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Lead【ニュース】

新年度がはじまり１ヶ月が経ちました。「育ちあいのひろば」の名称について約１ヶ月間かけて投票をおこなった
結果、従来の「たいむ」という名称を今後も引き継いでいくことになりました。言葉の響きの優しさ、皆さんの「たい
む」への愛着、新しい名称に対する思いなど、様々な意見をお聞きできる時間となりました。ちなみに決戦投票にな
ったのは、雪の結晶の形や花びらの数が六角形であることを示す「六花（りっか）」でした。これからも「たいむ」を
どうぞよろしくお願いいたします。
いつも利用してくださっている皆さんのなかで、「たいむ」についてどのような思いがあるのかを知りたいと思い、
３月中旬の説明会に参加してくださった方々とワークショップを行い「たいむ」の好きなところを付箋に書いて頂

き、模造紙にカテゴリーごとに分けをしてみました。その結果については「たいむ」の壁に貼ってありますので見て
頂きたいのですが、大まかにみてみると・・・

・「話ができる・聞いてもらえる」（他のママやスタッフさんと色々お話できるなど）
・「雰囲気」（アットホームな雰囲気が好き。気をつかい過ぎなくていいところなど）
・「いろいろできる・自由がある」（異年齢交流。子どもたちを遊ばせながらママ同士が話せるなど）
・「環境」（お昼を食べることができる。お部屋とおもちゃの清潔感 ほか）
・「みんなで見守る」（自分のこどもだけでなく、他の子をみんなで見るところ。ママたちみんなでこどもの成
長を喜ぶところなど）
・「イベント」（家ではできない季節の行事や大胆な遊びができるところ など）
明徳短大の子育て支援ならではということもあるようです。皆さんの実感として挙げられた「たいむの好きなとこ
ろ」を今後も大切にしていきたいと思います。
また年度はじめに利用者の方とお話する機会があったのですが、「ひとりっ子だと、遊んでいるおもちゃを小さい
子に取られる経験がないので、たいむでは兄弟姉妹のような交流ができるところがいいですね。」と子ども同士の
やりとりを見守る保護者の方の気持ちもお聞きすることができました。子どもたちにとっても、大人にとっても、様々
な人との出会いや関わりがある「たいむ」でありたいと思います。そのような思いを形にしたのが下の図です。実は、
これが六角形なのです！

５月からは、今年度の運営委員会も始まります。私たちと「た
いむ」の運営について、一緒に考えていってくださる運営委員

子ども

地域

さんを募集しています。ぜひ参画ください。
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Episode【事例】

◆はじめて会う人◆
新年度が始まり、そして新生たいむがスタートし、一ヶ月が経ちました。昨年からたいむにあそびに来てくれる子ど
もたちにとっては“いつもの場所”。しかし、そこにいるスタッフは“はじめて会う人”。「新しい人なの～？」「前の先生
は？！」と質問をしたり積極的に関わってくれたりする子、恥ずかしさや警戒心からお母さんの後ろに隠れてしまう
子、入室に躊躇してしまう子等々、反応も様々でした。
同じ空間にいると、やはり“はじめて会う人”の存在は気になるようで、目が合うとお母さんの後ろに隠れていた
子も、他の子とかかわっている姿やお母さんと話しをしている姿を見ているうちに、次第に距離が近付き、おもちゃ
を渡してくれたり、こちらが話かけると返してくれるようになったり、「一緒にあそぼう」と誘ってきてくれたりするよう
になりましたが、それは、子ども同士のかかわり（特に 3・4・5 歳）でも見られる光景でした。初めて会うお友達が
気になり、一緒にあそびたくても、様子を覗ってみたり、同じあそびをして距離を縮めてみたり、大人を介してあそん
でいるうちに、いつの間にか子ども同士であそび始めていました。
初対面の人に対し、積極的に関われる子もいれば、心の準備が必要な子もいるかと思います。一人ひとりのペ
ースもあるので、心の準備ができるまでは、様子をみながら、ゆったりとした気持ちで待つことも大切なのかもしれ
ませんね。
Report【報告】

