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ラ・ルーラで心地よいひと時を

中部学院大学教育学部
教授 服部吉彦

いっぱいの緑に降り注ぐ太陽の光を浴びて、子ども達と歩く「学びの森」
、木陰を通った先にある大学、
そこにあるあかるく、きれいで、清潔感溢れるラ・ルーラ。ある日、知り合いの人に、
「私、子どもが小
さいときラ・ルーラに行ったよ」ってにこにこして話しかけられました。そして、そこでの印象をひと
しきり話されました。
「そこは、他にはないおもちゃがいっぱいあって、子どもが一人で喜んで遊べるところでした。一緒
に行った友達もとても楽しそうでしたよ。けんかもなく、しかも気兼ねもなく、周りの目が気にならな
い、そんな空間でした。
」
「ある商業施設には、授乳室やおしめをかえる部屋、広い通路、子どもがころ
んでも怪我をしないような絨毯の床があり、子どもに親切な場所だと感じましたが、ラ・ルーラは、学
生さんも見守っていただけたり、一緒に適度に遊んでもらえたり、安心できるところでした」などなど、
そして、
「緑いっぱいの学びの森で遊んで疲れたら、ラ・ルーラへ、そんな親子が足を留め過ごせる場所
という印象でした。
」
ラ・ルーラで子どもとの時間を共有し、心地よいひと時を味わわれたと感じました。その人は、子ど
もが小学生になった今も、桜をみに来たり、学びの森にきたり、大学近くに足を運ばれ、生活の一コマ
にこの地があるようです。
保護者は子どもの成長をわがことのように見守りサポートしてみえます。わが子の自立を願ってみえ
るのでしょう。デューイは、教育を「経験の連続的な再構成」と述べていると聞いています。子どもた
ちの小さいときの日常的な保護者の人や周囲の人との関係性から感じるぬくもりは、経験値を豊かにし
てくれるのではないかと知り合いの人の話を聞きながら感じました。また、小学校に赴任をしていた時
に担任の先生が絵本をさし示しながら読み聞かせをされていたときに、車座になって先生を囲んでいた
子供たちの目がきらきらと輝き、にこやかに反応している様子は、先生にとっても子どもにとっても、
その時間や空間の共有が心地よいひと時であったのではないかと思い出しました。
ヘレンケラーが、最初に理解した文字は、
”water”だったとのこと、サリバン女史が、ヘレンケラー
の手に水をそそぎ、
”w-a-t-e-r”と指文字で綴った。このことは多くの人が知っていることではありま
す。
「AI の時代に必要な力」とか「読解力と論理力」といった言葉が本や雑誌を読むと目に留まります。
アンドレア・シュライヒャーさんが、岐阜の学校を訪れたとき「子どもが考える時間がある。子どもが
発表する時間がある。先生方が考えを引き出そうとしている」などと言われたそうです。既知のものか
ら推測して新たなものを創造する力や教えてもらっていないことに立ち向かって切り開いていく力が必
要なのでしょう。そのためにも、共に「考える時間」のもてる機会が大切かと思われます。

遊び広場「ママと一緒にボールで遊んだよ！」
5 月の遊び広場は、ボール遊びを楽しみました。用意したボール
はソフトバレーボールをはじめバスケットボール・バレーボール・
ラグビーボールなど様々。そのボールを遣って広い広い大学のグラ
ンドで投げたり転がしたり思いきり走り回りママ一緒におおはし
ゃぎでした。
動き回った後は小休止で今度はしゃぼん玉遊び。容器にし
ママと一緒に
ゃぼん玉液を分けるところから興味津々でこちらも楽し
ボールを投げたり転がしたり
い遊びとなりました。
元気いっぱい遊びました

次回の 遊び広場は

6 月 13 日
「学びの森で 野遊びウォーク」です。

岐阜県ぎふ木育推進委員を講師としてお招きし、
学びの森(自然公園)を散策しながら
自然のおもしろさや
自然物を使った遊びを
親子で体験します。

しゃぼん玉に
興味津々！

今年も「夏まつり」開催！！

7 月 29 日（日）

17:30～20:00 頃まで

夏祭りの季節がやってきました。
学生企画のこの夏祭りも今年で第 6 回！
太鼓やぐらを組み提灯が灯り盆踊りの曲が
流れる昔ながらの夏祭りです。小さなお子さ
んからご年配の方まで楽しめるそんな夏祭
りを準備中です。
どうぞお楽しみに！
毎年恒例の学生手作りのうちわも
着々と出来てきました。
昨年度のチラシです。

