
2018年 12月 19日（水） 

参加者：親子 15 組 （子ども 20 人）スタッフ：1 人 保育士：2人   

担当：院生 7 名  学部生 3 人  

内容：クリスマス 「ツリーを飾ろう」 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ クリスマス飾り作り 

      交代で大きなツリーに飾りに行こう 

③ 14:50 ～  カードとご褒美メダルをもらおう 

④ 14:55 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

   

 

 

 今期最後の「がくせいと遊ぼう」として、「クリスマスツリーを飾ろう」を行いました。大学院

生によるプログラムです。まず、ツリーに飾るためのオーナメント作りをしました。ジンジャー

マンとクリスマスブーツを型取った色画用紙を配り、そこにクレヨンで色を塗り、シールを貼っ

て作ります。小さな手でシールを台紙から剥がすことも、クレヨンを箱から出し入れすることも、

子どもたちにとっては楽しみながら手を使える良い機会となります。学生たちは手伝いすぎない

ようにそっと寄り添い、会話をしながら一緒に作成していました。 

出来上がったオーナメントを飾り付けする大型ツリーは、同じ建物の 1 階にあります。そのた

めプレイルームのある 3 階から、ツリーがある１階まで移動をしました。大学院生のお兄さん・

お姉さんが一緒にいると、ただの移動も散歩のように楽しめるようで、愛らしい笑顔をあちらこ

ちらで見ることができました。廊下を歩くときにはお母さんと手をつないで静かに移動し(写真

5)、順番にエレベーターで 1 階に移動し、オーナメントを自分でツリーに飾ったあとは、写真撮

影です(写真 6)。大きな子たちは嬉しそうにツリーの周りを回って眺めていましたが、幼い子た

ちは自分の飾りには無頓着で無邪気に自由に遊びだす子もいました。そのどちらも愛らしく、母

親たちは自分のカメラでもツリーをバックに自分の子どもたちを撮影していました。写真は、す

ぐにプリントしてクリスマスカードに貼り、最後にプレゼントとして手渡されました（写真 7）。

ひとりずつ名前を呼ばれ、リボンをつけた出席カードを首にかけてもらい、ご褒美メダルを胸に

貼ってからクリスマスカードを手渡されると、とても嬉しそうに母親のもとに走ってもどってい

ました。今期の「がくせいと遊ぼう」も数か月という短い期間でしたが、大きな声で返事ができ

るようになった子、笑顔で挨拶ができるようになった子、お母さんのそばから離れて遊べるよう

になった子など、それぞれの成長を見せていただくことができました。 

 
何を作るのかな (写真 2) 

  
クレヨンやシールを使うよ (写真 3) 

 
プログラム (写真 1) 

 
ツリーの前でパチリ 

 (写真 6) 

 
 できたよ(写真 4) 

 
手渡しでひとりずつ 

(写真 7) 

 
廊下は手をつないで 

 (写真 5) 

 
 嬉しいね(写真 7) 



2018年 12月 12日（水） 

 

参加者：親子 18 組 （子ども 21 人）スタッフ：1 人 保育士：2人   

担当：院生 9 名  学部生 3 人  

内容：音で遊ぼう 鈴「あわてんぼうのサンタクロース」 

ハンドベル  パネルシアター 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:50 ～ ハンドベル「おおきな手袋」 

      音で遊ぼう「あわてんぼうのサンタクロース」 

③ 14:25 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

   

 

 

