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 Lead【ニュース】                                                                  

９月の台風15号では千葉県内において多くの地域が停電、断水など被害を受けました。現在でも、まだ台風

の影響を受けて普段の生活に戻られていない方々もいらっしゃるかと思います。心よりお見舞い申し上げます。 

今回の台風では、学園内の木々が倒れ、短大の講堂の窓ガラスが割れ、断水・停電が約二日間続きました。「た

いむ」もフェイスブックでお知らせしたとおり、中庭の樹々が折れて、２階も雨漏りしてしまったので臨時のお休み

を１週間頂き、翌週の環境整備の１週間とあわせて２週間のお休みになりました。 

そして、9 月 24 日（火）にはスタッフの東さんが遊び環境の再構成で力量発揮となったリニューアルオープ

ン！ 以前よりも子どもたちの遊びが長く続き、保護者と子どもたちがアナログゲームを囲む姿も見られる遊びや

すい環境設定になったように思いますが、いかがでしょうか。 

 ４月からの子どもたちや保護者の動きを観察した結果 

①１つ１つの遊びに集中・継続できる環境にする  

②来室者と遊んでいる人の動線が重ならないようにする  

③年齢に合わせた遊びが展開できる  

④各コーナーに意図を持った遊びの環境設定を行なう など、 

保育者として考えた空間構成になっています。 

40 人弱の来室者がいても以前感じていたような狭さを感じないのではないでしょうか。石井教員より前に子

育て支援を担当していた小林教員、宮崎教員が購入したと思われるヨーロッパの積み木なども発掘して、コー

ナーだけでなく、倉庫もひっくり返しての清掃、整理整頓となりました。今後もみなさんの様子を見ながら引続き

改善していきたいとのこと、ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ東さんまでお寄せください。 

9 月末には附属幼稚園の２歳児のお母さん方とお話する機会があり、２日間の停電、断水の際に赤ちゃんが

いる家庭で、どのようなものを準備したらよかったのか、という話になりました。約20年前の阪神・淡路大震災を

経験された「たいむ」の利用者の方から、具体的な話を伺えたので、みなさんがどのように工夫して過ごされた

のか、もしくはこれから赤ちゃんが生まれる方々に参考となるようなリーフレットを「たいむ」として作ってみては良

いのでは？ということを考えています。運営委員さんと相談していきますので、ぜひご協力お願い致します。 



 

 Episode【事例】                                                                         

■ たいむ 環境設定の見直し ■ 

 ４月よりたいむの担当になり、約半年を過ごす中で、子どもが遊んでいるところを跨いで通る

動線を改善したい、子ども自ら遊んだものを元の位置に片付けられたら良いな等いくつか思う

ことがありました。そこで、９月の台風後から、予定より少し早めにお休みをいただき、たいむの

環境設定の見直しを行いました。 

２４日(火)より再開しましたが、新しくなった環境に来室された方の驚きの声をたくさん聞きま

した。新しく見るおもちゃもいくつかあり、子どもたちも「これ何かな？」と手に取って、遊び方を探

っていました。今まで、４・５歳スペースとしていたところも、カードゲームやボードゲームを並べ、

大人と一緒にルールを覚えながら楽しむ姿が見られました。 

また、部屋の空間が広くなったせいか、数名が一ヵ所で遊んでいても、その遊

びを邪魔することなく、横を通れるだけの余裕があるように感じました。 

まだ、環境を変えてから数日しか経っていませんが、子どもによっては１つのコー

ナーで遊んでいる時間が長くなったように感じました。肝心の、遊んだものを元の

位置に戻すための表示等が間に合わず、片付けの際に戸惑わせてしまい申し訳

ありません。いましばらくお待ちください。併せて、過ごしていただく中で、ご意見、ご感想があれば、また、環境設定に

ついて考えるきっかけになりますので、ぜひ、お話しください。ちなみに、以前ロッカーの前に貼ってあった“けんけんぱ”

のビニールテープの位置をずらしても良いのでは？というご意見をいただいています！！ 

第 3回 たいむを育てる会 議事録 

2019年 9月 3日（火） 11:00-12:00 

出席者 木内さん、小池さん、柳さん、深山さん、中嶋さん、宮崎さん、池谷、東 

 

