
2017年 12月 6日（水） 

 

参加者：親子 16組 （子ども 18人）  スタッフ：３人   保育士：2人   

担当：院生 8名   

内容：音で遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ 「エプロンシアター」と「音で遊ぼう」 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
腹ペコ怪獣の始まり！ (写真 3) 

 
 マラカス振って歌おう♪ (写真 7) 

 院生がエプロンシアター「腹ペコ怪獣」を演じました。怪獣君がアイスクリーム、キャンディー

などの食べ物を次々に食べていき、飛行機まで食べてお腹が痛くなり、お医者さんに注射をして治

してもらうという話です。院生は、しっかりとした大きな声でメリハリのある演じ方をして、子ど

もたちの注意を引き付けていました。 

 怪獣君が次々と食べていく場面は、子どもたちは驚いたような表情でしっかりと注目すること

ができていました(写真 4)。飛行機まで食べてしまう場面では、母親の顔を見て驚きを伝える子や、

じっと前を見つめ続ける子など、年齢や性格によって様々な反応を示してくれます。怪獣君がお医

者さんに注射をされる場面では素直に心配そうな表情となり、注射器を子どもたちに近づけると

身をそらして逃げていくという素直な反応です。その様子は、とても愛らしく見守る母親たちも笑

顔になっていました。 

エプロンシアターを楽しんだ後に院生手作りのマラカスが配られ、音楽に合わせてマラカスを

鳴らして楽しみました。「あわてんぼうのサンタクロース」を 3回、「ジングルベル」を 2回と、

子どもたちが満足するまで CD の音楽に合わせて歌うと、どの子もマラカスを一生懸命ふり(写真

7)楽しそうにしていました。なかには両手で二つのマラカスを鳴らし続けている子もいました。

院生たちが一緒に歌いながら楽しく盛り上げ、和やかな雰囲気の中で行うことができました。 

 
お名前呼び (写真 2) 

 
プログラム (写真１) 

 
前に注目できているね (写真 4) 

 
お医者さんが治してくれたね (写真 6) 

 
怪獣君どんどん食べるね (写真 5) 



2017年 11月 29日（水） 

 

参加者：親子 11 組 （子ども 16 人）  スタッフ：３人   保育士：2 人   

担当：院生 7 名   

内容：からだを動かそう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ からだを動かそう「赤ずきんちゃん」 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
「赤ずきんちゃん」 (写真 3) 

 
歌「♪大型バスに乗ってます～」 (写真 7) 

 「エプロンシアター：赤ずきんちゃん」を行いました。 

赤ずきんちゃんは、広く知られている童話です。よく知っている話でもエプロンシアターという

手法で演じると新鮮さがあるようです。参加した親子は皆、視線をしっかりと前に向けていまし

た。夢中になって見ている子どもたちの表情は愛らしく、それを見守る母親たちもとても喜んでい

る様子でした。エプロンシアターを演じる院生は、事前に練習を重ねていました。そのため覚えた

てとは違う自信のある声の張り方をして魅力的な雰囲気を作り上げていました。 

エプロンシアターでは、エプロン全面が演じる舞台そのものとなり、大きなポケットは登場人物

などを収納する場所となります。赤ずきんちゃんや狼をポケットから次々と登場させると、子ども

たちは目を見張るようにして注目していました。おばあさんが狼に食べられたように人形操作を

する場面では、子どもたちは素直に驚いた表情を見せて前のめりになりながら見ていました。 

 狼、おばあさん、赤ずきんちゃんは人形で登場したのですが、狩人は演者が狩人の帽子を被って

狩人となりました(写真 6)。こうした見た目の変化の意外さは通常の絵本の読み聞かせとはまた一

味違った楽しさがあり、子どもたちは真剣な眼差しで演者を見つめ続けていました。 

 エプロンシアターの後は、歌『大型バスに乗ってます♪』の CD の音楽に合わせてハンドルを握

る真似をし、大きな身振りを入れて歌いました。軽快な雰囲気の音楽で子どもたちは腕を肩から動

かしながら全身を使ってバスのハンドルを操る動作の真似をして、曲に合わせて楽しそうに歌っ

ていました。 

 
タンバリンを叩けるかな(写真 2) 

 
お名前呼び (写真１) 

きちんと座ってお姉さんに注目！(写真 4) 

 
エプロンシアター面白いね！ (写真 6) 

 
夢中になって見ています。(写真 5) 



2017年 11月 22日（水） 

 

参加者：親子１４組 （子ども２０人）  スタッフ：3 人   保育士：2 人   

担当：院生 2 名  担当：村井ゼミ 12 人 

内容：作って遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:45～ 作って遊ぼう 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
お名前呼び (写真 2) 

 
聞こえた聞こえた！(写真 7) 

