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 Lead【ニュース】                                                                  

１０月は「いもほり」に始まり、「収穫祭」に終わるという秋の味覚を存分に味わう「たいむ」になりました。いもほり

では、「いも」よりも「虫」を探して喜んでいる子どもたちもいて、そのような子どもの姿を見て「一人ひとり楽しんでい

ることは違うけど、みんな楽しそうでよかったです」との感想が学生から聞かれました。「いもほり」というと芋を掘らな

ければ、、、と大人は考えてしまいますが、子どもたちは、虫や葉っぱ、穴を掘ること、お姉さんとの芋づるの引っ張り合

いをしたり、それぞれが自分の興味を持ったことにじっくりと取り組めるといいですね。 

 

  例年行っている学生主催ひろばの企画を今年も行います。今年は、池谷ゼミの８名（女子８名）が、月に１回、学生

の広場を運営します。この活動は、学生がゼミ活動の一環として行う広場で、学生自身が企画を立てて、準備し、実

践します。（初回は１１月 19日になります） 

学生は、子どもたちと遊び、保護者のみなさんから話を聴くことを望んでいますが、初めは慣れないこともあるかと思

います。ぜひ、いろいろとお声かけいただけると幸いです。なお、教育・研究のため、学生の学びのためビデオ・写真等

を撮影させていただきます。どうぞご了承ください。 

開催時間    １０：００－１６：００ （たいむ非会員も参加できます） ※費用は無料 

スポットタイム   ２回のスポットタイム（プログラム）を行います。   午前 １１：００頃 ／ 午後１５：００頃  

開催日の予定 （いずれも火曜日） １１/１９  12/１7 1/21 (月１回程度) 

＊なお、活動は一斉的に行わず、やりたい子どもが参加できるような内容にします。 

【目的】 

学生自身が企画を立て、実践することを通して、保育者や社会人となってから必要となる力を培うために行います。こ

の活動には、通常のスタッフは関わりません。そうすることで、自らが責任と主体性を持った現場体験を行います。さら

に、仲間との協同体験を通して、協調性や協同性を培うことを目的とします。 

 

池谷ゼミの学生は、前期の４月から７月の「うたとおはなしのひろば」、７月「流しそうめん」、８月「小学生たいむ」「学

園祭」、１０月「いもほり」「収穫祭」などにも参加してきました。いままでの「たいむ」での活動を振り返りながら、子ど

もたちとの活動を考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

第４回 たいむを育てる会 議事録 

2019年 10月 1日（火） 11:00-12:00 

出席者 ：小池さん、柳さん、深山さん、中嶋さん、宮崎さん、池谷、東 

１． ９月の台風の状況について ⇒非常時に役立ったものを書き込み、共有できる掲示板をつくる 

２． １０月の行事予定について（芋ほり、リズム室あそび、収穫祭の内容について）、まんぷくカフェ（10/18）の詳細 

３． １１月の行事予定について（育てたい冬野菜を考える、ママ企画募集について：クッキング、チクチク、ママから 

伝える会など、クリスマスに学内の音楽の先生にコンサートをお願いしたい） 

４． 掲示板の案： ①「先輩ママに聞いてみよう」（幼稚園選び、子育てのことなどを聞けるように） 

  ②「譲ります、譲ってください」（子育てで短期間しか使わないものを共有しよう！） 



 Episode【事例】                                                                         

■ ぱうぱう ■ 

 10月17日(木)朝、ぱうぱうの水槽を覗くと、普段なら顔を近付けると見上げてく

れるぱうぱうが、水槽の下の方でまったく動きません。少し水槽を叩いても反応せ

ず、スポイトで体を突いてみても動かず…。 

 余りにも突然の出来事で、Ｆａｃｅｂｏｏｋでもすぐにお知らせしましたが、ぱうぱうに

お別れを言いに来室された方から、「昨日からいつもと様子が違う感じでした…」、

「じっとして動きが鈍かった…」と。 

急ではありましたが、その日、来室された親子と一緒に

ぱうぱうのお墓を作りました。お花に囲まれ、動かないぱうぱうを見て、年長児の中には、

ぱうぱうが亡くなったという事が理解でき、悲しむ子もいました。２歳児でも、“亡くなる”と

いう事が分からなくても、“いつも動いていたぱうぱうがもう動かない”ということが何とな

くでも分かった子もいたようでした。 

 

