
初めての方も挑戦できる簡単な小物も準備しています
複雑なユニット折り紙･連鶴… 今年は何に挑戦しますか

6 月 6 日「遊び広場」新聞紙遊び！
11:50 頃から
新聞を使ってビリビリ破いたりクシャクシャ
丸めたりパーッと撒いて遊んだりいろいろ遊び
ます。6 月の「遊び広場」は教育学部 1 年生の
「子育て支援の基礎」を履修する学生も参加しま
す

す。どうぞよろしくお願いします。

6 月 13 日「ぎふ木育教室」
野遊びウォーク
「学びの森で 野遊びウォーク」
10:30～12:00 頃まで
近く「学びの森（自然公園）
」を歩きながら自
然のおもしろさや自然物を使った遊びを岐
阜県ぎふ木育推進委員を講師として招き親
子で体験します。
詳細はスタッフまで。

愛情いっぱい ママの手作りおもちゃ！
わが子の大好きなもの（衣服のタグやボタン・綿ロ
ープなど）を肌触りの良い布に縫いつけた、ママの愛
情たっぷりの布おもちゃが届きました！
それぞれのお子さんの興味あるものを
縫い合わせ作ってみませんか？
「タグ大好き！」
衣服に着いているタグ。
指がひっかかるように
つけてあります
「ひも大好き！」
綿ロープをループにしたもの
とひも先を駒結びにしたもの
と二通り作ってあります

「ボタン大好き！」
抱っこベルトなどのカチ
ャッと止める留め具も気
になるアイテムの一つ。
「パックル大好き！」
抱っこベルトなどのカチャ
ッと止める留め具も気にな
るアイテムの一つ。
「スーパーの袋大好き！」
スーパーの袋のシャカシャカ音は子どもの
気になる音の一つです。厚手のスーパーの
袋が布の間に縫い付けてあり、触れると
シャカッと音が鳴ります。

＜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。

６ 月の予定
日

月

火

水

木

金
1

土
2
作って遊ぼう
11:00～11:45

3

休み

4 休み

5

6
あそびの広場

7

8 11:00 頃～

10:30～11:15

10 休み 11 休み 12

17 休み 18 休み 19

9

お母さんのための
リフレッシュ講座

13
14
ぎふ木育教室
10:30～12:00

15

20

22
移動図書館

16

身体測定

21

23

12:30 頃～

24 休み 25 休み 26

27

28 身体測定日 29
赤ちゃん集まれ 6 月の誕生会

30
6 月の誕生会Ⅱ

10:30～11:15 12:50～13:10

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

6 月の行事・内容紹介
毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 カエルの玉入れゲーム 」
ティッシュ箱とビニール袋を使って作ります。玉入れ競争出来るかな。
6 日 あそびの広場（１～5 歳児対象）
「 新聞遊び 」
広いグランドへ出てボール遊びをします。ボールを追いかけて思いきり楽しみましょう。
しゃぼん玉遊びも体験します（雨天：室内にてボール遊び）
8 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「 帽子作りⅠ 」
この講座一番人気の講座です。好きな布を用意して好きな型を選んで布を裁ち、ミシンで
縫う帽子作りです。初心者の方もＯＫ。それぞれのペースに合わせて進めます。
13 日 ぎふ木育教室 （1～5 歳対象）
「 野遊びウォーク 」
近隣の自然公園へ出かけて自然遊びを楽しみます。岐阜県木育推進委員を講師として招き
親子で体験します。詳細はスタッフまで。 （先着順：親子 15 組）
22 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

28 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）

親子ふれあい遊び ＆ 交流

29日 誕生会
６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）
火曜日 及び 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～

