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 Lead【ニュース】                                                                  

１月は「七草がゆ」（1/7）、「ママカフェ」「おはなしのかばん」（1/15）、「おゆみ野南中学校職場体験」

（1/21-23の３日間）、石井先生と「もちつき」（1/24）が行われました。 

「七草がゆ」「もちつき」のように日本の伝統行事でありながら、毎日、忙しいとなかなかできないことも『たいむ』

に来れば経験できる！というような子育て家庭が参加しやすい地域の居場所としての「たいむ」の在り方を大切にし

ていきたいと思います。 

 おゆみ野南中学校の３名の生徒さんたちが職場体験に来てくださいました。最終日の反省会では「子どもたち一人

ひとりの違いに対応することが難しかった」「いきなり遊ぼうとするとびっくりするから、子どもの隣に座って徐々に距離

を近づけてみた」「少しずつ慣れてくれて嬉しかった」という保育を学ぶ短大生のような気づきをお話してくれました。  

これから、学校で職場体験の発表会があり、近隣の小学校６年生も発表を聞きに来るとのこと。中学生だけの「学

び」ではなく、春から中学に進学する小学生に対してのプレゼンテーションを通して、多学年における「学びの循環」

が行われているようです。幼児期に「たいむ」に遊びに来ていた子が、いつか職場体験に来てくれるのかなと楽しみ

になりました。 

 また、ママカフェでは、今回は幼稚園への入園や進級、新学期に向けてアクティブな話し合いの場になりました。当

事者でなくても、その場にいるだけでもいろいろな気づきがありますので、みなさんにぜひ覗きに来て欲しいです。 

 １年間「たいむ」でお世話になった池谷ゼミの８名の学生が、２月28日（金）午後に最後の学生企画をします。同日

夕方には、スペインから来日する音楽学院の学生さんが「たいむ」の子どもたちと保護者のためにミニ・コンサートを

してくださる予定です。これは明徳短大の授業：フィールドワーク「わくわく体験研修 スペイン」で毎年交換交流をし

ている一環での来日になります。スペイン語で、 

「こんにちは」は「Hola! （オラ）」 

「素晴らしい！」は「maravilloso/maravillosa（マラビジョッソ/マラビジョッサ）」です。 

日頃聞く機会がないような楽器を演奏してくださるとのことですので、ぜひ聞きに来てください。詳細については後

日フェイスブックでお知らせします。 

また、秋本さん、荒井さんの卒業レポートの質問紙アンケートで 10名の方にお答えいただき、ありがとうございまし

た。2月 7日の学びの成果発表会でポスター発表をする予定ですので、また後日ご報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7回 たいむを育てる会 議事録 

2020年 1月 21日（火） 11:00-12:00 

出席者 ：柳さん、深山さん、木内さん、池谷、東 

 

１ 豆まきについて 豆は紙を丸めてつくる 

２ ひなまつり製作について 子どもの成長記録も兼ねて。様々なアイディアを出す。 

３ ママカフェについて 2/18昨年秋の災害を踏まえ、子育て家庭に必要なものについて 

４ みんなの畑の整備と植えつけについて じゃがいもなどの案が出ました 

５ 学生企画 2/28の予定。卒業レポートのアンケートを行う予定です。よろしくお願いします。  

 