◇育ちあいのひろば“名称”決定◇
Ｆａｃｅｂｏｏｋでは先日、一足先にご報告させていただきまし
たが、３月～4 月 9 日まで育ちあいのひろばの名称投票を皆
様にお願いし、その後、短大教員の投票結果も合わせ、4 月
15 日に決定いたしました。
名称は、育ちあいのひろば“たいむ”です。
合計獲得票数は６４票。２位の六花（りっか）は４６票でした。
名称に関しては、様々なご意見を頂戴いたしましたが、やはり、親しみある“たいむ”が圧倒的でしたね。
皆様の“たいむ愛”が伝わってきました。その他の名称にもご投票いただき、ありがとうございました。
これからの新生“たいむ”をどうぞよろしくお願いいたします。

◇こいのぼり制作◇ 4 月 15 日（月）〜4 月 26 日（金）
大型連休前ということもあり、少し早めにこいのぼり制作期間を設けました。
今回は、「ガーランド」に見立てたこいのぼりを作れるようにしました。シール
貼りや模様を描いたり、家族の人数分のこいのぼりを作ったりと、台紙の形
は同じでも、それぞれのアイディアが表れたこいのぼりが完成しました。
完成したこいのぼりガーランド を、
「おうちの〇〇に飾ろうね」という声も
聞かれました。あそんでいる時とはまた
違った子どもたちの真剣な表情がとて
も新鮮でした。

Info【情報・お誘い】

◆学生による「うたとおはなしのひろば」◆
今年度も、短大教員の池谷先生のゼミ生による「うたとおはなしのひろば」
が下記日程で開催されます。
わらべうたや紙芝居などを行います。ぜひ、親子でご参加ください。
【日 時】5 月 15 日（水）、22 日（水）、29 日（水）
各日 13：00〜13：20
【場 所】短大 図書館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆ 母の日 Week◆
5 月 12 日（日）は母の日ですね。たいむでは、いつも頑張っているお母さん方へ 13 日(月)〜の 1 週間、
ささやかなプレゼントを用意してお待ちしています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆ “みんなのはたけ”さつま芋＆野菜の苗植えをしよう！◆
たいむにて、植えたい野菜投票をした結果、1 位ミニトマト・ポップコーン 2 位枝豆と
いう結果になりました。投票いただきありがとうございました。
さつまいもや投票で決まった野菜の苗を植えて、野菜の生長を観察したり、お世話
したりしましょう！！大事に育てられたら美味しいことが待っていますよ♪まずは、みんな
で苗を植えてみましょう！
【日 時】5 月 8 日（水） 10：45～11：30(雨天時：5 月 9 日（木）10：45〜11：30)
【場 所】短大 中庭 ＊たいむにて受付後、中庭へお越しください。
【参加費】無料
【持ち物】軍手・長靴・タオル・着替え・飲み物・子ども用シャベルなど
＊汚れても良い服装での参加をおすすめします。

たいむを育てる会（運営委員会）に参加していただける方募集中！！
◆育てる会（運営委員会）で検討する内容◆
たいむの運営や内容 たいむの行事や企画 その他たいむに関するあらゆる事柄
◆日時◆
毎月１回、11 時～12 時くらいを予定しています。
◆特典◆
① 年間パスポート（1800 円分）
② たいむカフェコーナー利用券（行事等でも使用可）など
◆募集期間・応募方法◆
・定員；5 名程度

・募集期間 5 月 15 日まで（←締切間近！！！）

・お申し込みは、スタッフ、もしくはメールでお申し込みください。 iketani@chibameitoku.ac.jp
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…オープンスペース（10:00-16:00）

おやこのじかん・・・予約制

★…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。
5 月の No car day…14 日（火）・15 日（水）・27 日（月）・28（火） （🚙）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。
5 月の休業日…特になし（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
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
【Facebook page】https://www.facebook.com/hottostationtime

