
  千葉明徳短期大学 育ちあいのひろばたいむ 通信 

 

５月号 【H27.4.30 発行】 

 

■一時保育枠を拡大「ミテテ＋
プラス

」します！■ 

 

 育ちあいのひろばたいむ 統括 石井章仁 

 

4 月が明けたかと思えば、初夏を思わせるような日もあり、新緑の季節となりました。今週

はゴールデン・ウィークがありますが、連休明けから、いよいよ、一時保育「ミテテ」の枠を

拡大したいと考えています。先月号にも書かせていただきましたが、これまで「一時保育   

ミテテ」は、これまでも月曜日の「おやこのじかん」の対象者に限定して行ってきました。   

今年度 5 月（18 日からを予定しています）より、全ての会員登録者に広げて、1 日１～２名，

30 分～4 時間程度まで、1 時間 500 円で行いたいと考えています。保育の理由は問い   

ませんので、急な仕事や用事、園や学校の活動、趣味、買い物など、様々な場合にご利用     

ください。「うちの子ちょっとみていて」という意味も込めて「ミテテ＋」という愛称に    

します。 

H27 年度 一時保育事業「ミテテ＋」の概要 

■目的・対象 

〇今年度より、「おやこのじかん」利用者を優先としながら、一般の利用者にもその枠を  

広げ、一時保育を展開します。ただし、あくまで優先枠は「おやこのじかん」にあるため、

その優先枠の確保を予約日時の差異によってつけていきます。 

予約 

＊「おやこのじかん」利用者；いつからでも予約可能 

＊一般利用者（たいむ会員）の予約；保育希望日 1 週間前より受付開始 

＊＊＊学園の教職員の子どもも対象とします。 

〇保育する子どもの人数は、スタッフ 1 名に対し 1 名程度（1 日１～２名程度）とします。 

 



■内容 

・一時保育利用者は、①育ちあいのひろばたいむの毎週月曜に行う「おやこのじかん」登録

利用者、および②学園の教職員とします。 

・利用の理由は必要ありません。 

・保育時間は、おおむね 1 日 4 時間程度とします。 

■利用料金 

・料金は、1 時間 500 円（4 時間で 2000 円）とします。 

■申し込み 

・たいむがオープンしている間の１５時まで（月･火･水･木･金；10:00－15:00）電話   

での申し込み（先着順）となります。 

・初回は 5 月 18 日（月）～（したがって、初回の一般の受付開始は 1 週間前５／１２～） 

 

■ある方からの直言■ 

たいむは、「育つ」「育ちあう」ための様々な活動を行うことができます。「こんな企画をし

たい」「こんな企画をしてほしい」など、いろいろお寄せいただけると幸いです。また、育ち・

育ちあう場を創るにはどうしたらよいか、どんな育ちや新たなかかわりが生まれたかなど、一

緒に広場を創っていけたらと思います・・・ と、先月、巻頭言を書かせていただきました。 

しかし、先日、利用者 A さんからたいむに対してのご意見をいただくことがありました。

それは、「なぜ、たいむの利用者が減っているか分かっていますか？」というものでした。   

これは昨年度からのたいむの大きな課題であり、私自身では理由について、何となく分かって

いるつもりでしたが、スタッフが育つためにも、あれやこれやと改善するための作戦を練って

いるところでした。何より、全てが私の責任だと思っていたところでもあったので、その時は

やや言葉を濁して答えました。すると A さんは、本質をよく見てくださっていて、私の考え

とほとんど同じようなことをおっしゃってくれました。 

とにかく、こうして直言をいただくのは、本当に幸せなことだと思っています。言いづら  

かったと思います。放っておけば済んだことをなぜわざわざ私に伝えてくれたのか。それは、

たいむが良くなればと思っていただけるからこその一言だからでしょう。ここまで丸４年、 

これまでも、こうしたいくつかの「直言」に学び、助けられてきました。 

たいむのような広場は、ともすると「一期一会」の場になります。いらっしゃった方が   

「居ずらい」と感じただけで、「次」はもうなくなるのです。これは、スタッフのちょっと   

した仕草であったり、他の利用者だったり、プログラムの内容だったりするかもしれません。

そして誰も来なくなれば、この場所は必要なくなってしまうのです。 

とにかく、たいむという場の「課題」を観ながらも、その対応について明確に対応策を   

打てていなかったということに、自分自身への悔しさと憤りを感じました。これからこの広場

を生まれ変わらせたい。そして A さんに「よくなった」と言ってもらいたい。そう強く強く

念じる機会になりました。（石井章仁） 



■NEW！コーナー紹介■ 

 4 月、たいむに来てみなさん口にされたのが「うわぁ！ずいぶん変わりましたね〜」という 

お言葉でした。春休みの間にスタッフでどのようにしたら 0 歳から 6 歳までの子が過ごしやすい

か、どのようにしたらみんなで子どもたちを見合えるか…など考えた上、設定してみました。 

 

