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おかあさんの手

中部学院大学短期大学部 幼児教育学科 杉山 祐子

おかあさんの手は、とても働き者です。

“おかあさん、なあに、おかあさんっていいにおい。” “洗濯していたにおいでしょ。～ お料理していた
においでしょ。～” (童謡「おかあさん」田中ナナ 詞 より)
お母さんのにおい、手の動き、声、味など、子どもは体じゅうでお母さんを感じています。
赤ちゃんが初めて握るのも、お母さんの指でしょうね。お母さんはいつも手を差し伸べ子どもを守っていま
す。子どもの手はいつもお母さんの手を探しています。
でも疲れた時には、石川啄木ならぬ、“ぢっと手を見る (一握の砂)”こともしばしば。でもその手は本当
にいとおしく、家族の宝物です。
最近、私の高齢の母は人の助けが無ければ動くことが困難になりました。私の顔を見ると手を差し出し
ます。最初にその手を握った時、万感の思いが胸に溢れました。あんなに丈夫でたくましく家族を守ってく
れた手が、ほっそりと痩せて弱々しくなっていました。でも懐かしいにおいがしました。何十年もたって、私
が母に手を差し伸べる時が来るなんて！
「そうか、生きることは循環することかなあ。私を守ってくれた母の手を、今度は子どもの私が支える番
かな。」
あなたの手は、誰かを幸せにしています。握ったり、抱きしめたり、手を差し伸べたり、時には叱ったり、
なんてステキな手でしょう。子育ての毎日は本当に忙しく大変です。ちょっと元気がない時、その手で自分
を支えられなくなった時、だれかの手があなたを包んでくれます。今は小さなあなたの子どもの手は、あな
たの手によって優しく頼もしく成長し、目の前に現れることでしょう。
私の好きな、手(指)にまつわる童話を紹介します。
『みどりのゆび』 モーリス・ドリュオン著 ジャクリーヌ・デュエーム絵
ちょっと長くて小学生向けです。手が作り出す幸福と不幸、親と子ども、光と影を、一人の男の子の澄ん
だ目と優しい手を通して描かれています。機会があったら、ぜひ読んでいただきたいと思います。
今年は新型コロナウィルス感染防止で、「手洗い」推賞ですが、ひとと手をつないだり触れ合ったりするこ
とが遠ざけられています。でも、いつかまた歌いながら「手をつなごう」、「手をたたきましょう」、そしてみ
んなで「手のひらを太陽に」かざしましょう。
応援しています、おかあさんの手！

「ぎふ木游館」に見学に行ってきました！
岐阜市学園町に「ぎふ木游館」がオープンして 2 か月。自然と関わる入口とし
て様々な工夫がされ、子どもだけではなく大人も楽しめる施設となっています。
施設の中には岐阜県内から切り出された自然の樹木が何本もそのまま設置され
中でも樹齢 400 年のスギの巨木で作った「丸太トンネル」や「森のおうち」は
誰もが入ってみたくなります。「自然木なので(当たり前のことですが)ヒビが入
ったりして(維持が)大変で…」と担当技師さんの声。自然の樹木や木製遊具など
からは、その先の森を感じられます。一度訪れてみませんか？
（感染症対策は入場人数や時間の制限 完全予約制。施設や遊具の消毒は
毎日大勢のサポーターさんが一つ一つ丁寧にされていました。）
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イチイ

