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 Lead【ニュース】                                                                  

◇ 学生参加企画 ◇  

１ 石井ゼミ 

 昨年に引き続き、石井ゼミ生による学生主催広場の企画を行います。今年は、６名

（女子 ６ 名）のゼミ学生が、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す。学生自身が企画を

立てて、準備し、実践します。（初回は 10月 30日） 

学生は、子どもたちと遊ぶことを求めていますし、保護

者のみなさんから話を聴くことを望んでいますが、はじめは慣れない点も多々あるかと思

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。どうかご了承ください。 

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

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） 10/３０ 11/２０ 12/１１ 1/２９ (月１回程度) 

＊なお、活動は一斉的に行わず、したい子どもから行います。 

◆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、実習のような“従属的”な現場体験ではなく、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。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 池谷ゼミ 「うたとおはなしのひろば」 

 池谷ゼミでは、前期より読み聞かせを行っています。１０月の予定は、１０月２３日（水）１３：００～となっています。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 まんぷく cafe 

 「まんぷく cafe」にも、2年生のフ

ィールドワークの学生やボランティ

アの学生が参加しています。子

どもたちと遊んだり、準備や配膳

などをしたりします。 

  



 Episode【事例】①                                                                

                     ■ 子どもの観察力からの学び ■ 

 先日、お友だちとたいむに来室した年少組のＴくん。「そんなこと、考えもしなかった」と

お母さんたちの会話が聞こえてきました。一体、どうしたんだろうと話を聞いてみると、「う

にって、目があるのかな」とＴくん。 

想像もしない問いかけに、しばらく固まったスタッフ。知識が全くなかったので、図書

館の図鑑を何冊か利用し、さっそく調べてみることにしました。 

 うにの写真や種類は載っているものの、細かい部分に触れている図鑑は少なく、い

つの間にかみんなで夢中になって調べる姿が見られていました。何冊か調べて見たも

のの、目については残念ながら書かれておらず、そのかわりにウニには口があり、かなり硬いものでも食べられる事がわか

りました。最終的には、分からずネットに頼ってしまいましたが、ウニには目の機能を持つ器官はないが、トゲに当たると光

を感知し、体全体が一つの目のような動きをすることが分かったと書いてありました。 

 Ｔくんは、生き物や動物が大好きで家でも図鑑をよく見ているとの事でした。 

大人になると、どうして？なぜ？の気持ちを忘れてしまい日々の忙しさから毎日

が同じような風景に感じてしまいがちですが、たいむのスタッフになってから、子ども

たちのなぜ？知ってる？こうじゃない？の問いかけに時に感動したり、うなずいたり

色々考えさせられる事の方が多く、子どもって本当にすごい力をひとりひとりが持っ

ているんだと感じた瞬間でした。                               （引用 小学館ＮＥＯ） 

 Episode【事例】②                                                                

 ７月にフェルトで遊べる玩具を作る機会がありました。年少組のＣさんが、はらぺこあおむしの歌が大好きで「家で大熱

唱をしてるんです」とお母さんが話してくれました。ちょうど、はらぺこあおむしの糸通しの玩具もあったため、お母さんは、「頑

張ってみます」と作り始める事になりました。 

 家では家事・育児があり、なかなか思うように進みませんが、たいむには沢山の目があるので毎日少しずつ作っては完

成を楽しみにしていました。Ｃさんには内緒で作っていたため、出来上がった作品を見て大喜びしたのもつかの間「お母さ

ん、これ絵本と同じ？体と顔の向きが違う」と訴えてきたそうです。たいむに、数年前から置いてある玩具で、私も利用者

時代作りましたが違和感はありませんでした。お母さんはまた作り直し、Ｃさんは大満足。はらぺこあおむしの歌を歌いなが

ら毎日の様に遊んでいる様です。今回の事からも子どもの観察力の凄さに驚かされると共に、同じ目線で関わる事で大

人が見えてくる物も変わってくると実感しました。                                               

（村上） 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

エリック＝カール               たいむにある玩具           リクエストにて作り直した玩具 

 