 大学院生によるプログラム「音で遊ぼう」を行いました。 

お名前呼びの後、最初に行ったのはハンドベルです。司会の院生たちが『あわてんぼうのサンタクロ

ース』を演奏しました。キーボードによる生演奏の伴奏つきです。美しい音色が響くと、幼い子ども

たちは驚いたような表情をしながら、目の前で演奏する院生たちの方をしっかりと見て聴いていま

した。お母さま方も感心して大きな拍手が起こっていました。 

演奏の後は、子どもたちに鈴を配りました。一人ずつ丁寧に「どっちがいい？」と、本人が自分で

選ぶことを大切にしながら配っていました（写真４）。鈴を手にすると子どもたちは喜び、シャンシ

ャンとリズムをとるように身体を揺らしながら曲に合わせて鳴らす様子はとても愛らしいものでし

た。 

「あわてんぼうのサンタクロース」を一緒に鈴を鳴らしながら歌う際には、前で手本を見せる学生

たちは、軽快な音楽をさらに盛り上げるように大きなジェスチャーでチャチャチャ、ドンシャラリン

などと歌い踊っていました。 

しめくくりは、パネルシアターです。あわてんぼうのサンタクロースの歌詞のストーリーと同じも

ので、慌てて早く来てしまったサンタさんが動物たちとやりとりをしていくお話です。サンタさんや

動物たちが出てくる度に、後ろに座る子どもたちからも見えるようにパネルから剥がして子どもた

ちの目の前に持っ行き、子どもたちの注意をひきつけていました。子どもたちは、パネルシアターの

動物たちの動きに引き付けられて夢中になって楽しんでいる様子でした。 

 
拍手もしっかり(写真 2) 

  
ママと一緒に夢中(写真 3) 

 
生演奏です (写真 8) 

 
ハンドベル(写真 1) 

 

 
パネルシアター(写真 6) 

 
 (写真 4) 

 
リンリンリン♬ (写真 7) 

 
 (写真 5) 



2018年 12月 5日（水） 

 

参加者：親子 16 組 （子ども 19 人）スタッフ：1 人 保育士：2人   

担当：院生 7 名  学部生 3 人  

内容：エプロンシアター「おおきな手袋」・ 

   作って遊ぼう「クリスマスケーキづくり」 

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「おおきな手袋」 

      作って遊ぼう「クリスマスケーキづくり」 

③ 14:25 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

   

 

 

 大学院生によるプログラム「作って遊ぼう-クリスマスケーキ作り」です。まず導入に、ウクライナ民話

「てぶくろ」をエプロンシアターで行いました。落し物の赤い手袋の中に、次々と動物たちが入っていく

お話です。手袋の中が満員で入れないはずなのに、次々と動物たちが中に入っていくという不思議なお話

です。子どもたちの大好きな動物が多く登場し、繰り返しも多く、手袋の中はどうなっているんだろうと

想像力を掻き立てられる楽しい民話です。 

 院生たちは、ネズミやウサギなどの動物が出てくる度に、「ウサギさ～ん」などと子どもたちに声を出す

ように促し、子どもたちを上手く物語の世界に引き込んでいました。子どもたちは、ウサギやキツネが次々

と、手袋に見立てたエプロンポケットに入っていく様子に目を丸くして見入っていました。「もう（手袋の

中は）いっぱいで入れない」と言っているのに、それでも次々とオオカミやクマまで入っていく様子に、

思わず立ち上がってしまう子もいました。動物たちが手袋から出ていく時に「バイバ～イ」と手を振って

見送る子どもたちの表情は真剣そのもの。お話の世界に入れていることが伺えるとても愛らしい表情でし

た。学生たちは熱意が伝わる動きと張りのある声で、明るく楽しく演じており、見守る母親たちには笑顔

が多くみられました。 

 エプロンシアターの後は、クリスマスケーキ作りです。予め画用紙で準備していた立体と平面のケーキ

に、クレヨンやシールで好きに飾りつけをします。シールを台紙から剥がすことに一生懸命な子、自分の

好きな色を塗ることに夢中な子、ケーキに車のシールまで貼る子、など、それぞれの月齢に応じた楽しみ

方で飾りつけをしました。できたケーキは小さなビニール袋に入れてプレゼントとして持ち帰れます。完

成した作品を自分でビニール袋にうまく入れることも、小さな幼児たちにとっては手を使ういい機会とな

ります。学生たちは、子どもたちを手伝いすぎないように気を付けながら、「はいどーぞ、」「ありがとう」

の言葉のやりとりも大切に行っていました。子どもたちは満足した様子で、その後の自由遊びの時間も笑

顔が多く見られました。穏やかな雰囲気の中でプログラムを実施することができました。 

 
子どもたちはお話に夢中(写真 3) 

 
できたよ (写真 9) 

  

手袋の中は動物たちでいっぱい 

(写真 4) 

 
自分で袋に入れるよ 

(写真 10) 

 
エプロンシアター (写真 2) 

 

 
プログラム (写真 1) 

 
思わず立ち見を 

したくなるね(写真 5) 

 
見て! (写真 8) 

 
シールやクレヨンで 

ケーキ作り(写真 6) 

