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親子(家族)で遊ぶ面白さ
～ ある日のエピソードより ～

子ども家庭支援センター「ラ・ルーラ」
保育士 金田 環
「いーち にぃーい さぁーん しぃーい…」
「もういいかい…」
「まぁーだだよ」ラ・ルーラ内に楽しそう
な声が響き渡ります。3 歳と 4 歳の兄弟の男の子とおばあちゃん(このように表現するには少し違和感を感じ
るほどお若い A さんですが…)の 3 人でいつものかくれんぼが始まりました。
目をつむり両手で顔を覆い（隠し）数を数えながらも 時々指の間からチラッと目を開けて様子を伺った
りそのうちには全く顔を隠すことなく数を数えながらもキョロキョロと辺りを見渡したり…。かくれんぼの
鬼役も隠れる役も、どちらもクスクスと肩をすくめて笑い、楽しそうにしています。子どもたちのその表情か
ら「
（あそこに隠れたよ。見えているよ。ボクちゃんとしっているんだから）
」と言わんばからだったり「
（こ
こはきっと見つからないよ）
」と頭を抱えて出来るだけ小さくなり自信満々で隠れたり、どの姿もみんな可愛
らしくて見ているこちらも楽しくなります。
二人が幼稚園に入園するまで、ラ・ルーラに本当によく遊びに来てくれて「ばぁちゃん！かくれんぼしよ！」
と毎回かくれんぼが始まっていました。何度も遊んでいるので隠れる場所は決まってきます。しかし場所は
同じでも、隠れ方をいろいろ変えて考えたり、鬼役も「
（あそこに隠れているって見えているのにね）
」と笑っ
て指さしながらすぐには見つけずわざわざ遠回りしてみたり、何度も繰り返すうちに遊び方も変わってきま
した。隠れる方も見つける方も お互いにワクワクドキドキしながらそれを更に楽しむ方法を自然と考えて
います。
子どもたちだけでの遊び方ではこの姿はありません。いつも同じラ・ルーラで隠れる場所も限られてきま
すが「何回やっても楽しい 何回でもやりたくなる」のは子どもたちだけではまだ出来ません。子どもの遊び
に 子どもの遊び方に大人が加わり ちょっとだけ楽しむエッセンスを加えると遊びはグンと広がり面白く
なります。この「ちょっとだけ」の加減が大切（大事）なのです。難しいようにも見えますが いつも一緒の
家族だからこその加減なのです。コチョコチョとくすぐる「くすぐりっこ」の加減やいないいないばあっ！の
タイミングなど、我が子が一番いい顔で子どもが笑うツボをよく知っていると思います。
親子ならではのやりとり、いつも一緒にいる家族だからこそわかる 間の取り方 段取り 気持ちのくみ
取り方があります。そこが大事でそこがツボで、だからもっともっと楽しくなります。
このかくれんぼ遊びは楽しくて何度も何度も繰り返し続き、少々（お互いに）ズルしてもそれは愛嬌で許せ
てしまうのも楽しさのひとつになっていました。
「あーっ！ズルしちゃダメだよ」
「目はちゃんとつむって！」
と時々注意も入り、そのさじ加減も大人がちょっと加わることで遊びが変わります。また、周りで見ていた 2
歳の女子もニコニコしながら一緒について回り「一緒にやる？」と誘われると、コックリとうなずいて仲間入
り。ルールや遊び方はわからなくても、見つけたり見つかったりする様子を見てとても楽しそうにしていま
した。こんな大人のかかわり方が子どもの成長にはとても大切なのです。
子どもと真剣勝負でトランプ遊びやかけっこをするのも同じように大人が入ると楽しいものです。
それぞれの親子・家族での楽しみ方で今日は何をして遊びましょうか。

「学びの森フェスティバル」盛大に開催
今年も 11 月 3 日(祝)に「学びの森フェスティバル」が盛大に開催されました。
学生たちの様子・子どもたちの笑顔を少しだけ紹介します。
ステージにて パプリカのダンスを踊りました！
子どもたちと一緒にステージに上がり「パプリィ～カ…」と歌を口ずさ
みながら楽しく踊りました。総勢 80 名以上の大ステージとなりました。

絵本の読み聞かせ
一年生の学生が大勢の方々の前で初め
て絵本を読みました。今年は英語の絵本に
も挑戦し、自分たちで選書した絵本を緊張
しながらも皆さんと楽しい時間を過ごし
ました。

