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 Lead【ニュース】                                                                  

12月になりました。今月は様々なクリスマス企画が目白押しです。 

先月から続いているトランスパレントスターは、私が 20 年ほど前にドイツに住んでいたときに、各家庭の窓辺に飾ら

れていて驚いたものでした。私が住んでいたハンブルクはドイツ北部にあり、緯度でいえば北海道よりも北に位置す

るため、夏は22時過ぎまで明るくゆったりと過ごせる代わりに、冬は日照時間がとても短く10~14時くらいまでは明

るいのですが、ほぼ薄暗さや暗闇の中での生活でした。そのようなドイツでは、12月1日から始まるクリスマスマーケ

ットが冬の楽しみで、街の中心部の市庁舎前の広場にはたくさんのお店が並びます。木製のツリーの飾り、キリスト生

誕の人形（クリッペ）、ローストした甘いアーモンド、温かいワイン（グリューワイン）のお店と一緒に、地元の合唱隊や

吹奏楽団がクリスマスの音楽を奏でます。 

   
画像 tabinaka.co.jpの HPより 

24日の朝に生木のもみの木を買いに行き、自宅で飾り付けをして、夜は家族だけで静かに夕食をとり、歌をうたい、

手作りのクッキーを食べて過ごします。深夜０時に教会での礼拝に出る人もいます。プレゼントは 25 日の朝ツリーの

下に置いてあります。家族全員分のプレゼントをお互いに用意するので、子どもも、お父さん、お母さんへの手作りの

プレゼントを作ります。このプレゼントも、クリストキント（キリスト）からの贈り物という位置づけで、ドイツではサンタク

ロースのモデルとなったSt.ニコラウスという聖人が12月６日に子どもたちの長靴に、みかんやくるみなどのプレゼン

トを届けます。一方、悪い子にはクランプスという悪魔が木でできたムチを長靴に入れるので、12月６日前になると子

どもたちはみんないい子になります。地域によってはクランプスではなくループレヒトになります。 

  

クランプス         ループレヒトとニコラウス 両画像（wikipedia より） 

 

ちなみに、赤い服を着たサンタは 1931 年にアメリカのコカコーラ社が宣伝で、コカコーラのイメージカラーの赤で

サンタクロースのイラストを描いたことが始まりです。短大生の授業では、サンタクロースやハロウィンの本来の意味

について「こどもと文化」の授業で触れて学んでいます。 

さて、池谷ゼミによる学生企画がスタートしました。昨年の石井ゼミから引き継いだ形での学生企画ですが、初めて



のことなので８名の学生と教員で話し合い、スタッフに相談しながら進めています。初回の 11 月の企画については、

どんなことをやってみたいか話し合った結果、触感を体験できる企画として「片栗粉を触ろう！」「スクイーズを作ろう」

と造形的な遊びである「木を作ろう」という３つの内容になりました。片栗粉は、水に溶かしたものを洗面器に入れた

中に手を突っ込んでゆっくり動かしてみたり、表面をグイっと押してみることでその硬さの違いを手で感じたり、スクイ

ーズは風船の中に様々な素材を入れて、中に入っているもの（小麦粉、片栗粉、ポップコーン、お米、あずき）を当てて

みることを楽しんだり、木については造形室で学生が作った色とりどりの画用紙や花紙などの素材を使っての葉っぱ

づくりを楽しむ、という３つの思いを持って取り組みました。しかしながら、各コーナーを担当者する学生の役割、当日

の環境構成（部屋の配置）、ねらいに対してどのように子どもたちに活動の楽しさを伝えるか（言葉掛け）、保護者の

方々も楽しめるような空間づくり、活動を行なったコアタイム以外の学生の在り方、役割など、「どうしたらよかったの

か」という反省やふりかえりが学生から出てきました。 

12 月は、クリスマス企画ということでクッキー作りなどを、そのほか音楽の授業の発表を昼休みのランチタイム・コン

サートとして予定しています。みなさんが参加されてのご意見・感想も頂ければ、次回にいかしていきたいと思います。 

 

