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 Lead【ニュース】                                                                                       

曇りの日が続き、水遊びがなかなかできない７月。12 日からは千葉市内の小学校が夏休みに入り、「た

いむ」にも小学生の姿が見られるようなり、スタッフの東さんがエピソードとして書いていますが、ふだん

の「たいむ」よりもさらに幅の広い異年齢のかかわりが見られました。 

運営委員さんからの「学生と小学生が遊べるようなイベントがあるといい」という声に応えて、短大 2

年生が「小学生たいむ」という企画を立ち上げました。小学生と夏休みの宿題を行った後に、講堂でドッチ

ビーなどのゲームをして、最後に高森先生の怖い話も聞く予定です。ふるってご参加ください！ 

 

たいむの夏の恒例イベント「流しそうめん」。当日は、32 家族の子

どもたち、保護者の方々、卒業生 6 名、学生スタッフ 18 名など、こち

らが把握している参加者だけでも 120 名超えとなりました。 

今まで、たいむの流しそうめんでは、県外の竹を購入することもあ

ったようですが、今年は「地産地消（その土地で育ったものを、その土

地でいただく）」をテーマに日々生活されている、短大特任教授である

加藤次郎先生の睦沢町のご自宅の裏庭から立派な竹を頂きました。運んでくださったのは、8 年ほど前に聴

講生として短大で学ばれていた松島洋平さんのお父様で、トラックを出してくださいました。太い竹にナタ

で切り目を入れ、２つに割いてくれたのは、昨年まで育ちあいのひろばを統括していた石井章仁先生と卒業

生の佐野くんです。朝９時前には、ナタと電気ヤスリの音が学内に響き渡り、流しそうめんのレーンを設置

しました。午前中の準備には、田中・池谷ゼミの学生 15 名が、食べ物組と流し組に分かれて準備を進め、

自主的にお手伝いに来た２年生２名、そして、卒業生の伊藤くん、尾林さん、藤井くん、近野くん、中尾く

んが、軍手をはめてヤスリをかけてくれました。昨年までのスタッフである村上さんからもぶどうなどの嬉

しい差し入れもありました。 

短大の学内を歩いていても、中庭から響く子どもたちの歓声が心地よく、『人が集

って一緒に食べるということは、とても大切なことだ』と改めて感じました。長い

レーンにぎっしりと子どもたちが並び、流れてくるそうめんだけでなく、ぶどう、

トマト、みかん、パイナップルなどを必死にフォークで捕まえようとしていました。

お父さん、お母さん方は譲り合いながら、マイ薬味を持参している方もいて、さす

が慣れていますね。お手伝いの学生も流れてくるそうめんを頂き、締めのスイカ割

リも大盛り上がりでした。 

最後の片付けまでご協力くださった皆さま、どうもありがとうございました！ 

 たいむを育てる会 

・夏休みに伴い、7・8 月はお休みです。        次回は 9 月 3 日（火）11：00～12：00 

 



 Episode【事例】                                                                

■異年齢同士のかかわり①■ 

千葉市内の小学生は早い夏休みに入り、たいむにも弟妹と一緒にあそびに来る姿が多

くなってきました。小学生同士も久ぶりに会うため、少し照れ臭そうに挨拶をする姿が

ありましたが、そこからは言葉が無くても自然と打ち解け合い、あそび始めていました。 

また、普段のあそびでは年長児が一番上なので、そのあそびを真似する年下の子が多

いのですが、普段同じおもちゃであそんでいても小学生が少し

違うあそび方をしているだけで年長児にとって刺激になり、真

似をしてあそぶ姿が見られました。年長児だけのあそびでは、

自分たちの世界（イメージ）を大事にしたいという思いから、年

下の子たちが入って欲しくないという気持ちが出てしまうときもありますが、小学

生は、年長児を含めた年下の子たちがあそびに入ってきたときも、優しく声をかけ

ながら危なくないように一緒にあそんでいました。 

小学生があそびに来てくれたことで小学生にとって、たいむは“懐かしの場”で

もあり、“再会の場”でもあるのだということを感じました。小学生になってもたい

むが“戻って来れる場”として在り続けたいと思いました。 

 

 

 

■異年齢同士のかかわり②■ 

 ある日、廊下であそんでいたはずの K くんと Y ちゃんの姿が見当

たらないなと思い、部屋を覗くと、ソファーで K くんが Y ちゃんに

絵本を読んであげていました。ほんわりとした雰囲気に包まれてい

たため、その雰囲気を壊したくないなと思い、そっと部屋に入りそ

の様子を見てみました。 

K くんは、そこに描かれている絵を見ながら、優しい口調で語り

かけていました。Y ちゃんもその話をじっくりと聞いていました。

時折、二人で目を合わせて笑い合う姿がなんとも微笑ましかったです。 

こちらに気が付いた Y ちゃんが私に「あのね、Kちゃんがね、よんでくれたの。」と満面の笑みで教えて

くれました。 

兄弟姉妹ではなくても、たいむでは様々な年齢の子があそび、その中で年下の子に優しくできたり、トラ

ブルの仲裁に入ったり、年上の子に憧れを持ったり、「お兄ちゃん・お姉ちゃんみたいにできる」と真似を

したり刺激し合っています。時には、大人が見ていてヒヤヒヤしてしまうかかわりもありますが、大人も子

どもの気持ちを汲み取りながら、一緒にあそぶにはどうすれば良いか子どもが考えられるような声かけを

して見守っています。 

 