 Report 【報告】                                                                

◇ スライムづくり ◇ ９月１1 日（火）   10：30〜11：30 

 当日の天候があまり良くなかった為、室内にて行いました。９組２２名の参加となりました。 

作り方は水、洗濯のりを同じ分量入れ、良くかき混ぜます。今回は、食紅で色をつけそこに 

ほう砂を入れていくと・・・スライムの完成です。一見、水の様な溶かしたほう砂を入れる事で、みるみる内

に固まる様子が親子にはとても不思議だった様で「わーっ」と歓声があがっていました。                 

ひんやりとした感触と、吸い付くような手触りに 1時間以上集中している子と 

感触が苦手て眉間にしわを寄せる子とタイプが様々でした。 

カップや入れ物を用意すると、そこから見立て遊びやごっこ遊びにまで発展していき

ました。家ではなかなか出来ない活動を今後も取り入れられたらと思います。 

 

 

◇ 新しいカードゲームが仲間入り ◇  

 利用者の方から、小学生や幼稚園児も参加出来る楽しいカードゲームがありますよと 

先日、教えていただきました。 

実際に持ってきてもらい、お母さん方と見ていくつか購入を決めました。 

 簡単な物は２歳児から一緒に参加でき、異年齢の交流にも繋がると思い

ます。 

難しい物は、小学生がかじ取りをしてくれる事で、幼稚園児も参加しやすくなる

と思います。たいむ、まんぷく時に活用し、少しづつ浸透していけばいいなと思

います。 

 

 

◇ 第 4 回 たいむを育てる会（運営委員会） 議事録 ◇  ９月 4 日（火）１0：３０～１1：3０  

 

１．１０月の行事予定 

・イベント（食材、準備のいるもの）は、およその人数把握のため、予約制にしてはどうか  

  それに伴い、イベントなどのお知らせを早めに掲示する。（おたより、たいむ室内でポスター掲示、ｆａｃｅｂｏｏｋ等） 

・秋祭りの内容について検討 

少しでも多くの利用者が参加できるよう、秋休み（小学生）運動会の代休辺り（未就学児）の日程 

調整をしてはどうか。石井ゼミとコラボ企画はどうか 

 食べ物、ゲーム内容の検討、準備物、制作物の確認 

・その他 

   後期より石井ゼミによる学生主催広場の企画を行う 

   池谷ゼミによるうたとおはなしのひろば 再開予定                             次回は 10 月上旬 

 

 

 



 

Info【情報・お誘い】                                                              

◆後期（10月〜3月）半年会員の更新について◆ 

 10月は、半年会員の更新月です。後期、半年会員を希望される方は会員費 1000円をいただきます。 

前期（4月〜9月）に一日会員で利用していた方も半年会員に変更が出来ます。 

3月までに 10回以上、たいむを利用される方にお勧めです。    

 

◆ 中庭であそぼう◆  

片栗粉あそび、しゃぼんだまなど秋の訪れを感じながら、親子で遊びませんか。 

                                                 

【日 時】 １０月 4日（木） １０：００～１1：3０ 

※雨天は中止 

【場 所】 短期大学 中庭 

【持ち物】 着替え・タオル・飲み物など 

※ 汚れても良い服装での参加をおすすめします。 

 

◆ 秋まつりに参加しよう ◆  

 石井ゼミの学生と一緒に秋まつりを楽しみませんか。当日のお手伝いも大歓迎！！ 

※たいむ受付、または、たいむ直通電話にて予約をお願いいたします。 

 

【日 時】 １０月 9日（火） １０：００～１２：００ 

※雨天は室内にて行います 

【場 所】 短期大学 中庭・ラウンジ・たいむ室内 

【参加費】子ども 200円・大人 100円 

【持ち物】 着替え・タオル・飲み物など 

※ 汚れても良い服装での参加をおすすめします。 

 

◆ 芋掘り＆焼き芋会 ◆   

５月に苗を植えたサツマイモ。今年のお芋の味は果たして・・・ 

    中庭の畑で収穫して、ホクホクの焼き芋を食べましょう 

      ※たいむ受付、または、たいむ直通電話にて予約をお願いいたします。 

   

 

【日 時】 １０月 1６日（火） １０：３０～１３：３０ 

※雨天延期 

【場 所】 短期大学 中庭・畑 

【参加費】無料 

【持ち物】 軍手・シャベル・アルミホイル・着替え・飲み物、各自必要なもの 
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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。  

１０月の No car day…10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。  

１０月の休業予定日…5日（金）・26日（金） 

※学食の営業時間は１１：３０～１３：３０です。 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 

【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 
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https://www.facebook.com/manpukucafe


 