11月の運営委員会 議事録 11月 6日（水）11:00-12:00 

１． お母さんたちの製作：トランスパレントスター、リースなどの予定。ほかにアイディアがあれば、ぜひ出してくださ

い。 

２． 学生企画：池谷ゼミ（火曜全日）、田中ゼミ（金曜：遊びに来たり、講堂での体遊び） 

３． クリスマス会の内容 

昨年の内容について聞き取った後で、前半はテーマトーク、後半はプレゼント交換とお茶会。参加費は 200 円

(ケーキ+飲み物代)、800円相当のプレゼント持参で決定！ 

４． １月末におもちつき、先輩ママに幼稚園の生活を聞こう会などを企画する予定。 

５． 運営委員会のお母さんたちがジャパンミート の１％クラブに＜育ちあいの広場 たいむ＞という団体名で申し込

みました。ご協力よろしくお願いいたします！  

 Episode【事例】                                                                         

■ “自分で”できた！！ ■ 

 今まで、ＬａＱであそんで作るのはオリジナルの立体的な何か（乗り物に見立てたり、生き物に見立てたり）や、付属

品の説明書に載っている平面図を見本にして具体的なもの（トンボ・蝶々・犬等々）でした。 

 ある日、カード・ボードゲームコーナーのテーブルでＳ君（２歳）とＬａＱであそんでいる時に、「これ作って！」と図面を

見せて頼まれて作った立体のトンボ。出来上がる頃には、Ｓ君は違う遊びに行ってしまい、出来たトンボをどうしようと

思っていたら、Ｋ君（年長）が、「これであそんでいい？」と来たので、渡し、

ＬａＱの片付けをしていると、「私（僕）にもトンボ作ってー！」とＹちゃんとＩ

君がこちらに向かって来ました。二人分作ったら時間が掛かってしまうし、

きっと他にも作って欲しい子も出てくるだろうし…」と、どうしようかと思った

時に、普段、ＬａＱであそぶ姿があった二人だったので、「二人ならきっと自

分でも出来るよ！一緒に一つずつ作ってみない？」と提案すると、二人とも

「やってみる！」と挑戦することになりました。 

 まずは平面な部分（胴体パーツ）から作ることにし、図面を見ながら、「こ

のパーツが何個いるか数えてみよう」というところから始まり、連結パーツ

にも種類があるので、「どの連結パーツが使われているか太さや曲がって

いる向き（角度）をよくみてみよう」と図面をじっくりみながら取り組めるよ
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ＬａＱホームページより引用 

http://www.laq.co.jp/about/parts3-4.html
http://www.laq.co.jp/about/parts6.html


うに声を掛けました。胴体の次は羽、羽の次は頭…と順番に進

めていきましたが、やはり難しかったのは、立体に作る頭のパー

ツでした。球体を作るには図１のパーツを使わないといけない

のですが、斜めにさし込まなければいけないので、図２や図３の

ようにまっすぐ力を入れてさし込むパーツよりも連結させること

が難しいようでした。連結させようとしても、ズレてしまい何度も繰り返しているうちに、「でき

ないよ〜やって〜」と何度も頼まれましたが、「もう少しだけ、頑張ってみよう！自分でできたと

き、嬉しいよ。」と励ましながら作り進めた結果、立体のトンボを最初から最後まで大人の手

を借りることなく、自分の手で作ることが出来ました。「できた〜！！」と喜ぶ顔を見て、こちらまで嬉しくなりました。出来

たトンボを持ってお母さんに「自分で最後まで作れたよ！」と見せに行くと、そのお母さんも完成までのプロセスをこっ

そり見守っていたので、自分でできた結果よりも、プロセスの部分をたくさん褒めてくださっていました。 

 トンボを作ってから何週間か経ちましたが、あそんでいる途中で壊れてもそのままにせず、直したり、改良したりしな

がら自分で作ったものを大事にしています。 

 私自身も途中何度か手を出しそうになりましたが、それをしてしまっていたら、「自分で作れた」の「自分で」の達成

感の部分が得られなかったかもしれません。プロセスの部分を大事にした結果が、今回の達成感に繋がったのはで

はないかなと思います。あそびでも、生活面でも“つい”大人が手を出しそうになってしまう場面があると思いますが、

“グッ”と堪える事でこどもの“できた”が一つ増えるかもしれないですね。 

 

 Report 【報告】                                                                        

◇ からだであそぼう！ ◇ １１月７日（木） 

 短大教員田中先生と一緒に、たいむの一つ上の階の講堂でからだを使ったふれあいを中心に

あそびました。まずは、自由にジャンベに触れた後、四方八方に置かれたジャンベをお母さんと一

緒にお散歩しながら鳴らしにいきました。ダイナミックに叩く子もいれば、優しく叩く子もいて、様々

な音が響き合っていました。 

次に、ママが伸ばした腕を子どもが下ろしたら今度は反対の腕を伸ばし、下ろしたら足を伸ばし

たり…と、からだの色々な部分を伸ばしたり、子どもは下ろしたりしながら繰り返しあそびを楽しん

でいました。途中、田中先生の体の柔らかさに、お母さんたちも「すごーい！」と驚き、逆

に子どもは、「お母さんも同じことが出来るはず！」と思ったのか、お母さんのからだをグ

イグイ押し「これ以上無理だから〜(汗)」というやり取りをしている場面がありました。 

 他にも、絵本をみた後に、その本に出てきたものになりきって講堂中を動き回ったり、シ

フォン(柔らかい素材の布)を使ってあそんだり、子どものからだを野菜に見立て、塩もみ

野菜を作ったり(わらべうた)と活動は５０分程ではありましたが、様々な年齢の子どもた

ちが集まる中、それぞれのペースで活動に参加できたと思います。 

 

