
千葉明徳短期大学 育ちあいのひろば たいむ 通信     1 月号【H31.1.8 発行】 

 Lead【ニュース】                                                                  

亥年を迎えて、今年は、かなりの変化アリ？～その①短大の子育て支援の変遷～ 

千葉明徳短期大学・育ちあいのひろば統括 石井章仁 

新年のごあいさつに代えて、これまでの事業の展開を振り返りつつ、次年度の展望を述べていきたい

と思います。 

今年度で、育ちあいのひろばは、前身である「ほっとステーション親子」時代にさかのぼれば、20 年

目、私（石井）が担当するようになって７年目となりました。この事業は、短期大学の地域貢献であり、

学生の学びの場づくりであり、我々スタッフも育つという、「関わるものすべての育ちあいの場」という

コンセプトで行っています。 

事業開始からこれまで、短期大学の教員＋独自のスタッフという体制で事業を行ってきました。担当

によって、その目的も方法も場もプログラムも様々でした。幼稚園そばの広いリズム室で実施していた

こともありましたし、午前のみでクラス制だったこともありました。必ず〇〇体操で終わるプログラム

の時もありましたし、現在のようないつ来てもいつ帰ってもいい場もありました。 

こうした事業は、以前こそ珍しかったものの、今や全国の保育者養成校等で盛んに行われてきていま

す。したがって、こうした事業は、短期大学の誰が担当しようとも、どんなスタッフが担当しようとも、

その形こそ多少変わりつつも、その核心は変わらずに、保育者を育てる「養成校に」根付いていくもの

であるだろうと確信しています。 

＊本学のいわゆる“子育て支援”事業の変遷 

1998 年 10 月 本学教授小林輝親が地域の親子のための遊びの教室「親子教室」を開始 

       その後、保育者の養成科目の中で学生がかかわる、子育て支援センター型の事業を展開す

る。 

2005～06 年  文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）」として、誰もがいつでも集い、

