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子どもの言葉と思い

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
赤ちゃんがご機嫌な時の「アーアー」「ウーウー」などと言葉にはまだなっていない声とその表情。何とも可愛い
姿です。ラ・ルーラにもそんな小さな赤ちゃんが時々遊びに来てくれ、ベッドから聞こえるそんな声に誰もが癒さ
れています。特に何の意味や意思を示そうとする言葉ではありませんが、こんな頃から言葉(声)によるコミュニ
ケーションは始まっているのです。
ベッドから赤ちゃんの可愛らしい声が聞こえてくると、学生も吸い寄せられるようにベッドに近寄りニッコリと
微笑み「かわいいね」声をかけています。すると赤ちゃんも手足をバタバタさせて「アーアー」と応えています。
「〇〇ちゃん！今日はお姉ちゃんいっぱいでいいね」とママの声がきこえると更に反応して喜びを体中で表現し、
その姿を見てまた学生も「うわぁ～かわいい～」と…。小さな赤ちゃんも言葉は介さなくてもコミュニケーション
をとり、周りの大人の表情や感情を読み取ったり感じたりしています。赤ちゃんが「ウワァ～ン！」と泣いたり「ア
ーウー」と言ったりすると、大人が思いを察しながら「どうしたの？お腹すいたの？」「そうなの…風が気持ちい
いね」と応える、そんなかかわりが蓄積されて赤ちゃんは言葉を覚えてきます。本当にお腹がすいていたのか、
本当に風が気持ち良かったのかということが大事ではなく、赤ちゃんのアクションを察して応えることが最も大
切なことです。
そして子どもが 2 歳～6 歳にもなれば言葉の発達は著しく会話も出来るようになり、周りの大人の真似もとて
も上手で聞いている方が吹き出してしまうこともよくあります（子どもの使う言葉は身近な大人の言葉が一番影
響され易いのです）。更にこの時期（言葉でのコミュニケーションが取れるようになってきた時）、今度は違ったズ
レや違った困りごとが生じてきます。言葉が使えるようなったことで大人は同等に会話が出来ていると勘違いし
てしまうからです。
「あなたが○○と言ったから ママはしているのよ」とか「やるの？やらないの？」または「いるの？いらない
の？」と念を押されたり、意思を聞かれたりして応えても わかっているようで実際はわかってはいません。言葉
数も増え会話もスムーズに出来るようになったと同時に、その言葉を理解して使えているということではありま
せん。まだしっかりとは理解出来ていないのです。子どもがスラスラと言葉を使えるようになると、言葉の意味
も理解出来ているかのように勘違いし、大人も発する言葉の一言一言のみに頼ってしまい、ズレが生じるのです。
子どもは嘘をついているわけでもなく「その瞬間はそう思った」「深い意味もなく何となく…」と言う具合でしょ
うか。ですから選択を子どもに任せ、そのように行っても上手く行かないのです。
それならどうしたら良いのか。何となくおわかりでしょうが、数式のような正解はありません。言葉のコミュニ
ケーションはとれるようになってもまだ理解は出来ていないと思い「 『いらない』と言っているけど本当は欲し
いのでは…」と 赤ちゃんの時のように子どもの思いをあれこれ察することが必要です。
大人と同じ言葉が使えても、生まれてまだ数年で、しかも会話が出来るようになったのは 1～2 年と思えば、気
持ちまで言葉に乗せるなんて無理なことでしょう。いっぱい遊んでいっぱい経験して、たくさんおしゃべりを楽し
んでくださいね。言葉はもちろんですがそれ以上の楽しみも増えてくるはずです。

学生主催 「秋のお楽しみ会」 開催
地域の催しも中止が続く中、学生たちが「お楽しみ会」を計画し開催してくれます。
普段の遊びの中での催しで、プログラム内容や小さなプレゼントも趣向を凝らして用意しています。
よろしかったら一緒に楽しみませんか？

10 月９日(土)

11:00 頃～11:30

教育学部 3 年地域子育て支援実習生 A グループ

プログラム
親子で手遊び・歌遊び

①ペープサート
「げんこつやまのたぬきさん」 …しみずあやか
②パネルシアター
「もぐもぐシアター」 …さなだそら
③ペープサート
「シルエットクイズ」 …こやまあんな
④パネルシアター
「はらぺこあおむし」 …いとうもえ

歌を歌ったり、美味しい食べ物が
出てきたりする楽しい出し物です。
クイズ遊びもあります！
一緒に歌って楽しみましょう！
プレゼントもあります。お楽しみに！
A グループ学生より

10 月２３日(土)

11:00 頃～11:30

教育学部 3 年地域子育て支援実習生 B グループ

プログラム
親子で手遊び「焼きいもグーチーパー」

①ペープサート
「ふしぎなポケット …わたなべまき
②ペープサート
「ふうせんふわり」 …もりちなつ
③パネルシアター
「なかよしふうせん」 …なかがわかほ
私たちと一緒に
ジャンケンしたりまねっこしたりして遊びましょう。
私たちが盛り上げます!!!!!!!
最後には手作りプレゼントも用意しました。お楽しみに！
B グループ学生より

木育広場

“ぎふ木育教室”開催

「ぎふ木育教室」11 月 19 日（金）
＊ 学びの森にて

１１：００頃～

散策散歩 ＊

岐阜県木育指導員さんと一緒に「学びの森」(隣接する自然公園)へ出かけ、木の実を
見つけたり 葉っぱで遊んだり 自然と触れ合って遊びます。赤ちゃんもヨチヨチ歩きの
お子さんもママと一緒にそれぞれのお子さんのペースで参加できます。

