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「これ ママが作ったの！」
― 作る楽しさ 手をかける喜び ―
中部学院大学 子ども家庭支援センター「ラ・ルーラ」
保育士 金田 環
「これね ママが作ってくれたの！」と、お母さんが作ってくれた花柄の可愛らしい帽子を、大喜びで見
せてくれた A ちゃん。お揃いでママの帽子もあります。このところ「手作り帽子」が大流行のラ・ルーラで
はこんな光景がよく見られます。
ラ・ルーラ通信 82 号でもお伝えしましたが、このきっかけになったのは「お母さんのためのリフレッシ
ュ講座」で、更に盛り上がっている今日この頃です。いままでの「
（講座の時間だけリフレッシュして）作品
を作る」から「子どもと一緒に過ごしながらリフレッシュできる技の獲得」と「おしゃべりを楽しみながら
子育ての輪を広げる」ことを願い、内容を一新しました。思い切って変えてみたものの、はたして講座が成
立するかどうか心配する私たちをよそに、大反響になったきっかけはお母さんたちでした。
ある日のこと「今度こんな帽子を（リフレッシュ）講座で作ってみようと思っているけど…」と数人のお
母さんに提案してみると「わぁ素敵！作ってみたい！」と好感触。するとひとりのお母さんは型紙を手にし
て持ち帰り、次の日には「これ家にあった布で作ったよ。
」と早速作った帽子を見せてくれました。可愛らし
いそのキャップはサイズもピッタリでとても素敵で、私たちも含め周りのみんなはその帽子に釘付けでした。
「私も作ってみたい。
」
「出来るかなぁ」
「大丈夫だよ。出来るよ。
」…等々お母さん方も興味津々でした。こ
こからお母さん方の製作意欲に火がつき始めました。
しかし「子どもと一緒に過ごしながら、その中でどう自分の時間を作るか」これが大きな課題でした。布
を裁ってミシンで縫う本格的な帽子作りですから短時間では完成しません。でも、型紙を切る・布を裁つと
いう作業ひとつひとつはそれほど時間がかかりません。そこで「これ（この作業）は宿題だね。
」
「うん、今
度（ラ・ルーラに来る時）持ってくるね。
」とこんな取り組み方をしてみました。一作業だけ家庭でやってき
てその続きはラ・ルーラでみんなと一緒に進めることにより、少しずつ着実に完成させることができ、それ
が楽しさに繋がりました。短時間集中型ですね。
「子どもがいるからできない」ではなく「どうしたら楽しむことができるか」を知らないうちに考え、身
につけて楽しんでいるお母さんたちです。
＊ 子どもを膝に抱いたり、横に座らせたり相手をしながら作業をする。
＊ 子どもの好きなおもちゃを与え、遊びだしたその隙（あまり良い表現ではありませんが）にする。
＊ ママ同士でお互い子どもを見ながら交代でする。
これがこの頃のお母さん方の姿で、子育ての「技」というほどのものではありませんが、これが結構基本で
なかなか出来ないことです。子どもの姿に目を向けながら数分の集中。いえ、子どもから目を離すのは 1 分
ないし 30 秒かもしれません。たった数分のそのひとときで「ミシンって楽しいね。無心になれたよ！」と。
その積み重ねで完成した帽子はそれはそれはステキに違いありません。子どもに被せた時の笑顔・嬉しそう
に周りに自慢する子どもの姿が更に喜びに繋がりお母さんの笑顔も最高です。
これがきっかけで、話が弾んで仲良くなられた方々・仲良しママ友がいなくてもひとりでも来られるよう
になった方等、この帽子作りを通してのエピソードはつきません。子育ては大変だけど「子どもがいるから
楽しめること」もたくさんあります。さて、次は何をしてみましょうか。

子育て実践プログラム
先日、9 月の子育て実践プログラム「親子で楽しむ『学びの森』での
秋の虫取り体験」が終了しました。加納誠司准教授とそのゼミ生が今回
の講師です。紙コップを利用した「探検グッズ」の象の耳や犬の鼻など
探検グッズ
を作り、説明と共にひとりひとりに渡されさあ出発！！
象の耳と犬の鼻
始めのころはなかなか捕れなかった虫も、だんだんコツがつかめ全員
の虫かごにバッタやトンボが入り大喜びでした。トノサマバッタ・
イナゴ・ショウリョウバッタ・セキアカネ等々、様々な虫を捕り意気揚々
と学びの森から帰りました。
「子育て実践プログラム」は毎月開催され
ています。来月は「はっぱを使った造形遊び
捕った虫を、探検グッズを
つかまえ
です。どうぞお楽しみに！
使って観察。いつものバッタも
少し違って見えたかな？

「枯れ草の下にも何かいるよ！」
枯れ草や地面の中の虫探し。ダンゴムシ
からドングリまで見つけて楽しめました。

「学びの森」の広い草原を
トンボやバッタを追いかけて走り回

最後にはみんなで

って遊びました。ママも虫を

記念写真を撮りました。

追いかけ大健闘でした！

「子育て実践プログラム」10

月・11 月の予定
詳細は、お問い合わせください。
（℡：０５８－３７５－３６０５）

10 月 17 日 「はっぱを使った造形遊び」
中部学院大学 短期大学部 幼児教育学科 教員 安藤 恭子
親子で一緒に、はっぱの感触を楽しみながら、かわいいはっぱのおともだちを造り出します。
（対象：3 歳以上児とその保護者 定員：15 組）