 
自分でがんばる 

 (写真 7) 



2018年 11月 7日（水） 

参加者：親子 13 組 （子ども 16 人） スタッフ：2 人  

 保育士：2 人  院生 3 名  

担当：清水ゼミ 学部生１4 名   

内容：作って遊ぼう 

① 13:30 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40 ～ 作って遊ぼう「6 種類のゲーム」 

③ 14:20～   自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

 

   

 

 

 
プログラム(写真 1) 

 
福笑い(写真 7) 

 大学 3 回生の学生たちによるプログラム「作って遊ぼう」を行いました。 

お名前呼びと導入の手遊びの後、遊びの紹介がありました。パッチンガエル・ストローロケット・コッ

プロケット・紙皿シーソー・福笑い・凧糸ロケットの 6 種類です。学生たちはプレイルームに 6 か所

のコーナーを作って待機し、保護者と子どもたちが遊びたいところに自由にまわっていきました。 

パッチンガエル(写真 3)では、厚紙と輪ゴムの簡単な仕掛けで、ピョンと高く跳ねるオモチャが作れ

ます。どうすれば高く跳ぶオモチャができるのかをじっくりと教えてもらいながら作っていました。ス

トローロケット(写真 4)は、割りばしと洗濯ばさみをセットすると完成。洗濯バサミをはじくように動

かしてストローのロケットを飛ばします。幼児の指の力がまだ弱いために少し難しそうでしたが、母親

に手伝ってもらいながら飛ばすことができていました。少しコツをつかむと、何度も繰り返し自分で飛

ばして遊んでいる子もいて、とても嬉しそうな笑顔を見せてくれました。紙コップロケット(写真 5)

は、輪ゴムの仕掛けで、重ねた紙コップが上に飛ぶものです。上から押さえるだけでいいので、小さな

どもたちも自分で遊ぶことができていました。 紙皿シーソー(写真 6)は、紙皿を利用した半円形のも

のです。簡単に作って遊ぶことができ、自分たちで模様を描いたりシールを貼ったりして飾ることも楽

しんでいる様子でした。福笑い(写真 7)は、目隠しはせずに見本を見て遊びました。本人たちは一生懸

命ですが、出来上がる顔が面白くなるのが福笑いの楽しさです。学生たちやお母さま方も思わず笑い出

し、暖かい雰囲気で遊んでいました。凧糸ロケット(写真 8)は、小さなカードの裏にストローを 2 本貼

り、子どもたちが凧糸を通します。ストローに角度がついていることでタコ糸を左右交互に引っ張るだ

けで上の方に上がっていきます。子どもたちは不思議な表情をしながら一生懸命上げていました。 

たとえ仕上げ部分だけでも自分で作ったもので遊ぶことができ、とても満足している様子でした。 

 

 
コップロケット (写真 5) 

  
お名前呼び(写真 2) 

 
凧糸ロケット (写真 8) 

 
パッチンガエル(写真 3) 

 

 
ストローロケット(写真 4) 

 
紙皿シーソー (写真 6) 

 

ススタンプぺったん(写真 9) 

 

 



2018年 10月 31日（水） 

参加者：親子 18 組 （子ども 20 人） スタッフ：3 人  

 保育士：2 人   

担当：村井ゼミ 学部生１６名   

内容：絵本の世界で遊ぼう 「腹ペコ青虫」クイズ 

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「腹ペコ青虫」クイズ 

③ 14:20 ～  自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

 

   

 

 

 
プログラム (写真 1) 

 
タンバリンパン♪(写真 2) 