木育広場
草地を囲んで「松ぼっく
り釣り」遊びをしました。囲いの中には
ムクノキ・ニセアカシヤの
板も並べると木肌にも興味
津々。特にダイオウショウの大きな
松ぼっくり釣りは大人気
でした。

遊び広場
「学びの森エリア」では教育学部の 1 年生が、今年も数々の遊びブ
ースを開きました。毎年の一番人気は芝地斜面を生かした「草すべ
り」
。３コース設けましたが大人気でした。

屋台
キャンパスエリアも学びの森エリアにもたくさんの屋台が出店
しました。学生たちの手作り看板や呼び込みも賑やかに、楽しげでし
た。

木育広場 「木育教室」開催

11 月 20 日（木）10:30～11:30 頃

「木育教室」開催

大学キャンパス内を出発して学びの森へ行き、木々の様子を見たり木の実や木
の葉を見つけたりしながらゆっくりゆっくりと出かけ、散歩を楽しみます。
見つけた木の実やドングリなどは宝物。そんな宝物集めを楽しむために
手作りバック（箱）を用意しました。それそれの秋見つけを
楽しみましょう！

プロムナードコンサート ＆ 学内発表会
学内発表会 11/14

プログラム

11 月 14 日（木）３限 13:20～
場所：グローリアホール 及び 保育演習室
音楽劇「キャッツフードにあきちゃった」
ミュージック・マリンバ
＊オブラディ･オブラダ
＊ねこバス
＊スーパーカリフラジスティックエクスピリアドーシャス
（メリーポピンズより）
＊チキチキバンバン

学生手書きのチラシも用意しています

プロムナードコンサート 12/7
12 月 7 日（土）14:00～15:45（13:30 会場）
会場：プリニーの市民会館（各務原市民会館）
本格的なホールにてのコンサートですが、乳幼児のお子さんも
入場出来 ”コンサート鑑賞デビュー“には最適な催しです。
入場無料ですが、入場整理券が必要です。ラ・ルーラにても
配布中です。

幼児教育学科 実習
短期大学部幼児教育学科の学生の「基礎ゼミナール」の授業の一環として
ラ・ルーラでの見学実習が 10 月から 1 月までの 3 ヶ月に亘り実施します。
毎回十数名の学生がお世話になります。一緒に遊んだり、読み聞かせをしたり
様々な活動をします。いつもと少し雰囲気のラ・ルーラとなりますが、反対に
そんなラ・ルーラも楽しんでもらえたらと思っています。
11 月 27 日（水）
・12 月 4 日・12 月 11 日・12 月 18 日
12 月 25 日・1 月 8 日・1 月 22 日
（時間はいずれも 10:30～12:00）
ラ・ルーラでの催しにも一緒に参加します。よろしくお願いいたします。

クリスマス会

12/3 より招待券配布開始

12 月 20 日（金）12:15～13:15
一緒に歌を歌ったりダンスをしたりして毎年楽しい時間を過ごします。
今年もサンタさんもやってくるかな？
プレゼント等の準備の為、招待券を配布します。
（先着 50 組）
12/3(火)10:00 より配布します。お早めにどうぞ！

＜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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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。
12/27～1/4 は室内整備及び年末年始学内休業のため閉室します。

お問い合わせ先 TEL：058-375-3605

FAX：058-375-3609

12 月の行事・内容紹介
毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 絵皿サンタ・手型リース 」
お子さんの可愛い手型をとってクリスマス飾りをつくります。
装飾材料をいろいろ用意します。オリジナル作品を作りましょう。
4 日 親子で遊ぼう（１～3 歳児対象）
「 デコボコ道で遊ぼう 」
広いホール（グローリアホール）に移動して、楽しい遊びのコースを作って遊びます。
トンネルやデコボコの道をみんな作って楽しみます。お子さんに合った遊び方でご参加を。
7 日 プロムナードコンサート

整理券配布中（無料） 詳細は文中にて

11 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「 Origami でイルミネーション 」
ダイヤモンドオーナメントを折り紙で作ります。クリスマスツリーのオーナメントに加え
ると「○○映え」間違いなし！是非どうぞ。
13 日 移動図書館 ・読み聞かせ
13 日 26 日 身長体重測定

測定器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。

19 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）
20 日 クリスマス会

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ

親子ふれあい遊び ＆ 交流

26日 誕生会

学生主催のクリスマス会です。招待状を配布（12/3 より）します。
詳細はラ・ルーラ通信 12 月号にて。
12月生まれのお友達をみんなで祝います。

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～