★Cafe コーナー 

 みなさん、まず、たいむに来て一番初めに目についた  

のが Cafe コーナーだと思います。 

今まで、室内の工作コーナーで大人が座って、お茶を   

したり、お話したりしていたので室内が狭くなって   

しまったり、子どもたちがなかなか工作ができなかったり

する姿が見られていたので、ここはお母さん方がゆっくり

お茶をしながら、いろいろなお話ができたらいいなと思い

設定しました。 

ただ、室内をあそび専用のスペースにしたので飲食ができなくなったことで、昼食はこちらの Cafe

コーナーのみとなりました。テーブル、椅子に限りがありますのでお互いに譲り合って、お使い  

ください。込み合った時は、学食のご利用をおすすめします。11:30〜13:30 の間、Café    

コーナーは昼食優先の時間とさせていただきますのでご協力お願いいたします。 

 冷蔵庫・レンジ・ポットはご自由にお使いください。食べ終わった後はテーブルの上や下に食べ

残しがないか確認し、みなさんで気持ちよく使えるように心がけましょう。子どもたちはお母さん

のお手伝いとして布巾でテーブルを拭いてもいいかもしれませんね！ 

 

★赤ちゃんコーナー 

 ここはハイハイ・つかまり立ち・よちよち歩きの子どもと  

その保護者のみが入ることのできる場所です。以前より少し 

広くし、赤ちゃんが大きい子に紛れて危険なこともあったので

安全にゆっくり過ごせるようにしました。幼稚園以上の大きい

子はここには入れません。また、赤ちゃんはおもちゃを口に  

入れたりして、感触など確かめます。こちらでもおもちゃの  

消毒をこまめに行っています。赤ちゃんコーナーのおもちゃは

廊下などのお部屋以外の場所へは持って行かず、赤ちゃん  

コーナーのみで遊んでください。 

 

 

 

 



★工作コーナー 

 工作コーナーでは自由にいろいろな素材を使って、制作  

したり、絵を描いたりすることができます。小さい子は    

スタンプを押したり、シールを貼ったりしてみましょう。   

ペン・廃材など自由に使って構いませんが数に限りがあります

のでみんなで仲良く譲り合って使いましょう。また、作った  

作品は各自、家に持ち帰りましょう。使ったものはそのままに

せず、元の場所に片付けましょう(特にはさみ･のり) 

 

★絵本コーナー 

 図書館の一角を活用させていただいています。たくさんの 

絵本があります。親子でぜひ、たくさんの絵本を読んでみて 

ください。図書館での飲食は禁止となっています。たいむの 

おもちゃも図書館の中に持って行くことはできません。 

また、図書館は学生も利用したり、授業で使用したりすること

もありますので、保護者の方と一緒に図書館を利用しましょう。 

 

★電車・車コーナー 

 線路をつなげて、自分のイメージで電車で遊んだり、お気に 

入りの車をみつけて遊んだりします。子どもたちはまだ、   

上手な物の貸し借りは苦手ですので、近くの大人が見守って 

ください。 

 

★生き物コーナー 

 まだ、水槽の中身はからっぽで

すが、ゴールデンウィーク明け、白くて手のある懐かしのあの生物

が…たいむに仲間として増えるのでお楽しみに！ 

 

 

 

★ブロック・カプラコーナー 

 以前はなかった新しくできたコーナーです。幼稚園児は 

自分の好きなものを作ったり、友だちと協力して大きなものを 

作ったりして遊ぶ姿が見られることが多く見られるようになりま

した。でも、小さい子は悪気がないのですがお兄さん、お姉さんの

作ったものを倒すのが楽しくて、つい…。集中して、好きなものを



作ることができるように設定したコーナーです。 

カプラはただの木の板かもしれませんが、ついつい大人も真剣に 

なってしまうほどです。ぜひ、お子さんと一緒にチャレンジしてみてください！ 

 

＊いろいろ変わったので使い方やどうしたらいいのかわからないことがありましたら、スタッフ 

まで声をおかけくださいね！ 

 

＊ままごとコーナーの食材が少なくなっています。お家に持って帰ってしまっていたり、 

お心当たりのある方はスタッフまでご連絡いただけるととても助かります。 

 

■限界に挑戦！！■ 

 カプラとは大人の手のひらにのるほどの細長い白木の板です。この同じサイズの板を積み 

上げたり、組み合わせたりすることによってどんな形でも作り出せるので“魔法の板”と   

よばれています。高さに挑戦したり、空想上の生き物をつくったり、一人でも大勢でも    

遊べます。 

新しいカプラコーナーで一人真剣にカプラを重ねていた Y ちゃん。こっそりのぞいてみると…

すでにたくさんのカプラが積み重ねてありました。すると、あっという間に Y ちゃんの腰の高さ

までになり、椅子に乗らないと届かなくなってしまいました。それでも、崩れないように、崩れ  

ないように…と息をひそめながらカプラを重ねていきました。それを見た Y ちゃんのお母さんも 

「すご〜い！」「やりた〜い！」と言ってさらに高くなるように一緒にカプラを重ねました。真剣

にまっすぐ重ねているつもりだったけれど…バランスを崩し、Y ちゃんの背より高く積み上がった

カプラが崩れてしまいました。思わず「キャーッ！！」と声をあげてしまいました。大人でも   

ここまで集中するほどのカプラ。ただの木の板かもしれませんがシンプルだからこそ、集中力や 

想像力が高められるのでぜひ、お子さんと一緒にやってみてください！(の) 