「つくって遊ぼう」を行いました。 

まず配られたのは、透明なプラスチックの円柱の容器とストローでした。丸い蓋の中心の

位置には切れ込みが入れてあり、そこにストローを通すだけでコマができあがりました。簡

単に作ったコマですが、回してみると安定してよく回りました。子どもたちは回るコマを見

て不思議そうにしていましたが母親たちは軽く驚いたようで、そばにいる母親たちと互いに

笑いあっていました。1 歳代の子どもたちには、親指と人差し指で細いストローをつまんで

ひねってまわすという指の動きは難しく、ポトンと落とすだけで遊んでいましたが、3 歳頃

の子どもたちの中には、うまく回せる子もいて何度も何度も自分でコマ回しをしていました。 

コマ作りの次は子どもたちが大好きな魚釣り遊びです。学生が準備として紙コップの飲み

口の方からコップの高さ 1/2 のあたりまで 1～２センチおきにハサミを入れてタコの足の

ように広げ、底の部分に磁石をつけていました。その紙コップにクレヨンで自由に絵を描く

と魚の出来上がりです。一人あたり数個仕上げてから割りばしに磁石をテープでつけた釣り

竿が配られ、魚釣りの開始です。強力な磁石の釣り竿で何匹も次々と紙コップを重ねて釣り

上げていく子、1 匹ずつ確認するように釣っては並べてを繰り返す子など、それぞれの遊び

方で学生たちと過ごしていました。 

その後、糸電話遊びも紹介されました。糸電話で遊んだことがない子がほとんどだったよ

うで、一人が耳に当てたら他方は口元で話すという単純なルールをつかむのに練習が必要で

した。学生が耳に当てて見せると真似をして同じように耳に当ててしまうという愛らしい場

面が繰り返されましたが (写真 4)、何回か行ううちにルールを理解して楽しめていたようで

した。 

全体として落ち着いた雰囲気の中で学生たちは熱心に子どもたちに関わっていました。 

 

 
聞こえるかな？ (写真 4) 

 
プログラム(写真１) 

 
魚釣りと駒回し！ (写真 5) 

 

 
大漁！(写真 8) 

 
できたよ！(写真 3) 

 
魚釣り楽しいね！(写真 6) 

 
うまくできるかな？(写真 5) 



2017年 11月 15日（水） 

 

参加者：親子１７組 （子ども２３人） スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生 3 名  担当：村山ゼミ 1６人 

内容：絵本の世界で遊ぼう「桃太郎」  

① 13:45 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ 絵本の世界で遊ぼう「桃太郎」 

③ 1415 ～  自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
 桃太郎のお話知っているかな？(写真 2) 

本日のプログラム「絵本の世界で遊ぼう」では、馴染みの童話『ももたろう』の寸劇を行い

ました。多くの子どもたちに馴染みのある昔ばなしです。村山ゼミの学生全員で寸劇を盛り上

げるように配役を増やすなどの脚色の工夫をし、小道具などは手作りで準備をしていました。 

子どもたちに、どこに座ればいいのか位置を明確に示すために養生テープを使用すると、ほ

ぼ全員指定された位置に座れました (写真 2)。 

鬼が島の鬼たちは、お面は付けない虎柄のパンツをはいたたけの若者のさわやかさすら感じ

る姿でしたが、最前列で見ていた子の中には、びっくりしてべそをかいて母親の膝元に駆け戻

る子がいました。そのかわいらしい反応に母親たちは笑顔を見せていました。 

学生たちの小道具のモモは子どもたちの注意を引き付けるのに十分な迫力のある大きさで

(写真 3)、子どもたちは目を見張るように見ていました。桃太郎は勇ましく見える柔道着で登場

し、キジの翼は奇麗に着色して仕上げてありました。どの小道具も見ていて楽しくなるもので

劇を盛り上げていたようです。効果音などで使用する音楽は、オルガンとギターの学生による

生演奏です(写真 7)。 

参加していた子どもたちの年齢があまりに小さいと、学生たちの寸劇や生演奏の良さをどれ

だけ感じたのかを言葉や大きな反応では示してくれません。しかし、寸劇を見ているときの真

剣な表情や劇の進行内容に従って変わる表情、また、はじけるような笑顔から劇に夢中になれ

たことがうかがえました。 

寸劇の最後に、劇の中の小道具で見せた紙製お芋(写真 9)を子どもたちに配ると、子どもたち

は食べる真似をしたりして遊んでいました。 

自由時間になると楽器を珍しそうにつま弾く様子も見られ(写真 8)、学生たちはそれぞれ子

どもたちと積極的に関わっていました。子どもたちは、お兄さんお姉さんとしっかり遊べて満

足そうな表情でした。 

 
 

 
大きなモモが流れてきたよ(写真 3) 

 
お名前呼び（写真 1 ） 

 
桃太郎が二人出てきたよ (写真 4)  

 

 
興味津々(写真 8)  

キジの羽 (写真 6) 

 
生演奏です（写真 7） 

 

 
犬、キジ、サルと色々出てきたね！(写真 5) 

 
小道具のお芋(写真 9) 



2017年 11月 1日（水） 

 

参加者：親子 20 組 （子ども 23 人）  スタッフ：3 人   保育士：2 人   

担当：院生 2 名  担当：村井ゼミ 9 人 

内容：音で遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:45～  絵本の世界で遊ぼう 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
お名前呼び (写真 2) 

 
お姉さんの読み聞かせ (写真 7) 