共に育ちあう場「育ち合いの広場 ほっとステーション親子」として補助金を受ける（本

学教授宮崎豊が担当） 

2007～10 年  再び、小林輝親が担当となり、ほっとステーション親子を短大 2 号館で実施 

2011 年～現在 新たに石井が担当となり、「ほっとステーションたいむ」・「ほっとステーションめいと（附

属幼稚園）」・「ほっとステーションおやこ」を実施。翌年から「育ちあいのひろば たいむ」

と改称した。2013 年から 16 時までの運営にしたり、2016 年からまんぷくカフェを実施し

たりし、常に変化をつけながら現在に至る。 



〇現在の「育ちあいのひろば」のコンセプト 

育ちあいのひろば たいむの目指すものは、子育ての当事者（地域の親子）が、子育て支援のサービス

を受けるにとどまらず、主体的にその支援に参画する新たな支援のあり方を追求することと、学生の教

育及び卒業生のリカレント教育（スタッフは明徳の卒業生）の在り方の追求を目指しています。したが

って、リラックス館や保育所等で行われる子育て支援に留まらない、様々な年代の「育ちあい」を目指

して行きたいと考えています。 

また、育ちあいのひろばでは、極力「子育て支援」という用語を使用しないようにしています。それ

は、①支援する側・される側という区別を設けない、②「お互いさま」の気持ちであたりまえに支えあ

えるような関係を育みたいと考えているからです。 

（１）理念 

○子ども・保護者・学生・スタッフが育ち・育ちあう場 

○みんながいろいろな「時間」を過ごす場 

○子ども・保護者・学生・スタッフがアイディアと力をだして、一緒に創る、みんなの広場 

（２）基本方針 

① 子ども・保護者・学生・スタッフが育ち・育ちあう場を創る 

② 子どもの最善の利益を追求するとともに、保護者が人として生きる過程を支援する 

③ 育ちあいの拠点・保育・相談・情報提供・など、先駆的・実験的な事業を展開し、常に新しい価値観や意義を創

造する 

④ 附属幼稚園や地域の子育て関係団体等とつながり協働する 

⑤ 保護者や学生の参画を促進し、主体的にかかわれる機会を創る 

＊現在行っている事業 

①地域の子育ての拠点；子どもと保護者が集い、気軽に話や相談ができ、自ら活動するための場を創る。 

②学生の教育・実践の場；学生が、授業その他の機会に子どもや保護者とかかわる場創りを行う。特に、

学生主催でひろばや活動を行う。 

③障がいや発達に心配な子どもや保護者の拠点創り；週一日、障がいや発達に心配な子どもや保護者の

予約制のサロンを行う。 

④子育てその他に関する情報提供；SNS やおたより、掲示などでの、地域や子育ての情報提供を行う 

⑥ 保護者の主体的な活動の促進；保護者発の活動やプログラムなどへの支援を行う。 

⑦ 地域の様々な家庭への食事提供；子ども食堂「まんぷく cafe」を月一回開催する。 

平成 23 年 4 月のおたよりに、以下のような言葉を記載しました。今から思えばつたない表現ですが、

その精神は今もこれからも変わることはありません。 

誰もが懸命に子育てをしています。だからこそ、ほっと一息つくことが大切です。もちろん子育ては

楽しいし、子どもはかわいい。でも、時に苦しくなる。泣き声がたまらなくもなる。だから誰かと楽し

さや悩みを分かち合う必要があります。子どもにとって、家族にとって「お母さん」であっても、1 人の

「人生」があります。  そんなことを大切にする場にしたいと考えています。 

さて、新たな年（4 月以降）の育ちあいのひろばはどうなるのか？毎年、新年 1 月号のおたよりでご報

告させていただいておりましたが、調整がついておらず、次号にて詳しく発表を行いたいと考えており

ます。（次月号に続く）                       



 Episode【事例】                                                               

 ◇クリスマス会①◇ 12月 7日（金） 10：30〜12：00 

 クリスマス会というと、子ども向けのイベントを想像しがちですが、よく考えてみると子育て中の 

お母さん向けのイベントはあまり無いように感じます。そこで今年度はお母さんに向けたクリスマス会

を計画することにしました。くじ引きでグループを決め育児の悩みや相談ごとを話せるきっかけになれ

ばと各自ふせんに聞きたい事を書き 1時間弱の短い時間でしたが普段交流のない利用者の方と話したり、

いつもは子どもの姿を追うことに必死でゆっくり話せない方もゆったりとした時間が持てたのではない

でしょうか。いつも来る人・時々しか来ない人などたいむの利用の仕方は人それぞれ。でも、どんな人

でも集える場所であり、平等に利用する権利があります。ここに来た人が互いに気持ち良く利用し、リ

フレッシュして帰れるそんな場所でありたいと思います。昔のようにみんなで子育てが難しくなってき

た今日。一人で抱え込まず、子育て中という大きな共通理解をもとに新たに来た人も集いやすい雰囲気

作りをスタッフは整えると共に困った時にはたいむにいこうと頭の片隅に置いてもらえるような空間で

ありたいと思っています。クリスマス会の後半は、みんなで輪になってのプレゼント交換とシュークリ

ームを交えたお茶会でしめくくりました。キャーキャー・わくわくする姿は普段たいむではあまり見ら

れないお母さんたちのもうひとつの顔で、こんな機会も大切な時間だと改めて実感できた瞬間でした。

今後も一人でも多くの方に利用してもらえるように環境を整えていきたいと思います。 （村上） 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

       ふせんでトーク             みんなで輪になってプレゼント交換 

◇クリスマス会②◇ 12月 17日（月）  11：00〜13：00 

 毎週月曜日は予約制のサロン おやこのじかんがあることをご存知ですか。

少人数でゆったりと普段のたいむとはまた違った雰囲気の中、親子でのんびり

と過ごしています。 

 お母さんたちとどんなクリスマス会にするのか意見を出し合って、今回はホ

ットケーキをみんなで作ってお昼に食べる事にしました。家では、準備が大変

だったり、安全面から火を使うことを遠ざけてしまいがちですが貴重な経験も

させたいという想いからホットプレートを使って親子で焼いてみることにしま

した。ボールに材料を入れる所から自分でやってみたいの気持ちが大きく、大

人が手を差し伸べると払いのける姿もあり、時間の限り子どものやりたい気持ちに寄り添って進めてい

きました。２歳を過ぎる頃から自我が芽生え、子育てもかわいいだけでは日々進まず、子どもとの格闘

です。そんな子どもとの今の時間を大切に過ごしていければと思います。       （村上）                    



 Report 【報告】                                                                

◇クリスマスリースづくり◇12月４日（火）〜6日（金）12日（水）〜14日（金）10：00〜11：30 

 さつまいもの収穫の際につるでリースの枠を作ったことをき

っかけにリース作りを計画しました。 

クリスマスは小さなお子さんがいる家庭でも飾り付けはしてい

る方も多いようで、リースは子どもが手の届かない所に置ける

し、もともと興味もあったとお母さん方も材料を持参して、思

い思いのイメージを形にしていました。 

中には、子どもと公園で拾った栗や実家で育てていた柊の葉

など自然物を実際に飾る姿も見られました。 

                親子で季節感を感じられるきっかけになれば幸いです。                                                            

 