一番最初に迎えてくれるのは
3 本の岐阜の木「イチイ」。
館内には 12 種類の樹木が
原木のまま設置されています。

「森の砦(とりで)」

「丸太トンネル」「清流フィッシング」

上に登ったり階段下に
潜ってみたり…子ども
の心をくすぐる秘密基
地です。

森のおうちと同じ樹齢４００年のスギの
巨木で作った直径１．５ｍの
丸太トンネルと魚釣り用の池です。
です。
スギ

トチ
ヒノキ

「清流ウォール」
森の砦の上から
玉を転がす壁一面の
クーゲンバーンです。

スギ

スギ

「森のおうち」
樹齢４００年のスギの巨木の
中をくりぬき自然の形状を
生かした遊具です。

一面全面の窓ガラスで
室内と戸外が一体化されて
いるような設計です。
また、ガラス窓はパステルで
自由に好きな絵が描けます。

コウヤマキ
サワグルミ

「川の流れに見立てた階段と
がっしょう庵」
流れる川のように見立てた階段には
アユが泳いでいる姿も…

一番奥の
秘密基地が作れそうな
隠れ家スペース。
奥まった場所に 2 本の
原木が設置され 間には
ハンモックもあります。
子どもも大人も
一緒に楽しめる空間です。

「赤ちゃんひろば」
2 才未満の赤ちゃん専用エリア、
床はスギの無垢材。思い切り
ハイハイを楽しんでください。

参考資料： 森は教えてくれるーぎふ木育ガイドブックー

より

吹奏楽部 学生による 「ランチタイムコンサート」 再開

教育学部 4 年生のメンバー

お母さんのためのリフレッシュ講座

前期の間はお休みしていた「ランチタイムコンサート」
が再開されました！
教育学部の吹奏楽部に所属する 1 年生から 4 年生の
メンバーです。学年毎やオリジナルメンバーだったり
様々なユニットで演奏してくれ、曲目も子ども向けの曲
からクラッシックまでいろいろです。先日は子どもから
「キメツの曲やって！」と可愛いリクエストされました。
楽しい音楽のひとときを一緒に過ごしましょう！
毎週金曜日の昼休みの時間に演奏しています。
どうぞ聞きに来てください。

「みつろうラップ作り」

10/6 13 27 日 みつろうラップ

布で作る「みつろうラップ」を知っていますか？
布にみつろうをしみこませて作るラップのことです。手の熱で温めて形を作るので
どんな形にもなり、しかも汚れたら洗うことも出来 繰り返し使えてエコにも繋がりま
す。１０cm～１５cm の布をお持ちください。他の材料や用具は準備しています。
一緒に作ってみませんか？
開催日

10 月６・13・27 日

（いずれも毎回 3 組程度・要予約）

ハロウィン衣装 作りませんか❣

ママたち力作のハロウィン衣装

ぎふ木游館

一緒に学内パレードでお披露目

１０月は毎日ハロウィン衣装を作って楽しんでいます。
お子さんのサイズに合わせながらカラーポリ袋を利用して楽しい
衣装が仕上がっています。定番のカボチャの衣装からバナナにア
レンジした衣装・マントやスカートなどお母さん方のアイデアには
感心するばかりです。
そして、毎週水曜日にはその衣装を着てハロウィンバスケットを
持ちみんなにお披露目 学内パレードを計画中。
一緒に楽しい時間を過ごしませんか？

おまけの情報

手指消毒の容器も
東農ヒノキで「㈱トーホー」の手作りの
台にセットされていました。

ガチャガチャを発見！
カプセルの中身は
やっぱり木のおもちゃ
戸外テラスでホッとひといき。
開放的で素敵なスペースです。
木育ショップ「響き hibi-ki」。
県内外の木でつくられたおもちゃなど
多数販売しています。
見ているだけでもワクワクします

＜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。

１１ 月の予定
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新聞紙で遊ぼう！

お問い合わせ先 TEL：058-375-3605

FAX：058-375-3609

11 月の行事・内容紹介
４日～６日 ・２４日～２７日 新聞で遊ぼう！
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！
１０日～１３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。
１７日～２０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。
親子工作として「パタパタストロー作り」も用意しています。良かったらどうぞ。
１８日 移動図書館 ・読み聞かせ
１３・２７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。
１０・１７・２４日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「 エコバック（あづま袋）作り 」
どこで買い物をしても袋が必要になってきました。小さくたたんでいつもバックに入れておける
あづま袋を作ります。１：３の比率の布であれば大小いろいろな大きさの袋が出来、布の縁が始末し
てある手拭いを使えば 2 か所縫うだけで簡単に出来ます。ミシンもあります。一緒に作りませんか。