最初のお名前呼びでは、部屋の隅からは呼んでいる声が聞こえにくいこともありましたが、

子どもたちは前に立って呼びかけるお兄さんお姉さんをしっかりと見ながら自分の名前が呼

ばれるのを待って返事をし、元気にタンバリンを叩いていました。 

学生たちによる寸劇「大きなカブ」が始まると、子どもたちは大きなセットにすぐに注目

していました。最初は原作通りに、おじいさんが引っ張っても抜けないカブラなので、おば

あさんを呼んで一緒に引っ張ります。それでも抜けないので、次に・・孫を呼ぶのかと思え

は、「山田！」と山田君を呼んできました。「山田」が登場する意外な顛末に、月齢の低い子た

ちはぽかんと不思議そうな顔をしていましたが、お母さん方や年齢の大きな子たちは大笑い

をしていました。若い学生たちの自由で明るい発想と雰囲気は、母親たちによく伝わったよ

うです。畑の土から抜く作物も、カブラだけではなく、にんじん、だいこん、と学生たちが話

を膨らませて次々と抜く場面を作っていました。学生らしい今どきの発想を加えてあること

に、お母さん方が笑いだしていました。 

劇の最後には子どもたちも前に呼ばれ、みんなで一緒に作物を引っ張って抜いていきまし

た。どの作物も、『うんとこしょ、どっこいしょ』というおなじみの掛け声で抜いていきます。

１回につき 10 秒かからずにすぐに抜けるペースでしたが、その展開の早さも母親たちの笑

いを誘い、全体としてあたたかい雰囲気の中で行われました。我が子の写真を熱心に撮影す

る母親たちもいました。 

「次はニンジンを抜くよ！」など５回ほど次々に一緒に抜きましたが、子どもたちは何回

呼ばれても嬉しそうに前に走って行き、抜き終わるとまた走って母親のところに戻っていま

した。自由遊びの時間になると、学生たちが子どもたちに寄り添いながら穏やかに過ごす様

子が多くみられました。 

 

 

 
熱心に見ています(写真 4) 

 
プログラム(写真１) 

 
みんなも一緒に、よいしょ！ (写真 5) 

 
楽しかったね！(写真 8) 

 
「大きなカブ」の世界 (写真 3) 

 
あれ？ニンジンも抜けたよ！(写真 6) 



2017年 10月 25日（水） 

 

参加者：親子１８組（子ども２４人）スタッフ：３人  保育士：2人   

担当：院生 2 名  担当：清水ゼミ 1４人 

内容：音で遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:45 ～ 音で遊ぼう 

③ 14:00 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
歌：大きな栗の木の下で♪ (写真 3)  

お名前呼び タンバリンでハイ！(写真 2) 

清水ゼミによる「音で遊ぼう」を行いました。子どもたちの多くは歌が大好きです。学生

たちは、音楽 CD 数曲の他にプラスチック製の小さな容器で作ったマラカスと影当てクイズ

を準備していました。 

まず歌から開始です。学生たちが順番に前に立ち、「♪大きな栗の木の下で」「♪おもちゃ

のチャチャチャ」の見本を見せました。子どもたちは母親の膝の上や横に座り、学生たちの

身振りの真似をして一緒に上半身を動かしながら歌いました。同じ曲を 2～3 回繰り返して

歌ううちに、子どもたちの中には自ら立ち上がる子もいました。音楽に合わせて身体全体を

揺らしながら笑顔で踊る様子は愛らしいものでした。 

次に学生手作りのマラカスが配られました。配られるとすぐに嬉しそうに鳴らす子どもた

ちが続出し、少しざわつきました。しかし、影当てクイズが始まったことに母親たちが気付

いて子どもたちに前を見るよう促してくださり、影当てゲームに集中することができていま

した。トトロやアンパンマンの影当ての正解が出るごとにテーマソングを流しました。子ど

もたちがよく知っている人気のある歌ばかりなので、曲が流れるとすぐに子どもたちの表情

が明るくなり、マラカスを鳴らしながら身体を揺らして楽しい雰囲気の中で歌っていました。 

学生たちによる設定遊びの時間は 15 分ほどで終わりました。もう少しクイズの時間が長

い予定だったのが、子どもたちがすぐに正解を答えたため短くなってしまったようです。 

しかしその分、自由時間に学生たちが子どもたちと関わる時間を十分とることができまし

た。学生たちから積極的に遊びに関わる様子が多く見られ、子どもたちの方もお兄さん、お

姉さんに遊んでもらえることをとても楽しんでいる印象を受けました。 

 
クイズ:この影は何かな？(写真 5) 

 
プログラム (写真１) 

 
一緒にマラカスを鳴らそう！(写真 6)  

鳴るかな？(写真 7) 

 
オモチャのチャチャチャ歌ったよ♪(写真 4) 

 

遊んだ後は夢の中 (写真 8) 



2017年 10月 11日（水） 

 

参加者：親子１9組 （子ども 24 人）  スタッフ：３人   保育士：2 人   

担当：院生 7 名   

内容：作って遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ からだを動かそう 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
マラカスを飾ろう！(写真 3) 

 
完成！ (写真 7) 

 大学院生によるプログラム「からだを動かそう」を行いました。 

後期からが初参加の親子も含まれているため、まだお名前呼びに慣れていない子もいます。

名前を呼ばれて元気にタンバリンを叩く子、母親と一緒にタンパリンを叩く子、子どもによ

り反応は違いますが、みんな返事をすること一つに対しても一生懸命です。うまくタンバリ

ンを叩けた後は満足そうな笑顔で母親の顔を見上げ、母親たちも子どもたちからの視線に笑

顔で応える様子が多く見られました。 

プログラムは「からだで遊ぼう」ですが、院生たちは子どもたちの動きを誘う小道具とし

てマラカスを準備していました。白い紙コップを利用した無地のマラカスを配り、そこに子

どもたちがシールをたくさん貼って完成させました。紙コップは柔らかいため力の入れ方の

調整がうまくいかずに握りつぶしてしまう幼い子もいましたが(写真 5)、それでも嬉しそう

に手に持ち振り続ける様子はとても愛らしいものでした。 

「♪金づちトントン」という歌に合わせたお遊戯には、腕を大きく振る動きが繰り返し入

っています。子どもたちは、自分で作ったマラカスを金づちに見立ててトントンと振りなが

ら楽しそうに音を鳴らしていました。 

3 歳を超える子たちは、音が鳴る範囲で腕を動かしていましたが、1 歳くらいの子どもた

ちは、肩から腕全体を大きく振り動かしてぎこちなく音を鳴らしており、その様子が愛らし

く見守る母親たちは目を細めていました。 

タンバリンを叩いて元気にハイ！(写真 2) 