今年のラ・ルーラ ハロウィンは…
毎年ハロウィンの衣装を作って学内を歩いてお披露目をしながら、拠点で待っている学生を
かかわりながらバスケットにお土産を集める遊びをしていましたが、今年はそのかかわりは
やめ、ラ・ルーラ内で楽しめる内容を考えました。
個々で親子で楽しんでいただけるように「ハロウィン宝さがし」を計画しています。
手のひらサイズのハロウィンのキャラクター折り紙を、ラ・ルーラ内遊具の陰や裏側などに隠し
そのキャラクターを見つけて遊びます。年齢に応じて隠す場所や隠し方は工夫して、どのお子さんも楽しめるよう
にと工夫します。そのあと見つけた折り紙は小さな可愛い紙バックに貼り付け、帰りには小さなお菓子を入れて持
ち帰ります。お子さんだけではなく保護者の皆さんも一緒に楽しんでいただき、同じように小さなお土産も用意し
ています。お子さんと一緒にお楽しみください。

10 月 19 日(火)～30 日(土)まで毎日開催！
“ハロウィンフォトスポット” 作りました！
親子で一緒に・お友達と一緒にぜひどうぞ。

秋の自然の中で

「みんなで遊ぼう！」

＆

10 月の行事

「みんなで遊ぼう！」の催しを中心に 10 月の行事をお知らせします。

1０/8(金)

「みんなで遊ぼう」 ―散歩―

「学びの森」（隣接する自然公園）まで出かけ、かけっこな
ど体を動かして遊びます。保護者の方も動きやすい服装
でお越しください。

1０/６(水)１９(火)
「すくすく測定」
「 学び の森 」乳児用身長
計・赤ちゃんを抱いて測定
できる体重計も用意して
います。測定機器は終日
用意していますのでお子
さんの機嫌の良い時にい
つでもどうぞ。

１０/２６(火)
「みんなで遊ぼう」 ―散歩ー
「学びの森」(隣接する自然公園)へドングリ
探しの散歩に出かけます。「マテバシイ」「コナ
ラ」「シラカシ」「アラカシ」「クヌギ」「スダジイ」
など学びの森には様々なドングリの木が
あります。

10/2(土)
「みんなで遊ぼう」―製作遊びー
―ドングリやじろべいー
大きなドングリ（クヌギ）を用意しま
した。模様を描いたり目鼻
を描いて顔にしたり楽しい
や じろべい を作りま しょ
う。

１０/14(木)
「みんなで遊ぼう」
―散歩―
キャンパス敷地内で草花
摘みをしたり、虫探しを
したりして遊びます。

１０/20(水)
「みんなで遊ぼう」
―戸外で
ボール遊びー
キャンパス内のグランド
へ出かけボールを転が
したり追いかけたりして
遊びます。

１０/１５(金)２９（金）
「誕生会」
10 月生まれのお子さんをお祝いしま
す。密を避けるために 2 回に分けて行
っています。写真も添えた手作り誕生
カードも用意しています
（事前予約）

＜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
日

月

1

火

水

2

3

木

金

4

赤ちゃんの日

文化の日

（終日）

7

8

14

21

15

22

9

16

10

11

すくすく測定

みんなで遊ぼう

（随時）

（七五三を楽しむ）

17

18

１１：００頃～

誕生会

みんなで遊ぼう

12:45～

（製作遊び）

12

13

19

１１：００頃～

11:00～

（木育教室・散策）

24

１１：００頃～

25

26

すくすく測定

誕生会

（散歩・どんぐり拾い） （随時）

29

6

みんなで遊ぼう

勤労感謝の日 みんなで遊ぼう

28

5

移動図書

23

30

土
１１：００頃～

20

27

12:45～

１１：００頃～

みんなで遊ぼう
（戸外遊び）

お問い合わせ先 TEL：058-375-3605

FAX：058-375-3609

１１ 月の行事・内容紹介
「赤ちゃんの日」 終日

２日(火)

終日０歳の赤ちゃんの親子さんのみ ゆったりと過ごしていただく日です。

（皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。）

「みんなで遊ぼう」 11:00 頃～ 親子で楽しみながら少しずつ友だちとも関わって遊びます。
６日(土) 製作遊び
「牛乳パックのビックリ箱」 蓋を開けるとパァーーーっと飛び出し大人でも驚きます。
１１日（木） 七五三を楽しむ 手形をとったり絵を描いたりシールを貼ったりして親子で千歳飴袋を作ります。
袋の中身は千歳飴ではありませんがお楽しみに！
「学びの森」に出かけ 木育指導員さんと一緒に秋の自然に触れて遊びます。
２４日(水) 散歩・ドングリ拾い
10 月に続いて第 2 弾。いろいろなドングリを見つけましょう。
30 日(火) 外遊び
広いグランドでママと一緒にシッポをつけて追いかけっこを楽しみます。

１９日（金） ぎふ木育教室

「すくすく測定」 随時
１０日（水）２５日(木)
「移動図書」
１６日（火）

11:00 頃～

測定機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。

大学図書館司書による読み聞かせと書籍の紹介

「誕生会」 12:45 頃～
１１月生まれのお子さんをお祝いします。
５日（金）２６日(金)
「密」を避けるために２回に分けて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。

「ランチタイムコンサート」

12:45～

吹奏楽部の学生によるコンサート
主に金曜日
（学生の授業等により変更有。予約時にお問い合わせください）