１）夏休みの目標、やりたいこと、計画は達成しましたか？ 〜旅行、お料理など 

２）７月、８月のたいむの活動のふりかえり 

・「流しそうめん」学生のお手伝いが多くてよかった 

・「小学生たいむ」今後も企画していきたい 

・「リズム室あそび」（音楽遊び、サーキット）継続して行っていく 

３）９、10月の予定について案 

・収穫祭で食べたいもの：じゃがいも、サツマイモ（２週間前に収穫）、ポップコーン、巻き巻きパン（ホットケーキミックス）、

バナナ（チョコソース）などを準備し、午前・午後の２部構成で行う。参加費を集める。 

・製作：さつまいものリース 

・お母さんたち企画も大歓迎！ 

４）ゼミ学生主体の活動としてどのようなことをやってほしいか？ 

・２部構成で、午前は保護者と子ども、午後は２時くらいから３時まで幼稚園生を対象 

・「たいむ」に来ると誰か学生がいると嬉しい 

・ボディペイント、スライム、洗濯糊、片栗粉粘土、感覚遊び系など  

・学生がやってみたいことを中心に、季節のもの、講堂が使えるといい（製作・ハロウィンなどのテーマで） 

・４回の予定（11月、12月、1月、２月） 



【日 時 】10月 8日（火） 10：15～11：30 

 ※ 雨天時は 10月 10日（木）に変更 

【場 所 】短期大学 中庭、畑 

【参加費】無料 

【持ち物】着替え、タオル、飲み物、軍手（あれば） 

 ※ 汚れても良い服装での参加をおすすめします。 

 Report 【報告】                                                                        

◇ 新しいゲームが仲間入り ◇  

 環境設定の見直しの際、新しいカードゲームやボードゲームが仲間入りしました。 

スタッフも、全てのゲームのルールを把握していないのですが、同じゲームを持っているお母さんに

遊び方を教えてもらったり、説明書を読みながらゲームの遊び方を把握したりしています。子どもた

ちも、大人の説明に耳を傾けながら、繰り返し遊んでいくうちに覚えていました。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、大人がかじ取りをしてくれ

る事で、年中・年長児が参加しやすくなると思います。 

カードゲーム・ボードゲームコーナーは、子どもが手に取りや

すいような位置おいてありますが、同時に小さい子も届きや

すくなっています。今まで通り、都度スタッフのカウンターから取って戻してとい

う方法にしようとも思いましたが、手に取りやすく、興味を持てるようあえて、こ

のコーナーを作りました。小さい子がこのコーナーにいる際は、近くにいる大人

で見守りをお願いしたいと思います。また、ゲームに使う細かなパーツもありますので、誤飲に気を付けていただきま

すよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

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。    

 

◆ サツマイモの収穫をしよう ◆  

 5 月に植えたサツマイモの苗が伸び、畑を覆い尽く

すほど生い茂ってきました。 

10 月下旬の収穫祭に向け、サツマイモの収穫をしま

しょう！！ 

※この日は収穫のみです。 

 

◆ リズム室あそび ◆  

【日 程】10月 9日（水）  

【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）（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。 

＊内容は池谷先生の親子でリズムあそびとなります 



◆ 収穫祭 ◆   

５月に苗を植えた、サツマイモとポップコーン。7 月に収穫したジャガイモ。みんなの畑で採れた野菜を、焚火を囲ん

で食べませんか！今回は二部構成で、池谷ゼミの学生も参加します！！ 

※内容の詳細については、後日たいむの掲示板と Facebookにてお知らせいたします。 

※人数把握のため、事前予約をお願いいたします。予約方法は、たいむ受付、または、たいむ直通電話にてお願いい

たします。 

※受付期間 10月 15日（火）～10月 24日（木）16：00まで 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日 時 】10月 29日（火） 午前の部  10：30～  午後の部 14：30～  （午前と午後の通しも可です） 

※ 雨天時は、内容変更 

【場 所 】短期大学 中庭 

【参加費】大人 300円 子ども 100円 

【持ち物】着替え、タオル、飲み物、焼いてみたい食材♪（例）焼きおにぎり（アルミホイルで包む） 

※サツマイモ、ポップコーン、マシュマロ、まきまきパンの材料、クッキー、チョコソースはこちらで用意します。 

※昼食の部から参加の方は、ホットケーキミックスでまきまきパンも作りますが、昼食の量が足りない場合

は、別に昼食をご持参下さい。 

  ※ 汚れても良い服装での参加をおすすめします。（火の粉が飛ぶ可能性があります） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…オープンスペース（10:00-16:00）    おやこのじかん・・・予約制           

★…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。             

10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。  

10月の学食休業日…4日（金）、25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 

28 29 30 31

おやこのじかん
　　収穫祭
午前の部10：30～
午後の部14：30～
(雨天時内容を変更
して実施）

まいぺーす
まいすぺぇす

休み

21 22 23 24 25 26

おやこのじかん 休み
（即位礼正殿の儀）

13：00〜13：20

おはなしの
かばん

13：00〜13：20

おはなしの
かばん

PM
まいぺーす

まいすぺぇす

休み

14 15 16 17 18 19

休み
（体育の日）

収穫祭受付開始

まいぺーす
まいすぺぇす

自主映画上映会
＆

まんぷくCafé
詳細はチラシ参照

まいぺーす
まいすぺぇす

休み 

7 8 9 10 11 12

おやこのじかん サツマイモの収穫
をしよう

10：15～11：30
(雨天時10日に延期)

リズム室あそび
10：30～11：30

月

5

休み

火 水 木 金 土

1 2 3 4

11：00〜12：00

運営会議

 

 

 

 

 

 

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

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