 
お名前呼び (写真１)   

シールがたくさんあるよ！(写真 4) 

 
いい音がするね！ (写真 6) 

 
できたよ！ (写真 5) 



2017年 10月 4日（水） 

 

参加者：親子１9組 （子ども 2５人）  スタッフ：３人   保育士：2 人   

担当：院生５名   

内容：作って遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ 作って遊ぼう 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
シールで目をつけちゃおう！(写真 3) 

 
完成！ (写真 7) 

 後期第一回目、大学院生によるプログラム「作ってあそぼう」を行いました。 

本日から初めて参加する子もいるため、名前を呼ばれても一人で前には行けずに母親と一緒

にタンパリンを叩く姿も見られました。 

まず、プログラムで使用する部屋及び設備の紹介を行ってから「色紙でジャックオーラン

タンを作りましょう」という企画を行いました。院生たちがカボチャの形に切り抜いたもの

を準備しており、そこにシールやクレヨンで飾りつけを行うという内容です。 

幼い子どもたちにとって、親指と人差し指で薄く小さなシールを上手につまむことは、月

齢によっては難しく、また、少し難しいからこそ楽しくもある作業です（写真 5）。しっかり

と自分の指先を見つめながらゆっくりとシールを貼っていくときの表情は、とても真剣に見

えました。子どもが無心に遊びこんでいる様子は母親にも魅力的に映るようで、子どもたち

の様子をカメラで撮影しながら見守る母親たちもいました。 

出来上がった色紙のジャックオーランタンを院生たちに見せに行くと、その色紙をリボン

付きの小さな箱に貼って小箱作品として完成させてくれました。それを学生から首にかけて

もらうと、自分の首に下がった小さな作品を手に取り眺めたり、嬉しそうにカメラ目線にな

ったりと、それぞれ子どもたちにより様々な違った反応を見せてくれました。 

色紙でジャックオーランタンを 

作ろうね！(写真 2) 

 
お名前呼び (写真１) 

 

 
クレヨンもあるよ！(写真 4) 

 
箱にペッタンしたらほら！ 

ここにおやつを入れてもらってね！ (写真 6) 

 

 
自分でシールを貼れるかな？ (写真 5) 



2017年 7月 19日（水） 

 

参加者：親子 22組 （子ども 29人） 

スタッフ：2人  保育士：2人    院生 4名 

担当：院生  内容：えいごで遊ぼう 

 

① 13:30～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:45～ 前半クラス  

③ 14:25～ 後半クラス       

④ 15:15～ お帰りあいさつ 

 

   

 

 

 
何が隠れてるかな？（写真 3） 

 
大型絵本に興味津々（写真 6） 

 「がくせいと遊ぼう」に登録している親子を対象とした「えいごで遊ぼう」を大学院生の主導で

行いました。子どもたちにも、担当する院生にとっても、楽しみにしながらも少し緊張した様子で開

始されました。参加者は、前々回から繰り返し申し込みをしている子たちもいますが、ほぼ半数は初

体験です。英語で話しかけると最初は戸惑っている様子で動きが止まってしまいました。しかし、学

生たちの楽しそうな声の調子やジェスチャーなどに誘われるかのように、徐々に動きが出ていまし

た。CD の音楽に合わせた簡単な遊戯なども入れながら進めていくと、次第にいつものリラックスし

た調子がでてきたようでした。子どもたちは、目の前に楽しそうなことが提示されると、たとえ聞き

なれない言葉でも一生懸命聞いて笑顔で参加してくれます。その様子を見守る母親たちの表情は穏や

かで明るい笑顔でした。 

大きな絵カードで動物の単語を確認した後、みんなでバスに乗って動物園に行こうという設定で、

英語のバスの歌に合わせて身体を動かしました。動物園に到着したという場面からは、大きな色画用

紙で隠されている動物探しです。 事前にカードで確認した動物たちを探し出して、それぞれに配ら

れたシートに集めて貼っていきます。子どもたちは、カードを見つけてはシートに貼ることを繰り返

し楽しんでいる様子でした。その後、大型絵本なども使用し、それぞれのクラスで英語のみで活動を

することができました。 

言語が違っても一緒に遊べること、なんとなくでも分かった範囲で遊んだら面白い経験ができるこ

と、新しいことを怖がらないこと、人の言葉に関心を持つこと・・などの経験のひとつとなることを

願いながら計画されたプログラムでした。次回は来年 1 月・2月で行う予定です。 

 
英語で言えるかな（写真 1） 

 
動物、見つかったかな？（写真 4）  

 

 
亀さんに乗ったよ (写真 5) 

英語で遊べるかな？(写真 2) 

英語で読み聞かせ（写真 7） 



2017年 7月 12日（水） 

 

参加者：親子 23組 （子ども 30人） 

スタッフ：1人  保育士：2人    院生 4名 

講師：粟井直美   内容：えいごで遊ぼう 

① 13:30～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40～ ひよこクラス 

③ 14:10～ うさぎクラス       

④ 14:40～ ぞうクラス 

⑤ 15:15～ お帰りあいさつ 

 

