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 Lead【ニュース】                                                                                   

■ リズム室あそび ■6月 8 日（金） 

昨年も大好評だったリズム室あそびを行い（短大 2号館、附属幼稚園に隣接）、当

日は、15組31名の参加となりました。子どもたちの心身の成長には、身体を動かす事

はとても重要だと考えていますが、この梅雨時期はなかなか戸外あそびも思うように出

来ません。そのため、たいむでは、いつもと違った空間で思いっきり遊べる環境も大切

な成長過程の一つとしてとらえ、定期的にリズム室あそびを行っています。 

今年度は初めてという事で、0歳から 3歳の子どもの発達に合わせて平均台を渡る、

はしごを登る、またぐ、ジャンプする、マットで転がる、ト

ンネルをくぐる、滑り台を滑るなど簡単なサーキット形

式を用意しました。  

  フープの遊び一つとっても、3 歳は転がす、2 歳は大人と電車ごっごなどの見立て

あそびをする、1 歳はフープを交差させたり手から放す動作を楽しむなど年齢、月齢に

よっても様々でした。広々とした空間で、汗をかきながら、走り回る子どもたちを見て、お

母さんたちも「公園とは違って安心して伸び伸びと遊ばせられるので嬉しい」と話をして

いました。 

 回数を重ねるごとに高低差をつけるなど子どもたちの成長に合わせて変化させ、静

の活動ばかりではなく、動の活動も織り交ぜながら子どもたちの育ちにつなげていければと思います。（村上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フープを自分なりに持って、いろいろ動かしてみます           間隔の空いたはしごを１つ１つゆっくり渡ります          まだ難しいので、手も上手に使って渡っています 

 



第 2回 たいむを育てる会 議事録 

2018年 6月 5 日（火）12:30‐13:30 

-------------------------------------------------------------------------- 

１．7月の行事予定 

・6 月下旬頃から七夕制作を作り始め、7月から飾る 

・ドジョウつかみ➡唐揚げをメインにしてはどうか。子どもがある程度大きいお母さんは、手伝いをしてもらうのは 

どうか・くじ引きなど 

・8 月のまんぷく CAFÉについて➡お祭りっぽくするかどうかの内容検討 

 

2.その他 

・カフェコーナーの利用の仕方が分からない人が多いので手順など表示などした方がいいのでは 

・有料でいいので紙コップがあってもいいのでは 

 

次回は、7 月 3 日（火）10:00～11:30 

 

 Episode【事例】                                                                                  

■たいむの日常■ 

 一日を通して様々な親子が好きな時間に来室をしますが、午前と午後で

は少し雰囲気や様子が違っています。 今回はそんなたいむの一日をお伝

えしていきます。 

 10：00〜14：00までは、0・1・2歳児の子どもたちが中心で、のんびりゆったり

とした時間が流れています。 

 0歳児は、少し前まで、授乳後は寝ている子も多かったのですが、5か月を

過ぎた頃から寝返りをしたり、ずりばいをしたり、周りのお友だちを観察したりと起きて過ごす時間が増えてきました。 

 1 歳児は、月齢が上がるにつれて、泣いている赤ちゃんにトントンをして気にする仕草を見せたり、玩具欲しさに泣いて訴

えたりする姿が見られます。 

 2 歳児は、イヤイヤ期真っ最中の子どもも多く、自立へ向かい自分たちの思いを一生懸命伝えています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

14：00 時以降になると、3・4・5 歳児の幼稚園を終えた子どもたちも遊びに来てくれます。 

制作コーナーで牛乳パックを使ったカエルを作ったり（お母さんのアイディア）水あそびをしたり、友だち同士でブロックを

形にしたりと、やり取りの中で喧嘩や衝突する事もありますが、自分で思いを伝えて解決する日もあれば、お母さんが話を



聞いて子どもに寄り添ったりと様々です。 

 間近で成長を見せてもらえる事で、改めてスタッフ自身も色々な気づきにつながり、毎日子どもたちに色々な事を教え

てもらっています。 

 異年齢が同じ空間で交流出来る良い機会と捉え、みんなで育ちあえるきっかけに慣れれば嬉しく思います。（村上） 

 

 Report【報告】                                                                                   

◇学生ボランティア◇ 

 2 年生の木伏恵季香（きふしえりか）さんが、ボランティアとして、

約３週間たいむに学びに来てくれました。木伏さんは、子育て経

験者という事もあり、自然と子どもたちと関わる姿が印象的でし

た。 

３歳未満児向けのパネルシアターを見たり、得意のウクレレを

持ってきて、子どもたちにも実際にウクレレに触らせてもくれたりと、

いつもとはまた違った雰囲気で子どもたちや、お母さん方も接し、

過ごしていたように思います。 

 保育園や幼稚園とは違った育ちあいのひろばの場を、身を持って体験したことで、いろいろな気づきが、あったと話して

いました。このような熱心な学生が自身のテーマを持って来て、これからの学びに繋がる事を祈っています。（村上） 

 

◇水あそび始まっています◇ 

 子育てひろばでは、（たぶん）異例の早さで、水あそびが始まっています。中庭には、

お湯が出ることから、子どもたちは「お風呂みたい」と大喜びです。ぜひ、「水あそびデビ

ューをしてみたい」、「お水がちょっと苦手…」など、そんな子どもたちも、少しずつ始めて

みませんか。 

プールが終わった後は、みんなで畑の作物にお水をあげたり、片付けも皆さんが率

先してやってくれています。家で準備するのは、大変ですがここでは、みんなの手を借り

て楽しむことができます。＊「まいぺーす・まいすぺえす」の時間を除き、８月

いっぱい暑い日は行う予定です。 

 