     

■みんなニコニコ😊■ 

 4 月 17 日(金)より短大教員 古山先生によるわらべうたサロンが始まりました。初回は 4 組の

親子が参加してくれました。子どもたちはわらべうたに合わせて、お母さんが子どもたちの身体に

触れると声を出して笑うほど大喜び！そんな子どもたちの笑顔を見ているお母さん方の表情も 

素敵な笑顔で横で見ているととても穏やかな気持ちになれました。(の) 



子どもたちが大喜びだったわらべうたを紹介します。 

① 「このこ どこのこ」 

このこ どこのこ かっちんこ  

このこ どこのこ ○○ちゃん 

 

② 「ぼうず ぼうず」 

ぼうず ぼうず 

かーわいときゃ かーわいけど 

にーくいときゃ ぺしょん 

 

 

■まいぺーす・まいすぺぇすについて■ 

 まいぺーす・まいすぺぇすとはあえて、たいむにスタッフを配置しない時間をつくり、利用する

会員のみなさんが自主的にそして自由に時間とスペースを使うことを目的としています。利用する

みなさんが“利用者であり＝スタッフである”という自己責任と自主的活動の機会になればという

目的の下で開放していますので、公園のような単なる場の開放とは異なります。 

 

≪まいぺーす・まいすぺぇすの使い方≫ 

＊利用できるのは育ちあいのひろばたいむ半年会員のみです(利用する方は事前に半年会員 

への登録が必要です) 

＊ひろばを利用できる時間は 10:00〜16:00 です。 

＊あそび(おもちゃ)や飲食などいつものようにご自由にお使いいただいて構いませんが、使った 

ものは元の場所へきちんと片づけるよう、ご協力お願いいたします。 

＊ひろばを利用する子どもはみんな「うちの子ども」と同じです。子どもの様子はみなさんで 

見守るようにしましょう。 

 

■ネームプレートについて■ 

新年度が始まりましたので、もう一度、確認をお願いいたします。 

半年会員⇨ネームプレートの紐の色が青です。 

受付時に掲示板横からネームプレートを取り、名札を入れてください。附属幼稚園の保護者の方

はお手数ですがたいむのネームプレート(紐が青のもの)使用してください。 

1 日会員⇨ネームプレートの紐の色が赤です。 

 1 日会員の方は受付時にスタッフに声をかけてください。利用料をお支払いの時に直接、赤色の

ネームプレートをお渡しします。 

初めて来室された方⇨ネームプレートの紐の色がピンクです。 

 ピンクの紐のネームプレートの方を見かけたら、みなさん声をかけてあげてくださいね。 



■スタッフからの企画ですが…■ 

○畑を耕しながら、さつまいも＆夏野菜の苗植えをしませんか？苗を植える前に 

さつまいもの味見をしてみよう！ 

【日 時】5 月 14 日(木) 10:30〜11:30  

<予備日> 5 月 15 日(金) 14:30〜15:30 

【場 所】短大別館 中庭 

【持ち物】軍手・帽子・子ども用シャベル・飲み物等   

※当日は汚れても良い服装でご参加ください。 

 当日、苗を植えるだけではなく、その後、収穫までの

成長を楽しみにしながら、水やりや草取りもぜひ、お願                        

いします！  

 

○附属幼稚園の園庭で遊ぼう！ 

 附属幼稚園が休園のため、園庭をお借りして思い切り遊びませ

んか？ 

【日 時】5 月 27 日(水) 10:00〜13:00  ※雨天中止   

【利用料】100 円(半年会員の方は利用料をいただきません） 

【持ち物】帽子・水筒・レジャーシート等     

暑さ対策は各自行ってください。 

昼食は 11:30 頃から園庭で食べることができますが、 

ゴミは各自持ち帰りましょう。 

※この日はミテテ＋(預かり)は行いません 

 

 

 

 

 

 

 

千葉明徳短期大学 育ちあいのひろば たいむ 

【住所】〒２６０－８６８５ 千葉市中央区南生実町１４１２   【短大代表番号】０４３（２６５）１６１３ 

【たいむ・おやこのじかん TEL】 ０４３（３３２）２１０３      【E-mail】oyako@chibameitoku.ac.jp 

【ＨＰ】http://www.chibameitoku.ac.jp/tandai/hotstation/hotstation.html 

【facebook page】https://www.facebook.com/hottostationtime 

 

 