   

 

 

 
英語の遊び歌♪（写真 2） 

 
ママと一緒に♪(写真 6) 

特別プログラム「えいごで遊ぼう」です。読み聞かせの絵本などを年齢に応じたものとするために、

3 クラスに分けてそれぞれ 30 分ずつ行いました。 

このプログラムは、『英語が聞けた！言えた！新しいことが楽しかった！』と思えることに加え、

『知らない言語でも人と意思伝達できる、わからないことが不安でも参加してみたら楽しかった！』

という経験のひとつになることを目的として計画されました。 

英語の歌・カード・お遊戯・絵本・ワークなどは幼児向け英会話教室と同じようなものも使用し、

それぞれのクラスでできるだけすべて英語で行います。英語で話しかけると、子どもたちは戸惑うと

いうよりより注意深く話を聞こうとしているような印象を受けました。そして、簡単なやり取りに覚

えたての単語で一生懸命話そうとしている様子は、とても愛らしく、見守る母親たちにも笑顔が浮か

んでいました。子どもたちに、何を話しているんだろう・・わかりたい・・わかるためにちゃんと聞

こう・・・と感じてほしいと狙いながら、幼児期の集中力の短さに合わせて次々と出し物を変える方

法で行いました。 

動物絵カードを一部隠しながら What’s this? と英語で問いかけると「うさぎ！」と、日本語で元

気に答えるという自然な反応をしながらも、時々英語の発音を口真似してみる様子も見られました。

円形の食べ物カードは、食べ物が口に入るかのような錯覚をする簡単な仕掛けカードにしたものであ

り、前年度に一度経験している 2 回目の参加の子どもたちも、視線をそらさずに見入っていました。

身体のカードで単語を確認してから歌「head shoulders knees and toes 」を踊ると、子どもた

ちは元気に真似をしながら小さな手足を力いっぱい動かしながら踊っていました。 

保護者向けての講師からとしてのお願いとして、「英語は伝達手段にすぎないので伝えたい中身を

育てることが大切になってきます。人とコミュニケーションをとることが大好きになるように、伝え

たいことがたくさんあるように、子育て中に色々な豊かな経験をさせてあげてください」と、伝えさ

せていただき、それを終わりの挨拶としました。 

 
動物たちを英語で言うと？(写真 1)  

 
英語の遊戯(写真 4) しかけカードに興味津々 (写真 5) 

英語の指示でも動けるよ♪(写真 3) 



2017年 7月 5日（水） 

 

参加者：親子１４組 （子ども１９人） スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生 3 名  担当：村山ゼミ 1６人 

内容：作って遊ぼう-七夕  

① 13:45 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ 作って遊ぼう 

③ 1430 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
 七夕の説明も寸劇風 

(写真 3) 

 3 回生によるプログラム「作って遊ぼう-七夕飾り」を行いました。 

お名前呼びの後、織姫と彦星の役割の学生たちが、七夕の説明を寸劇風に楽しく伝えていま

した。演技をする学生たちは、わかりやすいようにメリハリのある大きな声ではっきりと演じ

ていたので、子どもたちは引き付けられるように集中して見ていました(写真 2)。熱のこもった

力強い伝え方で、そのあまりの迫力に驚いて泣き出す子(写真 4)が出るという微笑ましいハプ

ニングもありました。学生のフォローもあり、驚いた子もすぐに泣き止み、配られた短冊にシ

ールやクレヨンで模様をつけて短冊を仕上げていきました。ほぼ全員が短冊を作り終えてから

笹が配られました。青々とした奇麗な笹が配られると喜びの声が上がり、学生たちがそれぞれ

のお子さんを手伝いながら笹飾りを楽しみました。笹の飾りつけが終わると、子どもたちは星

の冠のプレゼントを頭につけてもらいました。大きな星を額につけた子どもたちの様子は愛ら

しく、喜んだ母親たちはスマホで写真撮影をしていました。学生たちの伴奏で七夕の歌も歌い

ました(写真 10)。自由遊びの時間帯になっても学生たちは積極的に子どもたちに関わってい

き、プログラム全体が楽しそうな活気のある雰囲気の中で進められていきました。 

嬉しそうに笹を手にしていた子どもたちの様子が印象に残るプログラムでした。 

 
ゼミ紹介(写真 1) 

 
迫力ありすぎ？の演技にポロリ 

(写真 4) 
 

  
短冊に模様をつけよう(写真 6) 

 
前に立つ学生たちに集中！（写真 2 ） 

 
自分で選択！(写真 5) 

 

 
生演奏に引き付けられます 

(写真 12) 

 
七夕飾り(写真 7)  

 

 
できたよ！(写真 8) 

 

 
楽しかったね！ 

(写真 11) 
みんなで歌おう（写真 10 ） 

 

 
一緒は楽しいね！ 

(写真 9) 



2017年 6月 28日（水） 

 

参加者：親子１２組（子ども１７人）スタッフ：2 人  保育士：2人   

担当：院生 2 名  担当：清水ゼミ 10 人 

内容：絵本の世界で遊ぼう  

 

① 13:45 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ 絵本の世界で遊ぼう 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
これは何かな？ (写真 3) 

 
お名前呼び 元気にハイッ！(写真 2) 