 ぱうぱうが寂しくないようにと、中庭のミカンの樹と樹の

間にお墓を作り、一人ひとり手をあわせているとき、ふと I

君が「東さん、一人になっちゃって寂しい？」と聞かれました。もしかしたら、I君にとって

ぱうぱうは、スタッフの相棒と思っていたのかもしれません。その質問に、今まで堪えて

いたものが込み上げてきましたが、「そうだね…すごく寂しいね。」と精一杯答えると、I

君も「僕も…」と悲しい顔をしていました。 

 “死”についての理解、感じ方は、個人差が大きくあると思いますが、大人や友達が

悲しむ姿を見て、言葉では説明が難しい何かを感じ取った子もいたと思います。 

ぱうぱうがたいむの仲間になったのは 2015年 5月 8日(金)。いままで、たいむの仲間でいてくれでありがとう。 

 Report 【報告】                                                                        

◇ 芋ほり＆収穫祭 ◇  

 10月８日（火）収穫祭に向けて芋ほりを行いました！天気も良く、中庭で絵本を見て

から芋ほりスタート。初めは、芋のツルを刈るのに大人がひと汗流しました。その間、子

どもたちは、虫を探したり、砂遊びをしたり学生と一緒

に楽しみました。 

思いのほか、ツルがよく伸びていたので芋の成長が

心配でしたが、掘り始めると、大きな芋から小さな芋ま

でたくさん姿を見せてくれました！サツマイモは収

穫してから１～２週間寝かせると甘みが増すという

ことで、収穫祭まで寝かせることに。 

そして、10月29日（火）いよいよ収穫祭当日…が、あいにくの空模様。一時は、

室内プログラムを行いましたが、急遽タープを張り、火を熾し焼き芋とまきまきパ

ンを行いました。室内と中庭を有効活用しながら、収穫したサツマイモやポップコ

ーンを美味しくいただきました。 



ポップコーンは、実際に子どもたちの前でフライパンに透

明の蓋をして種が弾ける様子を見ました。子どもたちの多く

は、とうもろこしを乾燥させたものがポップコーンになると思

っていたようですが、実際は、とうもろこしの形でも、はじめ

から種が固いこと、それをさらに乾燥させ、火にかけるとその

種が弾けてポップコーンになるということが、今回の体験で

分かったようです。黄色の種がいつも食べているポップコー

ンに変わる様子に、「あっ！ポップコーンになった」と、子ども

たちも驚いていました。この姿を見て、野菜を植え、育て、収穫して、食べるというサ

イクルを一緒に体験でき、良かったと思いました。 

また、火に触れる機会が減りつつある中で、火の怖さ、扱い方を知るためには

やはり実際に体験することが大事だと思います。今後も、焚火に触れられる機会

を活動の中で組み込めたらと思っています。活動内容が都度変わり、皆様にはご

迷惑をおかけしましたが、臨機応変に対応くださり、ありがとうございました。また、

お手伝いいただいた皆様にもお礼申し上げます。 

 

 

 ◇ リズム室あそび  ◇ 10月 9日（水） 

池谷先生によるリズム室あそびは、楽器に触れてみました。バチを持って思い切り叩

いたり、スライドさせたり、思い思いに楽しんでいました。しばらく楽器に触れた後は、

２つに分かれて即興アンサンブル♪お母さんたちが一人ひとり違うリズムを刻み、池

谷先生がメロディーをあわせると、素敵な演奏にな

りました。即興アンサンブルと聞いて少し緊張をした

方もいたと思いますが、演奏しているうちに、一体感

が生まれ一つの演奏になった時、自然と笑顔がこぼれていました。 

 「楽器に触れるのは学生ぶり」と話すお母さんもいましたが、お母さんたちのための

リズム室あそびも良いなと感じました。 

 

◇ おはなしのかばん ◇  

 「このかばんは、色々なおはなしの国を旅してきたかばんです。このかばんの中

には素敵なおはなしが入っています‥‥‥」と、始まった図書館高森先生による

おはなしのかばん。 

 毎月２回（水・木）13：00～13：20で行っています。 

 お子さんだけでなく、大人の方も素敵なおはなしに出会ってみませんか♪ 

 

 

 

 

 

 



Info【情報・お誘い】                                                                       

◆ からだであそぼう！ ◆  

短大教員田中先生と一緒に、親子でからだを動かしてあそびましょう！ 

【日 程】11月７日（木） 

【時 間】10：30～11：30 ※終了後は通常通り開室します。 

【利用料】１００円（保険料）（半年・年間会員は受付のみ） 

【場 所】短大講堂（たいむの上の階です） 

【持ち物】室内履き・必要に応じて着替え・飲み物等 

 

◆ 学生企画が始まります ◆  

池谷先生ゼミの学生が企画中！！楽しみにしていてくださいね♪ 

【日 時】11月 19日（火） 

【時 間】10：00～16：00（予定） 

※詳細が決まりましたら、Ｆａｃｅｂｏｏｋ・たいむ掲示板でお知らせいたします。 

 

◆ ママのための制作 ～トランスパレントスター～ ◆  

 ドイツではクリスマス飾りとしてポピュラーなトランスパレントスター。同じ形に折った薄紙を

重ねて貼り合わせてできます。複雑そうに見えて、実は簡単！窓に飾ると、透け感がとてもお洒

落です。お部屋のワンポイントに作ってみませんか♪ 

【期 間】11月 18日（月）～12月 13日（金） 

 ※開室時間内であればいつでも作れるように準備しておきます。 

 

◆ ママ企画 第一弾 ◆   

 「赤ちゃんとおむつのはなし」 

 お子さんの「排泄の自立」について考えている方がたくさんいらっしゃると思います。他の家庭ではどうしているのか、

ちょっと気になりませんか？おむつなし育児に取り組まれているお母さんのお話や。みなさんの家庭でのトイレトレーニ

ング方法など、おしゃべりしながら情報交換しませんか♪ 

【日 時】11月 28日（木） 

【時 間】10時 30分くらいから 11時 30分くらいまで（途中参加、途中退室も大丈夫です） 

【場 所】育ちあいのひろば たいむ 

 

 

 

 



 

…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・LAULE′A） 

＊授業の関係で来校しない場合があります。             

11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。  

11月の学食休業日…8日（金）、22日（金）、29日（金） ※営業時間 11：30～13：30 

（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） 

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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