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子どもは「言葉のリズム」をつかむ天才だ!!
中部学院大学教育学部 子ども教育学科
講師 新井 謙司
突然ですが、
「きかんしゃトーマス」のお話に登場する機関車たちの名前をできるだけたくさんあげてみて
ください。どうでしたか? ３つ以上言えた人は、きっとお家でお子さんがトーマスのおもちゃと遊んでいる
最中かもしれませんね。私は、ゴードン、パーシー、くらいしか思い出せませんでした。しかし幼児期の子ど
もの中には、ほとんどの名前を言い当ててしまう子もいます。大人がビックリするようなことをいつの間に
か覚えてしまっている、ということがよくあります。そんな時は「おっ! この子はきっと天才に違いない!!」
と思ってしまいます。さらに驚かされることは、その機関車たちの色や形だけでなく、大人は何気なく見過ご
している細かな顔の表情の違いから、十数個の名前を識別していることがあるのです。親が教えたわけでは
ないのに…。このことからも、幼小時期の子どもは、
「遊び」という興味・関心のある場面の中から必要に応
・ ・ ・ ・ ・

じて 自分の力で ルールを見つけたり、細かな違いに注意をむけたりしながら、
「遊び」に必要なより多くの
情報をつかんでいくのだと思います。これは、子どもならば誰にでも備わっている力なのです。
実は、こういった自分の力でルールを見つけたり、細かな違いに気付いたりすることは、幼小時期の『英語
のリズム』を真似ていく過程でも起こってきます。つまり、言葉の音の違いを敏感につかみながら、忠実に英
語の音を真似たり、リズム感よく英語を口にしたりするようになっていく、ということです。英語が苦手です
から私の家庭では英語を真似させることはちょっと…、と言われる方もおみえかもしれませんが、そんな方
には、英語の絵本の「読み聞かせ」をおすすめします。子どもは、お母さんやお父さんの読み聞かせは大好き
ですし、絵本の絵がお話の意味を教え、子どもたちの興味・関心を発起していきます。
さて、さっそく皆さんに幼小時期の子どもたちにピッタリの一冊をご紹介します。
Eileen Christelow 作の “Five Little Monkeys jumping on the bed” という絵本です。
これは、Five Little Monkeys シリーズの一冊です。この絵本をご紹介する理由は次の４つです。
①
②
③
④

絵を見れば、お猿さんの様子がわかる
どのページでも同じ英語が繰り返し出てくる
英語のフレーズにリズム感がある
お話におちがある

これらの４つの理由は、幼小期の子どもたち用の絵本を選ぶ際に大切なポイントとなります。どのようなリ
ズムで英語を読んであげたら良いか分からない方は、CD の付いたものもありますので、その CD を聞かせ
てみてください。そのうちにお母さんよりも先に子どもの方が上手に言えるようになってしまうでしょう。
生の声で読んであげる時は、ぜひ歌を歌うようにリズムを付けて読んでみてください。ベッドの上でジャン
プするお猿さんの気持ちになって。絵本のストーリーを楽しみながら。
では、いよいよ読み聞かせをします。その時に絶対に守っていただきたいことが１つあります。それは、決
して英文を翻訳しないことです。
「この英語の意味わかった? ○○ってことだよ」と日本語で意味を伝えない
ということです。もし英語ばかりでご心配な時は「このお猿さん、頭をうって痛そうだね」
「お医者さんは怒
っているね」というように場面の様子をお話してあげてください。
前述にもあるように、どの子どもにも備わっている『英語のリズム』をつかむ力を信じて、じっくり、繰り返
し、そして、お母さん、お父さんも楽しみながら、英語の絵本の読み聞かせに挑戦してみてはどうですか。

ぎふ木育ひろば（in ラ・ルーラ）
「ぎふ木育ひろば」に認定されたラ・ルーラでは、岐阜県材産の家具や遊
具を揃え、着々と新しい環境整備にとりかかっています。
今回はまず、家具と遊具の紹介をします。
「まあるいつみき」と「ＫＯＤＡＭＡ」
16 種類の木材を使い、川原の石ころ
をイメージして出来ているので形は
様々。木肌を見たり重さや軽さを感じ
たり…触ってみるだけでも違いを感じ
ることが出来ます。16 種類の木々を
紹介した木製プレートもあります。