大学生（3回生）によるプログラム「絵本の世界で遊ぼう」を行いました。 

始まりの手遊び歌の後、大学生たちは、それぞれが数冊ずつ絵本を抱え、プレイルームに集

まる親子の中に散らばって座りました。特にグループ分けをしませんでしたが、大学生のま

わりには親子の輪が自然とでき、集まった子どもたちに絵本の読み聞かせをしました。子ど

もたちは、お兄さん、お姉さんに間近で絵本を読んでもらうと、嬉しそうに絵本に見入って

いました。読み聞かせをするお兄さんたちの顔の方に注目する子(写真 4)や、絵本を食い入る

ように身を乗り出してみる子(写真５)など、反応はそれぞれの個性や年齢で違っており、学生

たちはその反応を確認しながら読む絵本を次々と変えて読み聞かせを行いました。 

数冊ずつ読み終えてから、子どもたちにはご褒美メダルが渡されました。子どもたちは、

1 列で順番を待ち、自分の順番がきて大学生たちから首にメダルをかけてもらうと(写真 7)、

とても嬉しそうにしていました。自由遊びの時間には、男の子たちはダイナミックに遊んで

くれる大学生の後をついて回り、元気に遊びまわっていました。 

 
興味津々 (写真 5) 

 
プログラム (写真１) 

 
 絵本に集中！ (写真 6) 

 
ごほうびメダル (写真 7) 

 
楽しいね♪ (写真 4) 

 
 やったね！(写真 8) 



2017年 6月 21日（水） 

 

参加者：親子 9 組 （子ども 2２人）  スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生４名  担当：村井ゼミ７人 

内容：遠足の代替えプログラム  

 

① 13:45～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50～  遠足代替えプログラム 破いて遊ぼう！ 

③ 14:10 ～   自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
新聞紙破りの始まり！ (写真 3) 

 
お名前呼び 赤ちゃんもハイッ！(写真 2) 

 本日は、ジャガイモ堀り遠足の予定でしたが、昨夜から降り続く雨のため残念ながら遠足

は中止となりました。そのため、代替えプログラムをプレイルームで行いました。 

 学生たちは、中止の場合に備えて予備のプログラムを計画していました。本ゼミ生たちが

前回に行った「音で遊ぼう」プログラムの際に行った新聞紙を破く遊びと宝探しです。前回

は複数の遊びのひとつとして新聞破りを短時間で行いましたが、今回はたっぷり時間をかけ

て行いました。大人が読む新聞紙を自由に破れることや、小さくちぎった新聞紙で部屋中を

散らかしていいことは、子どもたちにとっては日常許されないことが許される遊びです。最

初は戸惑うように動かなかった子も、大学生たちの楽しそうな誘いかけに徐々に動きが活発

になり、大きく広げた新聞紙を何度もパンチで破るなどして、ビリビリと鳴る音を聞きなが

らそれぞれのペースで楽しんでいる様子でした(写真 5・6)。 

十分遊んだあとは、お片付けです。学生たちが段ボール箱を 2 つ持ってきて、 

「さ、今からお片付けの競争だよ」と、声かけをすると、子どもたちは楽しそうに新聞紙を

片付けてしまいました(写真７)。どちらのチームが勝つのかの勝敗には関心を示さず、お片付

け自体を遊びにしてしまっている子どもたちの夢中になっている様子は、とても愛らしいも

のでした。 

 宝探しはボールプールで行いました。子どもたちはボールの中に隠され、完全に見えなく

なった手作りマラカスを手探りで見つけては喜んでいました(写真８)。 

 本日の遠足中止はとても残念でしたが、代わりにプレイルームでしっかり遊ぶことができ、

子どもたちは笑顔になって帰っていきました。 

 

 

 

 
パンチで破れるよ！(写真 5) 

 
担当ゼミ生の挨拶 (写真１) 

 
パンチ♪(写真 6) 

 
ボールプールでの宝探し！(写真 8) 

 
お兄さんに注目 (写真 4) 

 
お片付け競争！(写真 7) 



2017年 6月 14日（水） 

 

参加者：親子１9組 （子ども 23 人）  スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生４名   

内容：作って遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50～  作って遊ぼう 

③ 14:05 ～   自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
何を飾るか自分で選ぼうね！(写真 3) 

 
完成！ (写真 7) 

 院生によるプログラム「作ってあそぼう」を行いました。 

院生たちは、模造紙に雨粒と水たまりを描いただけの画面を広げて見せて(写真 2)。 

導入として雨降りについての話題をしました。画面がこのままでは寂しいことを説明し、 

「ここにアジサイのお花や、傘、テルテル坊主などをたくさん飾って楽しくしよう」と、子

どもたちに誘いかけました。 

 別紙で用意したアジサイ・傘・テルテル坊主の 3 種類から、子どもたちは自分が飾るもの

を自分で選びました(写真３)。なかなか選べない子もいましたが、自分で決めることは成長し

ていく過程で大事にしたいことのひとつです。院生たちは、急かさずに優しく見守りながら

じっくりと選ぶことに付き合っていました。月齢の小さな子たちの中には、選んだカタツム

リの目が気になり飾る前に破ってしまう愛らしい場面もありました(写真 4)。そのような場

合も、院生たちはさりげなくフォローし、子どもたちは機嫌良く取り組んでいました。 

 クレヨンで色を塗ったりシールを貼ったりして仕上がったものを、自分たちが好きな場所

に貼っていきました(写真 6)。大きな紙面の手が届く場所に次々と貼っていき、仕上げに大き

なカエルを加えた作品は、とても楽しい雰囲気の雨降りの様子となりました。 

 プログラムすべてが和やかな雰囲気の中で行われました。 

 
アジサイや傘をどこに飾る？(写真 2) 