◇ みかん大収穫 ◇ 

台風や大雨の影響でみかんの生育が心配されましたが、思いのほかたくさんの

実が生り、不要なものは強風の影響で自然に実が落ちた分、残った実がスクスク成

長しました。 

子どもたちは、今か今かと食べごろを待っていましたが、ある日、待ちきれず緑の



部分が残っていても「黄色くなっているから大丈夫！」と収穫し始めました。収穫したも

のをたいむのテーブルに並べ、「１、２、３・・・・」と数えていくと、この日採っただけで 54

個！！！！楽しくてついたくさん採ったようです(笑)中には、顔をくしゃくしゃにするくらい

酸っぱいものもありましたが、今、生っているみかんは濃いオレンジ色をしていて甘くて

美味しいです。そういう経験をしながら、美味しいみかんの見分け方を覚えていくので

しょうね♪ 

 

◇ ママ企画 「赤ちゃんとおむつのはなし」 ◇ １１月２８日（木） 

 あそびに来てくださるママからの一声で実現したママ企画、「赤ちゃんとおむつのはなし」が行われました。「赤ちゃ

ん」と書かれていましたが、乳児のいる家庭だけでなく、様々な年齢のお子さんがいるマ

マが参加してくださいました。企画してくださったママが実際に取り組まれているおむつな

し育児の話はもちろんですが、他にも紙おむつの良いところや気を付けなければいけない

ところ、そこから介護おむつや女性の体や生理用品の話等々、普段気になっているけれど、

話をする機会が無いと話さないような話、誰に聞けばよいか分からないような話をするこ

とが出来ました。 

当初は一時間程度の会を予定していましたが、話が弾み、気が付くと一時間半経っていて驚きましたが、「また、企

画して欲しいと♪」という声が上がるくらい盛り上がりました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Info【情報・お誘い】                                                                       

◆ 【お母さんの】クリスマス会 ◆  

 今年も、お母さん方に向けたクリスマス会を企画しました。趣味や育児のはなし、我が家のクリスマス・お正月事情や

冬休みの過ごし方・・・などをみんなでお茶をしながら話しませんか♪ 

おひとりでも、お子様連れでも大丈夫です！ご参加お待ちしています♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ クリスマスリースを作ろう ◆  

各自必要な材料を持参してオリジナル作品を作ろう♪ 

 

【日 時 】 １２月１６日（月）〜１２月２０日（金）  １０：００～１１：３０ 

【場 所 】 たいむ 

【持ち物】 リースの枠（たいむにもお芋掘りのときに作ったものが数個ありますので、ご利用ください） 

各自必要な飾り（リボン・毛糸・どんぐり・松ぼっくりなど） 

        ・グルーガンがあると付ける時にとても便利です。たいむにも数本用意しています。 

        ・グルーガンのスティックは、たいむにあります。 

 

◆ 第二回 池谷先生ゼミ企画 ◆  

 １２月１７日（火）１０：００〜１６：００に学生たいむを行います！ 

 詳細は、Facebook とたいむ掲示板にてお知らせいたします。 

◆ たいむ冬季休業期間について ◆   

 １２月２０日（金）まで通常開室。２３日（月）・２４日（火）は、環境整備と大掃除のため、閉室。また、短期大学の休み

に伴い、１２月２５日（水）〜１月５日（日）までお休みをいただきます。 

 １月６日（月）は、おやこのじかん、通常開室は１月７日（火）からとなります。 

◆正月を祝おう◆  

 ２０２０年１月７日（火）無病息災を願って食べる七草がゆを食べながら、お正月の風

習や由来などみんなで日本の文化に触れてみませんか。お昼頃、たいむで七草がゆを

食べましょう。どうぞお楽しみに！！ 

【日 程】１２月１２日（木） 

【時 間】１０：３０～１２：００ 

【参加費】２００円 ※お菓子・お茶付♪ 

【場 所】たいむ 

【持ち物】８００円相当のプレゼント 

ラッピングをして当日受付にお持ちください‼ 



 

…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。             

1２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。  

1２月の学食休業日…なし ※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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リース作り

【お母さんの】クリスマス会 申込期間（６日まで）
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