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 Lead【ニュース】                                                                  

■ドジョウつかみ大会■  7月 31日（火）11：30〜13：00 

 夏本番。たいむの恒例行事の一つが無事に終了しま

した。自分の手で捕まえること、捕まえた生き物の命をい

ただく体験を大切に当日は、0 歳児から小学生までの 29

組 84名の参加となりました。 

 なかなか家では味わえない貴重な体験で、ぬるっとした

感触に怖がる子、周りの様子を伺う子、ドジョウの速さに

負けじと最初はペットボトルを使っていた子どもも、気がつく

と夢中になり素手で捕まえている姿も多く見られました。   

 捕まえた後は、透明なボールに入れ、お酒で酔わせてから唐揚げにしていただきました。 

実際に泳いでいたドジョウが少しづつ弱り、調理され、食べるといった流れを体験することで、大切な食育

へとつながり、親子で何かを感じてもらえるきっかけの一つになったのではないでしょうか。 

 魚が苦手な子どもたちも多くいるようですが、周りの子どもたちにつられ、

美味しいと食べる姿が見られ、お母さんもとても嬉しそうでした。 

 今年は、おにぎりコーナーを設け、20 合炊いたお米もあっという間に完食

でした。 

沢山の有志のお母さんたちに支えられスムーズに終えることが出来ました。 

 N さんお勧めの食べるラー油とシーチキンを混ぜたおにぎりは、絶品でした。

ぜひ、ご家庭でもお試しください。夏休みということもあり、残ったドジョウを持って帰って飼ってみると話してく

れた親子の方も数名いました。この経験が、子どもたちの成長の一部になってくれればとても嬉しく思いま

す。                                                      （村上） 

 

 



第三回 たいむを育てる会 議事録 

2018年 7月 3日(火)10：00〜11：30 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

1. 8月 9月の行事予定 

   ・流しそうめんの準備、役割分担などの方向性 

  ・まんぷくＣＡＦＥ➡昨年は、お祭りっぽくしたが今年はどうするか 

            時期的に帰省とかぶる為、今年は秋に検討、たいむ企画でやるのはどうか 

            祭りっぽい物はやりたい 

  ・人数が多い為、水あそびは夏休み中に限り、プール 2つはどうか 

2. その他 

   ・中庭の野菜の収穫は、随時行う（ミニトマト） 

   ・夏休みに伴い、たいむを育てる会は 8月はお休み。        次回は 9月上旬 

 Episode【事例】①                                                                

■カブトムシがたいむにやって来ました■ 

 利用者 T さんとお話をした際、「カブトムシの幼虫が増えて困っている」との事でした。 

以前、我が家で子どもたちと飼育した際、つがい（オス・メス）だった為、卵を産み成虫になる

までの過程を観察する機会があり、その神秘さに親子で感動した事を思い出しました。 

お母さんたちは、「飼ってもなかなか世話が子どもだけでは出来ない」「私が苦手」など興

味はあるものの一歩を踏み出せずにいる方がとても多いと感じました。それならば、たいむで飼

ってみようと提案し、T さんにお願いをして頂く事になりました。 

 興味がある子どもは、来るたびにのぞき込んだり、図鑑で調べたり、

少し怖い子どもは、恐る恐る近づいたり、家で飼ってるからと知識を

教えてくれたり、反応も様々でした。 

日が経つにつれ、色が少しづつ茶色に変化し、角を覗かせていまし

た。子どもたちは、イメージがあまりつかめない様でしたが、お母さん達

が大興奮。少しづつ黒へと変化し、成虫に羽化する過程を見ら 

れた方もいた様です。図鑑では見た事があっても、実際には見たり触ったりしたことが少ないお子さ

んも多い様にも感じます。毎日、ゼリーをあげても翌日には空っぽになるほど元気なカブトムシ。エサやりは、興味がある子

どもたちに毎回お願しています。昨年まで怖がって触れなかった Y ちゃん、N くん、M ちゃんも今年は、何度かチャレンジして

掴めるようになりました。 

子どもたちの誇らしげな顔と勇気を振り絞った顔が印象的で、周り

にいたお母さんたちも我が子の様に喜んでくれていました。 

 ほとんどの場合、夏で一生を終える小さな命ですが、みんなで大

切に育てたいと思います。たいむでもつがいで飼っている為、卵が

上手く生まれれば、また子どもたちと観察するきっかけへとつなげら

れると思っています。 

些細なことの様ですが、子どもたちにとっては、大きな成長、自信へ

の一歩につながることを願っています。（村上） 



 

 Episode【事例】②                                                               

 受付に置いてあった和風飾りの石を突然出し始めた I くん。一体何が始まるのか観察してみると、おもむろに机の上に

黙々と並び始めました。そっと見守ってみると、「これは、ブラキオザウルス」「ギザギザがあるのが、ステゴザウルスだから

ね」と誇らしげに教えてくれました。 

大人にとってはただの石でも、子どもにとっては色々な可能性を秘めています。時には、子どもの目線に立ち、共感、共

有することの大切さを改めて感じ、子どもの想像力の凄さを感じる一幕でした。 

 

 

 

 

 

 