この木製家具はヤマザクラの木材で
出来ています。優しい色合いや木目
の様子も良くわかります。

木製プレート

オニグルミの木
材でできた棚。独

「ＫＯＤＡＭＡ」を入

特な木目がステ

れる木箱も県材産の

キでとても硬い

「オミグルミ」の木で

木材です。

出来ています。

オニグルミの木箱

節分の豆まき

2 月 2 日（金）11:30～12:30
内容：鬼面作り・鬼の的当て遊び・鬼退治
節分の行事をみんなで楽しみましょう！今年はどんな鬼が登場するかはお楽しみ

年賀状でお手紙ごっこ
年の暮れにお手紙ごっこをして遊びました。年齢の高いお子さんたちは好きな絵を描いたり、字の書け
る子は名前を書いたりして楽しみ、小さなお子さんは主に手型をとってアート作品に。見本を作ることは
あえてしないで全て子どもたちやママたちの自由作品です。子どもたちはキラキラした目で絵を描いたり
シールを貼ったりして、ママたちは手型・足型アートをワイワイガヤガヤ楽しんだひとときでした。
お正月には各御家庭に届き、そこでまた話が盛り上がったことでしょう。

みんなの力作 年賀状

親子クッキング第３弾
親子クッキングも今回で 3 回目。毎回子どもと一緒に素材を楽
しむことを基本とし、親子で楽しんでいます。
今回はラ・ルーラ畑で収穫したサツマイモを使ってクッキング
を楽しみました。メニューは「ふかし芋」と「お芋のスライス焼
き」
。調理方法は蒸すと焼くのみ。それぞれの年齢に応じて参加
していました。芋を洗う時の水の冷たさ、湯気の様子、お芋の匂
いや蒸しあがったお芋の熱さなど…五感で楽しみました。
蒸しただけのサツマイモですが、美味しそうに頬張る子どもた
ちの笑顔は最高でした。

今回のメニュー
ふかし芋
お芋のスライス焼き

お芋洗いが一番の大仕事！腕まくりを
してたくさん洗ってくれました。
素手でゴシゴシ洗ったり、スポンジでゴ
シゴシこすったり…楽しい水遊び(？)
になりました。
蒸し器の湯気に「うぁ～」と歓声！

お芋の
いい匂い！

鮮やかなピンク色にビックリ！

最後のランチタイムコンサート(吹奏楽部 4 年)
横山加奈（ファゴット）
4 年間ラ・ルーラでのランチタイムコンサー
トをさせていただきました。急に始まる演奏
も温かく楽しく聴いてくださりありがとうご
ざいました。知っている曲も知らない曲も全

お昼休みを利用して、毎週（主に火･水曜日）ステキな音楽を届けてく
れる吹奏学部の学生たち。その中の 4 年生メンバーが先月ラ

ストコンサートを開いてくれました。演奏だけではなく皆さんとの
関わりを大切にして過ごしたメンバーからメッセージが届きました！

員で楽しめる音楽は素晴らしいなと思いま
す。子どもと保護者の方と関わることができ、

西田のどか（チューバ）

成長できた 4 年間だったと思います。

4 年間ありがとうございました。

ありがとうございました。

1 年生の頃は子どもたちや保護者の
方とどのように関わって良いかわか

永井里奈（クラリネット）

らず戸惑いが多くありました。しか

4 年間ありがとうございました。みなさん

し、4 年間、月に１度の演奏会がで、

といろいろな曲を演奏させていただいてと

大きく成長することが出来たと感じ

ても楽しかったです！月に 1 回ですがラン

ました。

チタイムコンサートの時間を楽しく過ごせ
ました。ありがとうございました！

加藤 衣（パーカッション）
ラ・ルーラの皆さん、４年間お世話に

鈴木慎平（トランペット）

なりました。親子さんの前で演奏する

4 年間ありがとうございました。

ということはあまりない機会で毎回

月に一度の演奏でしたがラ・ルーラの子どもたちと関わり演奏

とても楽しみにしていました♪

が出来てとても楽しかったです。一緒に鈴をならしてくれてと

ラ・ルーラの温かい雰囲気が大好きで

てもいい気持ちで演奏できました。

す！ありがとうございました。

＜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。
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２月の行事 ＊ 内容紹介

2 日 あそびの広場Ⅰ Ⅱ（１～５歳児対象）
「 節分の豆まき 」
鬼のお面を作ったり、大きな鬼ボードにボールを投げて的当て遊びを楽しんだり…
最後は鬼の登場でママと一緒に鬼退治！今年はどんな鬼が登場するのでしょう。
どうぞお楽しみに！
毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 ダンボールカーリング 」
ダンボール板に厚手のビニール袋を貼り付けて…。床をスルスル～っと滑らせて的を倒し
て遊びます。
9 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

13 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「 編み物 Ⅱ 」
1 月に引き続き今月も編み物です。編み物が初めての方も参加できます。
お気軽にお尋ねください。
22 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）
23日 誕生会
火曜日 及び 金曜日

親子ふれあい遊び ＆ 交流

2月生まれのお友達を みんなで祝います。
吹奏学部の学生によるランチタイムコンサート

（授業等により変更になることもあります）
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－