 大学 3回生の学生たちによるプログラム「絵本の世界で遊ぼう」を行いました。 

エリック・カールの『はらぺこ青虫』は、色彩豊かな美しい絵本です。小さなサイズでも子どもたち

の注意を引き付けていました。話の筋は、はらぺこの青虫君が蝶々になるまでの話です。果物からケ

ーキやアイスクリームまで食べてお腹が痛くなりますが、葉っぱを食べて元気になり、大きなサナギ

から蝶々となって美しい羽を広げるという筋です。食べ物を次々と食べていく楽しい繰り返しが多

く、月齢の低い子どもたちも母親の膝の上から絵本の方に視線を向けていました。定型サイズの絵本

を読んでいるその背後では、学生たちによって画用紙 8 つ切りサイズから 4 つ切りサイズほどの大

きな青虫くんや、美味しそうな食べ物がどんどんと登場しました。絵本の中の青虫君が絵本の中から

大きなサイズで飛び出してきたようにも見え、後ろから離れて見ていた子どもたちの注意も引き付け

ることができていました。最後に登場した蝶々は、学生の姿が後ろに隠れるほど大きくカラフルに作

ってあり、子どもたちの注意を一気に引き付けていました。子どもたちには、手で持って遊べる小さ

なサイズの蝶々も配られました。子どもたちは、各々に配られた蝶々をヒラヒラと飛ばすように動か

しながら大きなチョウチョのまわりで楽しそうに遊んでいました(写真 7)。母親の中から、『とても良

かったから是非もう 1回』と、読み聞かせのリクエストもありました。 

 クイズも行いました。絵本に出てきた食べ物を、影の形で何かを当てるクイズです。3 歳児たちは、

大きな声で競うように答えを言い合っていました。月齢の低い子どもたちにも目で見てわかりやすい

クイズなので、同じ場にいて楽しめていた様子でした。 

 ハロウィンにちなんで、「トリック・オア・トリート(Trick or Treat)」と唱えてから折り紙のプレ

ゼントをもらう遊びも行いました。まだ正確には話せない子どもたちも多く、そのきょとんとしたよ

うな真面目な表情は母親たちの優しい笑いを誘っており、和やかな明るい雰囲気の中でプログラムを

終えることができました。 

 
綺麗なチョウチョ(写真 7) 

 
絵本の時間 (写真 3) 

   
リンゴも食べて！(写真 5) 

  

 
なんの形かな？ (写真 8) 

 
青虫くんが出てきた！?(写真 4) 

   
大きくなった！(写真 6) 



2018年 10月 17日（水） 

 

参加者：親子 21 組 （子ども 24 人）スタッフ：3 人 保育士：2 人   

担当：村山ゼミ １４名  

内容：作って遊ぼう「ハロウィンのマントづくり」 

① 13:35 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40 ～ マントで遊ぼう♪ 

      ハロウィンのマントづくりとダンス 

③ 14:25 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

   

 

 

大学 3 回生の学生たちによるプログラム「作って遊ぼう」を行いました。お名前呼びと導入の手

遊びの後、マントの素材として準備したカラフルなビニール袋を持つ学生が登場しました。子ども

たちは、前に立つお兄さん、お姉さんの方にしっかりと視線を向けて話を聞いていました。それぞ

れ好きな色のマントを選び、ハロウィンらしいカボチャやお化けのシールを好きな位置に貼り、自

分のハロウィンマントを作りました。小さなシールを貼る作業では、時々手伝ってもらいながらも

子どもたち自身の指先をしっかり使っていました。お母様たちの中には、『こんなシール、もうこ

の子の年齢で貼れるんですね、自分ではがしたり貼ったりできるとは思っていませんでした。』と

嬉しそうに話す方もいました。学生たちの発想で提供した遊びが、子どもたちの経験の幅を少し広

げることができたのかもしれません。一生懸命小さな手でシールを貼ろうとしている様子は、とて

も愛らしく、ご自分のお子さんの写真撮影をしている方も複数名いました。 

 マントが出来上がると、次は、ハロウィンソングを流しながらダンスをしました。学生たちが選

んだ曲は、きゃりーぱみゅぱみゅのハロウィンソング。若い感覚での選曲とダンスは、楽しい雰囲

気を盛り上げて、お母様方の笑顔も多く引き出していました。子どもたちは、目の前でハロウィン

マントを着て踊るお兄さん・お姉さんを見て、きょとんとした表情になる子や、興味津々な様子の

子、見よう見まねで笑顔で身体を動かす子など、年齢や性格などによる反応の違いも見せてくれま

した。最後には、ご褒美メダルです。学生たちから首にかけもらったメダルを見つめる様子はとて

もかわいらしく、自由遊びの時間でも学生たちとよく関わって遊ぶことができており、始終和やか

な明るい雰囲気で実施することができました。 

 
ハロウィンマントを作るよ(写真 5) 

  
シール貼りは面白いね(写真 3) 

 
メダルもらったよ！(写真 7) 

 
お名前呼び(写真 2) 

 
プログラム(写真 1) 

