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 Lead【ニュース】                                                                                   

今年度、最初の第 1 回運営会議「たいむを育てる会」を行いました。昨年度の委員さんに、今年度からの

委員さんが加わり計７名が運営委員として名乗り出てくださりました。当日は、昨年度の様子を聞きながら、

今年はどんなことをしていきたいのか、皆さんの希望や具体的なアイディアなどをお聞きしました。 

 たいむは、これからも利用者と一緒につくる広場を目指しています。「こんなことがしたい」などの意見や

新企画も募集しています。各企画へのお手伝いも大歓迎です。 

第１回 たいむを育てる会 議事録 

2019年 5月 29日（火） 11:00-12:00 

出席者 小池さん、柳さん、中嶋さん、宮崎さん、池谷、東 

 

１． たいむを育てる会の目的・役割について（池谷） 

２． 今年度のたいむの方向性について（池谷） 

・池谷より、４月号のお便り 

３． 今月の行事、ひろばの運営について（東） 

① ６月上旬から中庭で砂、土、泥遊び、水遊びを予定しています。 

→ たいむの水遊びはどこの子育て支援よりも早く始まるのが特徴だと思うので、「暑ければやっていますよ」

というスタンスでやって欲しい。水鉄砲について、壊れているものがあるので、数や種類を検討してもらえると

ありがたい。また、片付けについて利用者も一緒にしますので大丈夫です、というご意見がありました。 

② リズム室で遊ぶ機会を設けます。 

③ お母さんたちが楽しめるプラバン制作の企画を考えています。 

→刺繍やフェルトなどが得意なお母さん達から習いながら、子どもに作ってあげられるような物を作りたい、

というご意見がありました。UVレジン、編みぐるみなど。 

④ 天気のよい日に中庭で、子どもたちは和紙・コーヒーフィルターを使ったにじみ絵遊びを体験、お母さんたちは

マーブリング液を使っての活動を考えています。染めた紙を使った七夕の飾り制作に利用していきたいです。 

⑤ 企画について 

→例えば「学生と遊ぼうタイム」など、空き時間に学生たちに子どもたちが遊んでもらうようなことがあると

嬉しい。たいむの常連の獲得にもつながるし、子どもたちにもっと触れたいと感じている学生にとっても楽しい

のではないでしょうか。また、家庭ではできないようなダイナミックなシャボン玉、ボディーペイント、スライム、

新聞紙遊び、野菜スタンプなど、短大の先生方の企画もあればさらによいと思う、というご意見もありました。 

⑥ その他 月末にたいむを育てる会を開き、翌月の予定の確認し、お便りに反映していく。 

次回は、６月 26日（水）11:00-12:00 



 Episode【事例】                                                                              

◆ 子どものあそびと大人のかかわり ◆ 

ある日の午後、４歳の T くんが壁倒立をしていると、それを見ていた４歳の Y くんが「オレだって！」と壁に

足を上げて壁倒立・・・？壁倒立は背中と壁が平行になりますが、お腹と壁が平行に

なりました（以下、壁逆立ち）。Y くんは「出来た！！」と大喜び。そこに、４歳の C ちゃん

も「Cちゃんもできるー！」と加わりましたが、「なんか違うような・・・」と難しい顔をしな

がらその様子を見ていた T くん。しかし、状況を察した T くんのお母さんが「トンネル

通りまーす！」と二人の下を通り抜けトンネルあそびをしました。すると、T くんも笑顔に

変わり、「ぼくも！」と壁逆立ちでトンネルに。 

その様子を見ていた３歳のHくんも「やりたい！」と真似をしてみましたが、お兄さん

お姉さんのように長くできず、お母さんが通る前に崩れてしまいました。何度か挑戦

するも、やはり耐えられず…。そこで、お母さんは「足を広げて立ってみて！」と言うと、

持っていたオーボールを４人の足の下に転がしました。最後まで転がると、「すごい！

もう一回！」と C ちゃん。今度は、列の後ろの人が転がし、前の人がキャッチして後ろに回るなど、工夫して

あそぶようになりました。初めは４人でしたが、３歳の K ちゃんも

あそびたいけど、恥ずかしいという気持ちと葛藤していましたが、

お友だちのHくんの楽しそうにあそんでいる姿に、「いれてー！」と勇気の

一言。Kちゃんも楽しそうにあそびの輪に入る事ができました。 

しばらくあそび続け、片付けの時間がやってきました。気付くと、H くんが

壁逆立ちにリベンジしてい

ました。「こうだよ！」とYくんが

隣で手本になってくれました。真っ赤な顔をしながらも、頑張る H くん。

H くんのお母さんがオーボールを転がしてくれ、10 秒くらい耐える

ことができるようになり、H くんも満足そうでした。 

 T くんのお母さんが、最初のやり取りで T くんの心のざわつきや、 

YくんとCちゃんの出来た気持ちを汲み取り、そこからあそびへと発展

したからこそ、最終的に異年齢の子が混ざってあそぶことができたのだと思います。そして、子ども同士であそびが

展開されていくことも面白いですが、年齢によっては、大人がきっかけであそびや子ども同士のかかわりが

広がっていくことも大切なことだなということを、T くんのお母さんのかかわりを見ていて感じました。 

 