11 月 20 日 「音楽は子育てエネルギー」
中部学院大学 短期大学部 幼児教育学科 教員 岡田 泰子
日々成長する子どもたちと一緒に生活する中で、心地よい音楽やリズムは暮らし
に潤いや活力をもたらし、私たちの心に寄り添ってくれます。歌うもよし、リズム
にのるのもよし、静かに耳を傾けるもよし。共に過ごす「今」の尊い時間をご一緒
に楽しみましょう。
（対象：2 歳前後以上児とその保護者 定員：20 組）

新しい玩具が仲間入り
「ラバービークル」が乳児スペースに仲間入りしました。
柔らかい素材でできたカラフルな乗り物の玩具です。柔らかな素材
なので手に取った感触もやさしく小さなお子さんでも安心して遊
べます。また可動部（車輪）があるため転がしたり動かしたりして
も遊べ、遊びが広がりそうですよ。

乗り物玩具：ラバービークル

お

学びの森フェスティバル開催！
今年も「学びの森フェスティバル」が各務原市と中部学院大学の主催で開催されます。
ステージ発表やたくさんの模擬店など、学生たちが企画する遊びのコーナーは毎年大賑わい
です。大学キャンパスから学びの森までの広範囲におよぶフェスティバル（祭り）で、大人から
小さなお子さんまで一日十分遊べる楽しい催しです。

日時： 11 月 2 日（土） 午前９:00～午後 3:00

雨天決行

場所： 各務原市「学びの森」
・中部学院大学各務原キャンパス

ラ・ルーラで 「絵本の読み聞かせ」 （10:00～
12:00～
14:00～ ）
「作って遊ぼう！」のコーナーや模擬店を計画中です。お楽しみに！！

読書の秋・本に親しむ
毎日 11 時頃から「おはなしの時間」を設けています。その日のお子さんの年齢や興味
のあるものを考えながら絵本を選び、３～５冊ほど読んでいます。
遊びにいらっしゃるお子さんは 2 歳前後が多く「絵本を見るのはラ・ルーラが初めて」と
言われる方も少なくありません。そこでこの時間は絵本・おはなしの世界を大切にしています。です
からあえて歌遊びなどはしないで絵本だけに集中し、なるべくひとりひとりのお子さんが絵本の世界
に触れられるように語りかけるようにしています。一冊の絵本の最初から最後まで見られなくても、
絵本のページが替わる面白さに気がつくところからで、まずはパラパラとページを捲ることが最初で
す。ラ・ルーラには乳児用の捲りやすい厚地の絵本も数多くあります。どうぞ手にとってお子さんと
見てみてくださいね。

ラ・ルーラ季節 たより

「親子で見つける小さな自然Ⅱ」

今年の春には「玉ねぎ」を収穫したラ・ルーラ畑ですが、今はサツマイ
モのツルが青々と茂り、芋も少しずつ大きくなってきました。今月末には
芋ほりができそうです。
芋の出来具合と天候を見ながら今年もみんなで芋ほり体験をしたいと思
います。大きなお芋かな、細長いお芋かな？どんな芋が掘れるでしょう。
楽しみですね。
興味のある方はラ・ルーラ保育士にお尋ねください。
どんなおイモが
詳しい内容をお伝えします。
掘れるかな？

日時 ： 10 月 第４ 週頃
11:00 頃
人数 ： 15 組 （申し込み：先着順）

おまけの 季節たより：畑の隣のある数本のシイの実もたくさん実をつけ始めました。

＜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。

1１ 月の予定
日
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休み

休み
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休み

休み
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18

休み

休み

24
休み

土

2 休み
学びの森
フェスティバル
9
みんなで遊ぼ！
11:00～12:00

5
おはなし広場
11:00～11:20
12 12:50～
ランチタイム
コンサート

7 11:00～
8
お母さんのための
リフレッシュ講座
13
14
15 11:00～
16
げんきサロン
移動図書館
11:00～12:00
(読み聞かせ)

19

20 11:00～ 21
22 12:50～ 23
子育て実践
にこにこ広場
ランチタイム
プログラム
11:00～12:00 コンサート

6

26 12:50～ 27
28
29
30
赤ちゃんサロン 10 月の誕生会
ランチタイム
コンサート
11:00～12:00 11:00～11:30
＊毎日 11 時頃にお話しの時間があります。
＊各サロン・子育て実践プログラム等、ラ・ルーラ利用料(保険料)にてご利用いただけます。
尚、各行事は定員 15～20 組、準備のため事前参加申込みが必要です。
電話：０５８－３７５－３６０５ ＦＡＸ：０５８－３７５－３６０９
25
休み

11 月の行事 各サロンの内容紹介
2 日 学びの森フェスティバル
5 日 おはなし広場

（ 詳細 ： 前ページにて記載 ）

絵本・エプロンシアター・ペープサート・パネルシアターなど
様々なお話の世界を楽しみます。

7 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
９日 みんなで遊ぼ！

13 日 げんきサロン

学生企画の遊びの広場です。
（担当サークル：たんぽぽ）

（２～３歳児対象）

15 日 移動図書館 ・読み聞かせ
20 日 子育て実践プログラム

24 日 にこにこ広場

戸外に散歩

製作：どんぐりのマラカス

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ

「音楽は子育てエネルギー」
中部学院大学短期大学部 幼児教育学科 教員 岡田 泰子

（１歳児対象）

12・22・26 日 ランチタイムコンサート
28 日 赤ちゃんサロン （０歳児対象）
29 日 誕生会

季節のポップアップカード作り

親子ふれあい遊び（広いホールで動き回って遊びます。
）
吹奏楽部員（学生）による ミニコンサート
親子ふれあい遊び ＆ 交流

11 月生まれのお友達を みんなで祝います。