次回は 2月 5日（水） 11：00～12：00 です！ 



 Episode【事例】                                                                         

■ H君の発見とスタッフの思い ■ 

 おもちゃが散らばっていたのを、片づけ始めた年少の H 君。ままごとコーナーにある、

チェーンリングも元々入っていた 3つの容器にじゃらじゃらと入れ始めました。 

しばらくすると、片付けの手を止めてその 3 つの容器をじっと見つめていました。

「どうしたのかな？」と様子を見ていると、「違う！青はこっちじゃなかった！」と入ってい

た青いチェーンリングを取り出し、別の容器に入れ替えました。その青いチェーンリン

グを入れた容器の中に、青や緑の他に白のチェーンリングが入っており、「これも違

う！！」と、それを取り出し別の容器に入れ替えました。H 君は、3 つの容器にそれぞれ

貼ってある写真の色の違いに気がつき、その色通りに片付け始めたのです。それが

楽しくなった H君は、チェーンリングをそれぞれの容器に色分けして入れ始めました。 

しかし、最初の方にどっさり入れたチェーンリングを取りづらそうにしていたので、「一度、全部出してみる？」と提案

したところ、「うん！！」とチェーンリングを容器から全て出し、一つ一つのチェーンの色と容器の写真の色とを真剣な眼

差しで照らし合わせながら、尚且つ「これとこれ同じだ！できたよ〜♪」と楽しそうに色分けをして入れていました。 

たいむの模様替えをした 9 月頃に、このチェーンリングを出しました。その際、ままごとや他の遊びで使用する以外

にも、片付けも色分けをしながら遊びのように楽しく出来たらいいなと思い、容器をあえて複数用意し、色別（白・暖

色系・寒色系）の写真を貼り、置いておきました。今回、H君の中で片付けの過程の一つだったはずが、それが遊びへ

と変わり、まさにスタッフの思いが繋がった瞬間でした。 

 Report 【報告】                                                                        

◇ 正月を祝おう ◇ １月７日（火） 

 無病息災を願い、休み明けに『七草粥』を食べました。たいむの七草粥は炊飯器の

おかゆモードで炊くためとてもお手軽です！和風だしで味付けをすることで、七草の

青臭さを抑えることができ、子どもたちにも食べやすかったようです。 

お好みで塩や振りかけも用意し、味変を楽しむ子もいました(笑) 

◇ MaMa’s Café ◇ １月 15日（水）10：30〜12：00 

運営委員会で考えた新しい企画がスタートしました！その名も「Mama’s Cafe」（通称：ママカフェ）！11月のママ

企画で行った「赤ちゃんとおむつのはなし」、12 月に行った「ママのためのクリスマス会」等を通じて、「たいむ」で顔

を知っていてもなかなか話す機会がなかったり、気になっていてもなかなか聞く機会がなかったりするような話でも、

テーマを決めて話をすると、いろいろなアイディアや経験談が皆さんから出てくることがわかりました。そこで、月に１度

の午前中、その時々で興味関心のあるテーマで話す会です。 

第一回目は、「新年度」をテーマに、4月の入園・入学を前に、気になること等を“フセンでトーク形式”でお話しまし

た。現在、幼稚園に通っているお母さん方から、園の様子や準備について等、様々な情報をお聞きすることができ、盛

り上がってしまいました。そのときの内容は、当日参加出来なかった方とも共

有できるよう、壁に掲示してありますので、ご覧ください！また、自由に書き込

んで下さい！  MaMa’s Caféでは、皆さんの経験談を聞き、共有する場に

したいと思います。話をしたい方も聞きたい方も、「たいむ」の様子をのぞきに

来たい方も、ぜひ参加してください。 



◇  あそび実践演習コラボ企画 「おはなしのかばん」 ◇ １月 15日(水)・22日（水） 

 １月のおはなしのかばんは、あそび実践演習の高森先生クラスの学生たちが行いまし

た。１、２歳児がメインでしたが、おはなしが始まると、学生たちが読む絵本や紙芝居を

食い入るようにみていました。 

 

◇ 中学生職場体験 ◇ １月 21日(火)〜23日(木) 

 おゆみ野南中学校の 2年生 3名が職場体験に来ました。 

初めのうちは、緊張した表情だったり、小さい子とのかかわり方に戸惑ったりする様

子もありましたが、子ども達の方からお姉さん達に声を掛けたり、近づいていったりして

くれたこともあり徐々に緊張がほぐれ笑顔が見られるようになりました。いつもとは全く

違う環境で不安が大きい中、名前を覚えて呼んだり、その子

に合ったかかわり方を模索したり、子どもの目線に立って接

する姿が見られました。 

 3 日目には、子どもの中に自然に入って遊んだり、コマ回しやカードゲームのルール等を

こども達に教えてもらったりしながら、積極的にかかわっている姿がみられました。将来、こ

の職場体験が子どもと関わる仕事について考えるきっかけになれば嬉しいですね♪ 

 