 

 

 



 Report 【報告】                                                                                        

◇ 七夕飾りをしました ◇ 7 月１日（月）～７月 5 日（金） 

 6 月にマーブリングで染めた和紙を短冊にしました。 

お母さんと一緒に文字を書いたり、文字を教えてもらいな

がら自分で書いたりと一人ひとり思いをこめながらお願

い事を書いていました。中には、「幼稚園でお願い事を(一

つ)したから十分なんだ」という子も！！ 

作った飾りや短冊は、玄関の笹竹に飾りました。 

 

◇ うたとおはなしのひろば ◇ 7 月１７日（水）、２４日（水）、３１日（水） １３：００～１３：２０ 

実習を終えた池谷先生のゼミ生によるうたとおはなしのひろばが再開

しました。夏休みということもあり、たくさんの子どもたちがあそび

に来てくれました。パネルシアターや大型絵本、様々な楽器を使って、

キーボードの伴奏で合奏を楽しみました。 

うたとおはなしのひろば

は、7月で一旦お終いとなりま

すが、１０月からまた楽しいことを企画しているようです！どのよ

うなことが始まるのか楽しみですね♪ 

 

 

◇ 流しそうめん大会 ◇ 7 月２６日（金） 

２３日火曜日、それまで週間天気は全部晴れマークが並んでいたの

に、金・土・日は台風の影響で天気が崩れるという予報に…。流しそ

うめん大会の開催が危ぶまれましたが、当日はしっかりと晴れてくれ

ました！！参加してくださった親子、学生、駆けつけてくれた卒業生、

石井先生等…合わせて 120 名を超える人数での開催となりました。

少し多めに用意したそうめんも、

ギリギリ足りました。 

また、流しそうめんの後のスイ

カ割りでは、応援の声も響き、盛り上がっていました。 

配慮の至らぬところも多々あったと思いますが、みなさんのご協力の

おかげで無事に終えることができました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



InfO【情報・お誘い】                                                                                         

◆小学生たいむ◆ 

 「たいむ」育ちの小学生、いらっしゃい！池谷先生ゼミの学生が一緒に過ごします！申込は 8 月１日（木）

まで！（申込は、直接申し込み・お電話・Facebook のどれかでお願いします） 

 

 

 

 

 

 

◆短期大学の学園祭へあそびに来ませんか？◆ 

 ８月 4 日（日）に短期大学にて学園祭が行われます。（10 時～14 時）当日は、学生たちが楽しい、美味

しい企画をたくさん用意していますので、ぜひお越しください！たいむスタッフも池谷先生ゼミの学生と

コラボしてお待ちしています。※駐車場はありませんので、徒歩または自転車、公共交通機関をご利用下さい。 

 

◆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暑い日でも、室内で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】8 月 21 日（水）・・・リズムあそび中心 

8 月 29 日（木）・・・巧技台などのあそび中心 

【時 間】両日とも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）（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 

 ＊土足厳禁のため、大人も子どもも室内履きか裸足で活動します。 

 

◆たいむの夏季休業期間について◆ 

 ７月号の通信で、短期大学の夏休みに伴い、8 月１3 日（火）〜8 月 16 日（金）でたいむ閉室とお知らせしてい

ましたが、都合により、8 月 9 日（金）～8 月 16 日（金）を閉室とさせていただきます。予めご了承ください。 

通常開室は 8 月 19 日（月）のおやこのじかんからとなります。 

 

また、たいむの環境見直し（あそび場の配置変え、掃除、消毒等）のため、９月 17 日（火）～20 日（金）を閉室とさせ

ていただきます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。（その他の予定は９月の予定でお知らせいたします） 

   

 

【スケジュール】 

10 時～12 時   宿題タイム（図書館で学生と勉強しよう） 

12 時～12 時半  お昼ごはん（たいむで昼食） 

12 時半～13 時半頃 ドッチビー等（講堂であそぼう） 

最後に、図書館高森先生のこわい話もあるよ👻 

持ち物 

夏休みの宿題、筆記用具、お弁当、水とう 

※学童ではありませんので、終わるまで保護

者の方は、たいむでお過ごしください。 

※未就学児は通常通り開室しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…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）（クレープ屋さん） 

＊授業の関係で来校しない場合があります。             

8 月の No car day…なし 

8 月の学食休業日…8 月 5 日（月）～8 月 30 日（金） ※営業時間１１：３０～１３：３０ 

8 月のたいむ休室日…9 日（金）～18 日（日） 

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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