◇プラバン制作◇ 

 むかし懐かしのプラバン、6月 18（月）〜22 日（金）に行いました。 

始めてみると、大人の方が楽しさに魅了され、お互いに「こうした方が発色がいいよ」「これも作ってみたの」など時間を忘

れて夢中になっていました。 

 親子で楽しく制作する姿も見られ、オリジナル作品が出来上がりました。家ではなかなかやりずらくても、たいむではみん

なの目があることで、出来る事も広がります。 

 育児中だからこそ、親子やお母さん同士で楽しみを見つけ、リッフレッシュのきっかけになれればと思います。 

 

 

 



InfO【情報・お誘い】                                                                                 

七夕飾りを作ろう 

 年に一度の七夕に、親子で素敵な願い事をしませんか。 

いつでも、誰でも飾りや短冊が書けるようにコーナーを設けます。 

 ★今年は短大入口の笹に皆さんで作った飾りを飾ろうと思います。 

 

【日時】７月 2日（月）〜7月 6日（金） 

【時間】開室時間中 まいぺーす・まいすぺえすは除く 

 

◆たいむ手芸部◆ 手芸が苦手な方もみんなで始めてみませんか 

 フェルトでおにぎり、あおむしなどのボタン、ひも通しで遊べるおもちゃなどです。 

 

【日時】7月 5日（木）〜7月 11日（水） 10：00〜12：00            

【場所】たいむ 

【料金】フェルト代 100 円〜（制作する物によって異なります） 

【持ち物】針、刺繍糸、 ボタン・ひもなどは各自必要に応じて 

      お持ちください 

 

◆ 第 5 回ドジョウつかみ＆唐揚げ◆  

 なかなか掴めないドジョウに大人も子どもも大奮闘。ドジョウ掴みの後は、唐揚げにして食べます。 

ドジョウの味は、「想像していたより美味しい」という声も・・・汚れた時に着替えがあると安心です。 

ぜひ、ご参加ください。 

【日時】7月 31日（火）  11：30〜13：00             

【場所】短大 中庭 

【参加費】300円 

【持ち物】箸、スプーン、飲み物、着替えなど 

＊なお、どじょうは「食用」のものを購入して使用します！ 

 

◆石井ゼミ企画「水遊びをしよう」◆ 

今年度も後期に“ゼミ企画”をさせて頂く予定ですが、それに向けた練習を兼ねて水遊びを企画します！ 

【日時】７月２０日（金）午後１３：３０～  【内容】水鉄砲・シャボン玉あそび・船を作って水あそび等 

【持ち物】着替えをお持ちください 

＊今年度のゼミ生は２年生８名で行います！ 

 

◆ たいむの夏季休業期間について◆ 

 短期大学の夏休みに伴い、8 月１0 日（金）〜8月 16日（木）まで少しの間、夏休みをいただきます。 

通常開室は 8 月 20 日（月）のおやこのじかんからとなります。 

     ★8 月 17 日（金）・・・まんぷくＣＡＦＥのみ行います。（詳細は未定。後日 8月号にてお知らせします。） 



    

月 火 水 木 金 土 

     1 

     休み 

2 3 4 5 6 7 

★おやこのじかん 

 

七夕飾り 

★  10：00〜

運営会議 

 

★ 

 

★ 

フェルト制作 

🚙 

 

  

休み 

9 10 １1 １2 13 14 

★おやこの 

じかん 

フェルト制作 

★  うたと 

おはなしのひろば 

13：00〜13：15 

 ★ 

 

 

★ 

 

  休み 

16 17 18 19 20 21 

 

休み 

海の日 

 

 ★ 

うたと 

おはなしのひろば 

13：00〜13：15  

★ 

 

 

★ 

10：00〜16：00

まいぺーす 

まいすぺぇーす 

10:00-1３:00 まいぺーす・まい

すぺぇす 

13:00-16:00石井ゼミ企画「水

遊び」 

16:00-20:00 まんぷくＣＡＦＥ 

休み 

23／30 24／31 25 26 27 28 

★ おやこの 

じかん 

★うたと 

おはなしのひろば 

13：00〜13：15 

★ 

 

★ 

 

 

 

土曜月イチた

いむ 

10:00-15:00 

 ドジョウつかみ 

11：30〜13：00 

…オープンスペース（10:00-16:00） ♡…ミテテ＋(プラス)実施日・・・♡マークのない日はスタッフまでご相談ください。 

★…パン屋さんの日：月（父の樹会）火（ゆめ工場）水（café Yori-michi）木（はーとやのパン）＊授業の関係で来校しない

場合があります。              

 

 7 月の No car day…6 日（金） （🚙）の日は、附属幼稚園行事のため、附属幼稚園の保護者が東門駐車場を利用し

ます。来室される際は、できるだけ公共交通機関等をご利用ください。  

7 月の学食休業日…6日（金）急遽、予定が変更になる場合がありますのでご了承ください※営業時間１１：３０～１３：３０ 

※ お詫び 今月の「ママｃａｆｅ」は、お休みさせていただきます。 

 

千葉明徳短期大学 育ちあいのひろば たいむ 【たいむ・おやこのじかん TEL】 ０４３（３３２）２１０３  

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

     【E-mail】oyako@chibameitoku.ac.jp    【ＨＰ】http://www.chibameitoku.ac.jp/tandai/hotstation/hotstation.html 

【育ちあいのひろばたいむ Facebook page】https://www.facebook.com/hottostationtime 

【育ちあいのひろばたいむ twitter】 https://www.twitter.com/sodachiai 

【まんぷく CAFE Facebook page】https://www.facebook.com/manpukucafe 
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