 
お名前呼び (写真１) 

  
カタツムリさん、 

目を出して♪(写真 4) 

 
アジサイをたくさん咲かそう！ (写真 6) 

 
クレヨンやシール、楽しいね♪ (写真 5) 



2017年 5月 31日（水） 

 

参加者：親子１７組 （子ども 2１人）  スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生 2 名  担当：村井ゼミ 12 人 

内容：音で遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50～  音で遊ぼう 

③ 14:20 ～   自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
うちわで転がるかな(写真 3) 

 
お名前呼び(写真 2) 

 3 回生によるプログラム「音で遊ぼう」を行いました。 

手遊びとお名前呼びの後、白い無地のウチワとシールのシートが配られました。子どもたち

は無地のウチワに好きなだけシールを貼って自分のウチワを作りました。幼児期の子どもた

ちの多くはシールが大好きです。自分の指先をしっかりと見つめながら小さな指先でシール

をつまんで台紙からはがして次々と貼っていくことに集中していました。電車など好きな柄

のシールが気になる子もいれば手当たり次第に次々とたくさん貼っていく子など、シールの

貼り方ひとつを見ていても、お子さんによってかなり違いがあり微笑ましい様子でした。シ

ール貼りが終わると紙コップで作られたマラカスが配られました。そのマラカスをウチワで

扇いで転がすときに鳴る『シャラシャラ』という音を楽しんでもらうためです。子どもたち

が扇ぐだけではマラカスが転がらない場合は学生たちが手伝い、時には子どもと競争をして

音を楽しんでいました(写真 3)。子どもたちは、大学生のお兄さんやお姉さんに相手をしても

らうのが嬉しいようで、遊んでくれる学生に強い関心を示す子もいました(写真 4)。 

マスカラに退屈する子が出てきたタイミングで吹き戻し(写真 7)が配られました。次は『ピ

ィ～』と鳴る笛の音の体験です。吹き戻しは、口元の筋肉をしっかり使いながら息を多く吹

き込む呼吸のトレーニングにもなるオモチャです。子どもたちは、学生たちの見本を見て自

分で何度も何度も吹いていました。うまくできるようになった子もいれば、何度吹いても動

かない吹き戻しを不思議そうに見ている子もおり、年齢や性格により色々違った反応を見せ

てくれました。最後は、新聞を破る『びりびり』という音です。自分の身体と同じくらい大き

なサイズの新聞を肩から腕を動かして破る様子はとても愛らしいものでした。 

今回の 3種類の音の違いを子どもたちがどれだけ意識できたかを判断することは難しいで

すが、子どもたちが楽しんでいたことはその笑顔からとても伝わってきました。 

学生たちが丁寧に子どもたちの遊びに入って関わっていたことを、お母さま方がとても喜

ばれていました。 

 
これは何かな？(写真 5) 

 
プログラム(写真１) 

 
音がするよ♪(写真 6) 

 
ビリビリと破ろう！(写真 8) 

 
お兄さんに興味津々(写真 4) 

 
 吹き戻しできた！(写真 7) 



2017年 5月 24日（水） 

 

参加者：親子１5組 （子ども 20 人）  スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生 2 名  担当：清水ゼミ 12 人 

内容：作って遊ぼう  

 

① 13:35 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40～  作って遊ぼう 

③ 14:00 ～   自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
手作りおもちゃ(写真 3) 

 
お名前呼び(写真 2) 

 今期初めての学部生 3 回生によるプログラムを行いました。 

 プログラムは、まず名前呼びからです。子どもたち一人一人の名前を呼び、呼ばれた子ど

もたちは、『ハイ！』と返事をしてタンバリンをたたきに行きます(写真 2)。子どもたちは、

自分の名前が呼ばれることに対しても月齢や性格によりさまざまに違う反応を示します。元

気に返事をして学生のところまで走っていく子、驚いたようにお母さんにしがみつく子、は

にかむように動けなくなる子など様々です。タンバリン担当の学生は、お子さん自身が自分

で挨拶できたのだという自信をもてるように、子どもたちの反応に合わせてタンバリンを移

動させるなどの工夫していました。 

 「作って遊ぼう」というテーマで準備していたのは、子どもたちが自分で膨らますことが

できるオモチャ(写真 3)でした。紙コップの口部分に空気が漏れないようにぴったりとビニ

ール袋を貼り、コップ側面にあけた小さな穴に差し込まれたストローから息を吹き込むとビ

ニールが膨らむというシンプルな仕掛けのオモチャです。 

まず配られた紙コップとビニール袋に親子で好きな絵を描くことを楽しみました。学生た

ちは子どもたちに自分から話しかけ、積極的に関わろうとしていました。それぞれ絵を描き

終わると、個別に子どもたちの目の前で組み立ていきました。目の前で組み立てられていく

オモチャを見つめる子どもたちだけでなく、お母さま方も興味津々な様子でした (写真 6)。 

オモチャが出来上がると子どもたち自身でストローに息を吹き込み、膨らんでくるビニー

ル袋の動きに驚いたり笑いだしたりと、それぞれとても楽しんでいる様子でした。年齢によ

ってはストローから息を吐くことが難しく、すぐに吸ってしまうためビニールがすぐしぼん

でしまう子や、膨らんでくるビニールを怖がって放り出す子など様々な反応が愛らしく、そ

れらを見守るお母さま方は、楽しそうな笑顔になっていました。 

 

 

制作中-2(写真 5) 

 
プログラム(写真１) 