◇ もちつき ◇ 1月 24日（金） 

 新体制になって初めてのもちつき。毎年皆さんが楽しみにしている恒例行事ということもあり、

何としても継続したい…ということで、石井先生も駆けつけてくださり、無事、もちつきを行うこと

ができました。当日は 59名の親子と学生、教員を合わせ、総勢 75名ほどの参加となりました。

もち米の蒸かし方、搗き方、その時の温度次第で餅の出来上がりが全く異なるということを、今

回のもちつきで知りました。 

 午前中は未就園児中心、14 時以降は幼稚園児中心となって、餅を搗くことが出来ました。途

中からは搗くのがメインの子、食べるのがメインの子に分かれていました（笑） 

 日本の伝統行事であるもちつきも、今の時代杵と臼を用いて搗いているというところは減少傾

向にあり、餅は買うか、そもそも餅を食べないという人も多くなってきているようです。また、風邪

の季節だからと縮小傾向の所もあるようですが、そのような時代だからこ

そ、みんなで集い、重たい杵を交代で搗く大人の迫力を間近で見たり、大

人の見様見真似で搗いてみたりという体験も子どもたちに必要なのだと

思います。あの搗きたての餅の軟らかさや触感、甘さ等は、あの瞬間でし

か体験できません。薄れつつある日本の原風景を、たいむで残していきた

いと感じました。 

 

 

 

 

 



【日にち】2月 28日（金） 

【時 間】 午後を予定してます 

【場 所】リズム室・たいむ 

Info【情報・お誘い】                                                                       

◆ たいむ豆まき～節分～ ◆  

邪気をはらい、1年の無事をみんなで祈りましょう。  

今年…たいむに…角の生えたの来るかな？…来るよね？！…絶対来る！！ 

 

 

 

◆ R２年 みんなのはたけ 始動 ◆ 

 昨年は大収穫で幕を閉じたみんなのはたけ。今年はどんな野菜を育てましょう♪ 

R2 年みんなのはたけ第一弾として、昨年は卒業生が植えてくれたじゃがいもを、今年

は一からたいむで挑戦してみませんか？ 

まずは、畑の草取りから土づくり。土ができたらいよいよじゃがいもを植え付けます！外

の作業なので、天候次第なところもありますが、下記日程で作業しますので一緒に挑戦しましょう♪ 

 

 

 

 

◆ ひな制作 ◆  

 お子さんの手形・足型を使ってひな制作をしましょう♪制作期間を 2 週間(まいぺーす・まいす

ぺぇすを除く)設けていますので、お子さんの成長記録としてご活用ください。 

 また、大人の方が楽しめるような制作もご用意する予定です！詳細が決まりましたらFacebook

等でお知らせいたします。 

 

 

 

◆ MaMa’s Café ◆   

 2月のMaMa’s Caféのテーマは、「防災について」です。 

昨年の台風・大雨被害を受け、被災時の様子、困ったこと、災害時に

あると役に立つ物・準備しておくと良い物等情報交換・共有出来たらと

思います。 

◆第三回 池谷先生ゼミ企画◆  

 池谷先生ゼミの学生による最後の学生企画となります！リズム室でゲームや

ダンスをしてみんなで楽しみましょう！ 

学生企画の後は、２年生のわくわく体験研修でお世話になっているスペインの

音楽学院の学生さんによるミニコンサートを予定しています♪お楽しみに♪ 

 

【日時】２月４日（火）  11：００〜（1回目）  14：45〜 （2回目） ※目安 

【場所】たいむ 

【日時】 2月 18日（火）   

10：30～12：00 

【場所】たいむ   

【日時】 ２月 10日（月）～21日（金）  10：30～15：00 ※昼食時を除く 

【場所】たいむ  ※絵の具を使用しますが、スモックあります！ 

【草取り・土づくり】 2月 12日（水）  10：30～11：45 （雨天時 2月 14日（金）に延期） 

【じゃがいもの植え付け】 2月 27日（木） 10：30～11：45（雨天時 3月に延期※日にち未定） 

【持ち物】 軍手・飲み物・あればカマやシャベル・汚れても良い靴、服装でお越しください 



 

…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）木（はーとやのパン）＊授業の関係で来校しない場合があります。             

2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。  

１３日(木)については、８日(土)の附属幼稚園表現の集い延期の場合、No ｃａｒ ｄａｙとなります。 

2月の学食営業日…7日（金）・10日（月） ※営業時間 11：30～13：30 

 

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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ひなまつり制作（～21日まで）

ひなまつり制作（～21日まで）
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