◇おはなし会（あそび実践演習）◇ 12月 12日（水）・20日（木） 13：00〜13：15 

 短大教員高森先生の授業の一環で手あそびや絵本の読み語りを行いました。毎週火曜日に行われているうた

とおはなしのひろば（池谷ゼミ）とは、また違った雰囲気で子どもだけでなく保護者もいる環境からか学生の緊張が

見ているこちら側まで伝わり子どもたちもいつもとは違う雰囲気を感じ取っているようでした。 

 こちらも実践の場ですが、実習とは違い少人数の為、子どもの反応を身近に感じながら 

読み語ることが出来たのではないでしょうか。１月にも開催されますので、今回の反省や感じたことを大切に次回に

活かせてくれることを期待したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 第 7 回 たいむを育てる会（運営委員会） 議事録 ◇  11 月 28 日（水）１0：３０～１1：3０  

 

１．１・2 月の行事予定 

・正月を祝おう      正月あそびや七草がゆなど正月の風習に触れる 

・もちつき         利用者の交流づくりや日本の文化にも触れ気軽に参加出来るよう心がける 

・石井ゼミ        あそぶンジャー（１／29） 

・中学校職場体験  たいむの普段の様子や小さな子どもと保護者のかかわりを通して次世代の子育て育成に   

繋げていく 

・２年生ありがとうの会  卒業を控えたたいむとかかわりの深い学生に感謝の意味を込めての会を計画したい 

               事前申し込み・お手伝い募集・運営委員を中心に内容の検討 

                                                         次回は 2月上旬 10：30〜  



Info【情報・お誘い】                                                              

◆正月を祝おう◆   七草がゆを食べて、お正月の風習や遊びに触れてみませんか 

 

【日時】1 月 8 日（火）   11：30〜        

【場所】たいむ 

 

 

 

◆おはなし会（あそび実践演習）◆  

 短大教員の高森先生の授業で、学生たちが手あそびや絵本の読み語りを行います。 

親子でのんびりとした時間を共有しませんか。 

 【日 時】 1月 15日（火）・16日（水） 13：00〜13：15   

【場 所】図書館 絵本コーナー 

 

                    

◆もちつき たいむ 今年は石井ゼミとのコラボ企画◆  

 今年はなんと石井ゼミとのコラボ企画になります。みんなで力を合わせて美味しいお餅をつきましょう。 

当日のお手伝いも大募集！！通常学生企画は学びの一環のため無料となりますが今回に限りもちつき

参加費をいただきます。ご了承ください。 

 

【日 時】1 月 22 日（火）             

【場 所】短大 中庭 

【持ち物】各自 お箸とお皿をご持参下さい。飲み物 

【参加費】大人 300 円  子ども 100 円 

★おおよその人数把握の為、事前予約して頂けると助かります。 

後日、facebook、たいむ受付名簿、直通電話にて受け付けます 

 

◆学生による うたとおはなしのひろば◆ 

短大教員の池谷先生のゼミによる        【日時】詳細はポスターにてお知らせ 

「うたとおはなしのひろば」です。            します。 

昼休みにパネルシアターや楽器あそびを行います。 【場 所】図書館 絵本コーナー 

 

◆節分の豆まきをしよう◆ 邪気を払い歳の数だけ豆を食べて１年の無事を祈りましょう。 

あの鬼は来るのでしょうか・・・きっと来る。。。。 

                                     

【日 時】2 月 1 日（金） 午前と午後の 2 回くらい 

【場所】たいむ ★詳細は後日お知らせします 
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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)  

１月の No car day… 30 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。  

１月の学食休業予定日…22 日（火）から 31日（木）までお休みです。 

※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 

mailto:oyako@chibameitoku.ac.jp
http://www.chibameitoku.ac.jp/tandai/hotstation/hotstation.html
https://www.facebook.com/hottostationtime
https://www.facebook.com/manpukucafe


 