制作中-3(写真 6) 自由遊び(写真 7) 

制作中-1(写真 4) 



2017年 5月 17日（水） 

 

参加者：親子１２組 （子ども１５人）  スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生４名  学部生：２人 

内容：絵本の世界で遊ぼう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50～  絵本の世界で遊ぼう 

③ 14:00 ～   自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
ペープサート-2(写真 3) 

 
ペープサート-1(写真 2) 

 院生によるプログラム「絵本の世界であそぼう」を行いました。 

絵本をもとにしたペープサートを手作りし、紙芝居時に使用するような額(写真 2)も手作り

でした。子どもたちが座る位置を床にテープを貼り(写真 5)、母親たちに助けてもらいながら

落ち着いた雰囲気の中で行うことができました。ペープサートのストーリーはシンプルな短

いもので、上手に挨拶できるようにウサギ先生が動物の子どもたちに指導していく話でした。

子どもたちは集中して熱心に聞いていました。 

 院生たちは、幼児期の集中時間が短いことを考えてとても短い話をあえて選んだそうです。

ペープサート担当の院生たちは、楽しそうな声の調子ではっきりと明るく演じており見てい

て楽しいものでした。子どもたちの注意をうまく引き付けることができていたので、もっと

ペープサートの時間が続いてほしかったと感じた親子もいたようです。院生たちで次の院生

プログラムの長さを考えるときには、今回のことも参考にしようと終了後に話し合っていま

した。 

 ペープサートが終わってからの自由遊びの時間がたっぷりとあり、母親たち同士の交流や

院生たちとの個々の遊びをそれぞれで十分楽しんでいる様子でした。 

集中して聞く子どもたち(写真 4) 

 
プログラム(写真１) 

全体の様子(写真 5) 手作りのープサート(写真 6) 



2017年 5月 10日（水） 

 

参加者：親子 18 組 （子ども 24 人）  スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生 5 名  学部生：4 人 

内容：からだを動かそう  

 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50～  からだを動かそう 

③ 14:05 ～   自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
からだを動かそう-2(写真 3) 

院生による見本 

 
 からだを動かそう-1(写真 2) 

 院生によるプログラム「からだを動かそう」を行いました。 

楽しいドライブの歌をかけながら、子どもたちはお母さんの膝にのり、歌の歌詞に合わせて

体を揺らしてもらいました。子どもたちは傾いたり上下したりの急な動きに反応し、膝の上

から落ちないように自分の身体の動きを楽しみながら頑張って調整している様子でした。 

母親たちは、すぐにコツをつかんでくださり、歌詞が「カーブ～♪」と聞こえると、それに

合わせて左右に大きく子どもたちを揺らします。ガタゴトとデコボコ道では、膝を小刻みに

上下させて膝の上に乗る子どもたちの身体を上下させます。急カーブやブレーキなど、軽快

な音楽に合わせてお母さま方自身が上半身を大きく使いながら子どもたちの身体を大きく動

かすことで、幼い子どもたちは満面の笑みで喜んでいました。 

繰り返しが大好きな時期の子どもたちは同じようなフレーズが、少しずつ変化しながら繰

り返されていく曲に合わせてお母さんに遊んでもらえることがとても嬉しかったようです。 

お母さま方も、子どもたちの笑顔を眺めながら一緒に楽しんでいる様子でした。 

 

 

 
からだを動かそう-3(写真 4) 

ママのお膝の上での笑顔♪ 

 

 
お名前呼び(写真１) 

自由遊び-1(写真 5) 

ボールプールは大人気♪ 
自由遊び-2(写真 6) 

大きい玩具で思う存分自由遊び 



2017年 4月 26日（水） 

 

参加者：親子 21 組 （子ども 28 人）  スタッフ：2 人   保育士：2 人   

担当：院生 4 名  

内容：部屋紹介 歌遊び  

 

① 13:35 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:45～  第一回目としての説明 部屋紹介 歌遊び 

③ 14:00 ～   自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(さよならあんころもち)とスタンプ 

 

   

 

 

 
ボールプールでの 

自由遊び-1(写真 3) 

 
お名前呼びの様子(写真 2) 

 今年度の「がくせいと遊ぼう」初回は、院生によるプログラムで、「お部屋紹介と歌遊び」

をしました。参加するのが初めての子どもたちにプレイルームに慣れてもらうためのプログ

ラムです。 

第一回目としての諸注意や部屋紹介をした後は、歌遊び「パンダうさぎコアラ」を一緒に

歌って楽しみました。初回なので自由遊びに長く時間をとるプログラムにしていました。 

特別プログラムに今期初めて登録した子どもたちは、１～2 歳児が多くました。まだ人が

多い場に出る経験が少ない子たちも多い年齢です。見慣れない部屋や学生たちに戸惑ってい

る様子でしたが、母親と一緒に参加しているのでお母さま方が安心させるように声かけし、

子どもたちも時々お母さんに抱っこされながら参加していました。昨年度から続けて参加し

ている子どもたちは学生たちの声掛けに元気に反応していました。 

担当の院生たちは、子どもたちの注意を引き付けるために大きな身振りとはっきりとした

口調でゆっくりと手遊び歌の踊り見本をして見せてからＣＤの音楽をかけていました。 

子どもたちは院生の見本を見ながら音楽に合わせて、お母さんと一緒に手遊びすることを

楽しめている様子でした。 

 

 

 

 
プログラム(写真１) 

ボールプールでの 

自由遊び-2(写真 4)  
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