ラ・ルーラ畑の玉ねぎ収穫！
ラ・ルーラ畑の玉ねぎが収穫時期を迎えました。
天候を見ながら玉ねぎ掘り（抜き？）を楽しんでいます。
土の上にひょっこりと頭を出し容易に抜けそうですが
小さな子どもにとっては力とコツがいるようでなかなか
抜けません。でもその分 グッと力を入れて抜けた時の
達成感は格別のもの！みんな満足げな顔をして見せてく
れます。
大小様々な玉ねぎで出来もいろいろです。どうぞ親子
でお楽しみください。

実習生がお世話になります
大学内にあるセンターだからこそ、互いに様々な経験が出来ることのひとつとして実習・演習があります。
学生は、親御さんやお子さんから様々なことを学ばせていただき、反対に利用者の皆様には他では体験でき
ないことに触れていただけたらと思っています。
6 月は様々な学部から幅広く実習を受け入れます。どうぞお越しください。
（当日参加も可能ですが、出来ましたら事前に名前と年齢を聞かせていただけると準備が出来有難いです）

6 月２日(土)終日 教育学部 3 年
「地域子育て支援実習」教科にて４名
終日実習に入ります。絵本の読み聞かせや
手遊びなど一緒に楽しみましょう。
学生がパネルシアターやペープサートなど
も演じます。
６月 7 日(木)午後 看護学科学生 4 年
「公衆衛生看護学地域診断演習」教科にて
保健師養成コースの学生 9 人が「子育て支援
政策における施策化・事業化を理解する」こ
とを目的とし演習を行います。

6 月６日(水)午前 教育学部 1 年
「子育て支援の基礎」の地域子育て支援実習」教科
にて、1 年生が見学実習に入ります。
遊びの広場（新聞紙遊び）も開催します。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親子で遊びます。
6 月 20 日(水)午前 幼児教育学科 2 年
幼児教育学科 2 年杉山ゼミの学生が、保育（遊び）を
組み立て実習します。楽しく遊びましょう！

6 月 23 日(土)終日 通信教育社会人
ソーシャルワーカー認定養成講座の演習で 5 月に引き続き 2 回目の実
習です。よろしくお願いいたします。

帽子の寄贈：

ご自由にお持ちください

地域の雑貨屋さんより「店じまいの為使ってください」と小学生用の黄
色の安全帽や大人用のキャップやハンチング帽などもいろいろあります。
ご希望の方は必要な分ご自由にお持ちください。使っていただけるのな
らいくつでもどうぞ。品物がなくなり次第終了です。お早めにどうぞ！！

吹奏学部学生によるランチタイムコンサート
吹奏学部の学生によるランチタイムコンサートが毎月４～５回開催されています。
曲目は季節の曲だったり子ども向けだったり様々。楽器の生の音を感じ毎回楽しんでいます。

コンサートの後は楽器に触って

それぞれの遊びを楽しみながら
音楽を感じて…

＜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。

７ 月の予定
日

月

1 休み

2 休み

火

水

3

木

4

金

5

土

6

7
作って遊ぼう
11:00～11:45

8 休み

9 休み

10

11
あそびの広場

12

13 身体測定
移動図書館

10:30～11:15

15 休み 16 休み 17 11:00 頃～ 18

14

12:30 頃～

19

20

21

お母さんのための
リフレッシュ講座

22 休み 23 休み 24

25

26 身体測定日 27
赤ちゃん集まれ 7 月の誕生会

28
７月の誕生会Ⅱ

10:30～11:15 12:50～13:10

11:30～

29 休み 30 休み 31
夏祭り

夏祭り
17:00～
20:00 頃まで

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

７月の行事・内容紹介

毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 ぷかぷかヨット/くるくる水車 」
紙コップや牛乳パックをつかって水遊びに使えるおもちゃを作ります。
11 日 あそびの広場（１～5 歳児対象）
「 水遊び 」
戸外デッキにタライや水遊びのおもちゃをいっぱい準備して遊びます。
13 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

17 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「 帽子作りⅡ 」
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。
26 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）

親子ふれあい遊び ＆ 交流

27日 誕生会
７月生まれのお友達を みんなで祝います。
（28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）
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～