 Report【報告】                                                                                  

◇ みんなのはたけに野菜を植えました ◇ ５月８日（水） 

 ４月の投票で決定した野菜（ミニトマト、枝豆、ポップコーン）とさつま芋の苗を植えました。 

当日は、五月晴れの過ごしやすい天候となり、集まってくださった親子の皆さん、お手伝いに来て下さった

お母さん、卒業生、池谷ゼミの学生と午前中いっぱいかけて４種類を植えました。子どもたちも、お母さん

や学生と苗を持って一緒に植えたり、種を蒔いたり、土をかけたりとできることを楽しみました。 



 しかし、その後の大雨強風でミニトマトの苗が1本折れてしまい

ました。野菜を育てる大変さを感じつつも、どうにかできないか

と思い、本学の教員にアドバイスをいただき、折れた上の部分

を水栽培にし、復活させようと奮闘中！残った根の部分はその

まま植えておくと、数日後に土から新芽が出てきました！植物

の生命力の強さを感じつつも、水栽培の方も、根っこが出て

くれば一安心なのですが、いまだに出ず・・・もう少し様子を見ようと思います。 

 今後、野菜の生長の様子は、Ｆａｃｅｂｏｏｋでお知らせします。  

合わせて、来室の際は、中庭へ出て、野菜の様子を見てみて

下さいね。植えた野菜もスクスクと生長をしていますよ！ 

そして、今回は苗植えまでのお知らせ期間が短く、申し訳

ありませんでした。収穫の際は、早めにお知らせいたします。 

 

 

◇ うたとおはなしのひろば ◇ ５月１５日、２２日、２９日 

 池谷ゼミの学生による「うたとおはなしのひろば」が３回開催されました。学生たちは始まる前、緊張している

様子がありましたが、参加してくださったお母さん方の優しい眼差しや、子どもたちの

何が始まるのかという期待感が伝わり、本番が始まると、次第

に緊張も解れ、その場の子どもたちの反応に合わせ、臨機応

変に演じ、いつの間にかたくさんの笑顔が溢れる場となりました。 

 また、参加した子どもたちも、お母さんの膝の上でゆったりとし

た気持ちで絵本を観ている子や、大きな布を使ったわらべう

たあそびを学生やお母さんの真似をしながら一緒にしようとす

る子など、その子によって参加の仕方も様々でした。 

次回は７月を予定しています。楽しみにしていてくださいね♪ 

 

 

 Info【情報・お誘い】                                                                                 

◆ 水あそびが始まります ◆ 夏を先取り！お湯も出ます！ 

 今年も水あそびの時期がやってきました。 

水あそびが好きな子、初めてのお子さんもたいむでお水デビューしてみませんか。 

＊外気温が２５℃以下の日は、水あそびを行わないことがあります。 

＊まいぺーす・まいすぺぇすの日は行いません（※予定表の水鉄砲マーク     を参考にしてください） 

 

 

 

 

【日程】６月 6日（木）〜 天気の良い開室日 

【時間】10：00〜15：00 

【場所】短大 中庭 

【持ち物】タオル・水着（水あそびパンツ）・サンダル等 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆リズム室であそぼう◆ 

巧技台やマット、トンネルなどを使って梅雨時期も室内でもたくさん身体を動かして

あそびましょう。たいむ会員以外のご参加も大歓迎です。 

【日 程】６月 20日（木） 

【時 間】１０：１５〜１１：３０ ※終了後は通常通り開室します。 

【利用料】１００円（保険料）（初めての方、半年・年間会員は受付のみ） 

【場 所】短大２号館 １階リズム室（附属幼稚園の隣り） 

【持ち物】必要に応じて着替え・タオル・飲み物等 

      ＊大人も子どもも室内履きがあると便利です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆プラバンでオリジナルグッズを作ろう◆ 

プラバンをやったことがない人でも大丈夫です！これからの時期、お子さんの

好きな絵で作ってプールバッグに付けても良いですね♪お互いお子さんを見

合いながら作ってみませんか。 

【日 時】6月１８日（月）〜6月 22日（金） 10：00～11：30予定 

【参加費】無料    

【持ち物】プラバン・色鉛筆・ポスカ・油性ペンなど各自必要に応じて。 

作りたい図案のコピーなど（焼くと 4/1位に小さくなります） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆くるみボタンを作ろう◆ 

ヘアゴム、道具袋や洋服のアクセントにくるみボタンを作ってみませんか。キットを使って簡単に作れます！ 

【日 時】6月 19日（火）〜6月 22日（金） 10：00～11：30予定 

【参加費】くるみボタン１つ２０円  

【持ち物】 作りたい柄があれば、38㎜の大きさで 8㎝×8㎝の布、27㎜の大きさで 7㎝×7㎝の布を作り

たい個数分ご用意ください。たいむでも、チェック柄やドット柄などの布を用意しています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆にじみ絵あそびをしよう◆ 

 天気のよい日に中庭で、子どもたちは和紙・コーヒーフィルターを使ったにじみ絵遊びを体験、お母さんたち

はマーブリング液を使って和紙を染めてみませんか。染めた紙は今後予定している七夕の飾り制作に利用で

きればと思っています。もちろん、お持ち帰りも大丈夫です！！ 

【日 時】6月 25日（火） 10：30～11：30 

【参加費】無料 

【持ち物】汚れても良い服装または水着（水あそびパンツ）、必要に応じて着替え、タオル、飲み物、サンダル 

※ 大人が使用するマーブリング液は洋服に付くと落ちにくいので、汚れても良い服装またはエプロン

着用をおすすめします。 

 

 



 

…オープンスペース（10:00-16:00）    おやこのじかん・・・予約制           ・・・水遊びの日 

★…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。             

6月の No car day…（🚙）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。  

6月の休業日…14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 
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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 
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