■まんぷくＣＡＦＥ■7 月 20 日（金） 

今月のまんぷくは、“ほぼ肉丼(豚 95%、牛 5%)”と学生から寄付をいただいたカ

ボチャの煮物、味噌汁でした。フェイスブックでもお伝えしましたが、この日は、105

人の親子で賑わいました。しかし、この日は、なぜかアクシデント続き。調理を主に

やっている統括・石井は、前の夜１０時まで仕込み

をして、肉や玉ねぎを冷蔵庫に入れて帰りました。翌

日出勤してみると…部屋中に広がる玉ねぎのにお

いがします。冷蔵庫を開けると…あたたかい。そして、

生々しい肉のにおいがしました。なんと、学校の冷

蔵庫が故障していて肉と玉ねぎが全滅になっていたのです。なんとか、別担当の事務の Iさんと J

さんに助けていただき、事なきを得ましたが、開催できないのではないかという恐怖に襲われまし

た。 

夜の学校は、なんとなく怖い感じがします。７時過ぎからこどもたちと「お化け探検」ごっこをしまし

た。ピアノ室を覗いたり、暗い教室を探検したりして、ただそれだけなのに、皆きゃーきゃーと喜んでいました（M くんはこれを楽しみ

に来るようで、はやくやろうと何度も誘っていたほど）。＊次回は、８月１７日の昼間に開催します。メニューは流しそうめんです！ 

 

 Report 【報告】                                                                

■ 七夕飾りをしました☆ ■ 7 月 2日（月）～７月 6 日（金） 

 今年は短大の入口に笹を設置し、短冊や折り紙で作った飾りを付け

ました。短冊にはそれぞれの願いが書かれていて、親子で相談しながら

書く姿も見られました。 

 七夕は一年に一度。時期的に雨のイメージが多かったものの、今年

は数年ぶりに晴れました。季節の行事をきっかけに、親子で星を眺めた

り、由来などを知るきっかけになったのではないでしょうか。 

 



■ たいむ手芸部 ■  ７月 5 日（木）～７月 11 日（水） 

お母さんたちの作ってみたいの声にお応えして、遊びながらボタンを使い、手の巧緻性を高められるフェルトの玩具を作

りました。自宅では、なかなか時間の確保が難しく、興味があっても取り組めないのが現

実的ではないでしょうか。手の空いてる周りのお母さん達が子どもを見ながら、初心者の

方は教えてもらいながら自分たちのペースで作っていました。 

お母さんたち発信の企画も大歓迎。大募集中。 

スタッフは、縁の下の力持ちで陰ながらサポートします。 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

■ うたとおはなしのひろば ■ ７月 10・17・24日（火） １３：００－１３：15 

 池谷ゼミの２年生の学生たちが、

昼休みの空き時間を利用して 5月か

ら継続的に行ってきました。６月に３

週間の幼稚園実習を終えた学生た

ちは、緊張した表情は時折、見せる

ものの前回よりも自信をもって参加し

ている姿が見られ、頼もしくもあり、子

どもたちの反応に戸惑いながらも嬉

しそうでした。7月は夏休みということも

あり、0 歳から小学生までの参加となりました。手あそびから始まって、絵本や紙芝居、『すてきな帽子屋さん』のパネルシ

アター、紙皿シアターなど、子どもも大人も楽しめる内容で子どもたちとのやりとりを楽しんでいました。親子にとっても、学

生にとっても有意義な時間になっているようで、毎回楽しみにそのために足を運んでくれる親子もいます。 

 学園祭の 8 月 5 日（日）を最後に、しばらくお休みをいただいて、10 月からの再開予定となります。それぞれ、成長して

戻って来てくれる事を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 info【情報・お誘い】                                                              

◆ 第 1 回 流しそうめん ◆  

 たいむ恒例。夏の風物詩。第１回の流しそうめんは、お昼に行います！           

みんなで楽しく食事をしませんか。 

 

【日 時】 ８月 7日（火）  １1：00－１3：00 

【場 所】 短大 中庭にて受付 

【参加費】 大人 ３００円  子ども １００円 

【持ち物】 箸、茶碗、フォーク、着替えなど各自必要なもの 

 

 

◆ まんぷくカフェ 流しそうめん ◆ 

 ２回目は、まんぷくカフェのながしそうめん。１回目に参加出来なかった方も大丈夫。夏の雰囲気を味わ

って食事をしませんか。  

 

【日時】8月１７日（金） 12：00〜14：00 

【場所】短大 中庭にて受付 

【参加費】大人 300円  子ども 100 円 

【持ち物】 箸、茶碗、フォーク、着替えなど各自必要なもの 

       

 

◆ 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。 
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…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（cafeYori-michi）木(はーとやのパン)  

＊パン屋さんは、授業の関係で来校しない場合があります。  水あそび…天気の良い日（まいぺーす・まいすぺぇす除く） 

※８月の No car day…2 日（木）・22 日（水）    （🚙）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。  

※学食の営業時間は１１：３０～１３：３０です。８月の休業日…8 月 1日（水）〜9 月 17日（月） 

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 

mailto:oyako@chibameitoku.ac.jp
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