 
指先を使って！(写真 4) 

 
キラキラ！(写真 6) 



2018年 10月 10日（水） 

 

参加者：親子 18 組 （子ども 22 人）スタッフ：1 人 保育士：2人   

担当：院生 9 名  

内容：エプロンシアター「花の色・鶏の親子」・動物しりとり・ 

   ハロウィンのキャンディーづくり 

 

① 13:35 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40 ～ エプロンシアター・しりとり歌♪ 

      ハロウィンのキャンディーづくり 

③ 14:25 ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

   

 

 

 2018 年度後期「がくせいと遊ぼう」第 1回目として、院生によるプログラムを実施しました。 

 導入にエプロンシアターを行いました。エプロンの大きなポケットから最初に出てきたのはチ

ューリップカードです。花の部分の色が変わる仕掛けをしてあり、一瞬で赤色から黄色へと変え

ると、子どもたちは目を丸くして見入っていました。次に出てきたのは、ひよこのカード。子ど

もたちに「ひよこのママを一緒に探して」と働きかけると、子どもたちは素直にキョロキョロと

室内を一緒に探していました。最後に出てきたのは、動物しりとりカードです。大きな声で、し

りとりを楽しんだ後、『♬こぶた・たぬき・きつね・ねこ』の歌を繰り返して歌いました。 

工作の時間では、ハロウィンキャンディーの飾りつけを行いました。あらかじめ色画用紙で形

を作ってある立体キャンディーと、画用紙の平面キャンディーの 2種類を準備し、クレヨンとシ

ールで自由に飾りつけを行いました。クレヨンやシール貼りは、指をしっかり使うことができる

遊びです。学生たちや母親たちに手伝ってもらいながらゆっくりと時間をとって飾りつけを行い

ました。仕上がった立体キャンディーは大きなお化けに食べさせてあげます。大きな口に入るキ

ャンディーを不思議そうに見つめる子や、元気に投げ入れる子、また少し怖々と近づく子もおり、

母親たちは温かい笑顔で背中を押したりしながら子どもたちを見守っていました。設定プログラ

ムの後の自由遊びの時間では、ボールプールやフラフープなども使用できます。学生たちとたっ

ぷりと遊べて満足している様子で、あちらこちらで楽しそうな笑顔を見ることができました。 

 

  

 
動物しりとり・歌(写真 3) 

 
お化けさんに、どうぞ！(写真 7) 

  
ハロウィンのお化けだよ (写真 4) 

 
シールも貼れるよ！(写真 6) 

 
エプロンシアター (写真 2) 

 

 
お名前呼び (写真 1) 

 
クレヨン大好き！(写真 5) 



2018年 6月 20日（水） 

参加者：親子 18 組 （子ども 20 人） スタッフ：3 人  

 保育士：2 人  院生 3 名  

担当：清水ゼミ 学部生１4 名   

内容：絵本の世界で遊ぼう 「お月様」「ブレーメンの音楽隊」 

① 13:30 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40 ～ 絵本の読み聞かせ・劇「お月様」「ブレーメンの音楽隊」 

③ 14:20～   自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

 

   

 

 

 
プログラム(写真 1) 

 
月が雲に隠れちゃった 

 (写真 7) 

 大学 3 回生の学生たちによるプログラム「絵本の世界を楽しもう」を行いました。 

お名前呼びと手遊びの後、学生たちはグループを作ってプレイルームのあちらこちらに散らば

りました。それぞれのグループごとに数冊の本を準備しており、集まってくる子どもたちに対

して、グループごとに読み聞かせをしました。ほぼ個別対応のような丁寧な読み聞かせの時間

です。子どもたちの年齢の幅に合わせて何冊も準備しており、目の前に座った子どもの年齢に

合った本を選んで、丁寧に読み聞かせをしていました。0 歳～2 歳の子どもたちも、視線を絵

本にしっかりと向けていました(写真 2)。学生たちは、子どもたちが指さしをするしぐさなどに

着目しながらも、明るく楽しい雰囲気の中で子どもたちが楽しめるようにプログラムを進めて

いました。 

 個別の読み聞かせの後は、劇を行いました。学生が扮するお月さまは真ん中に学生の顔があ

り、その様子がユーモラスで母親たちも思わず笑っていました。お月さまが質問に答えてくれ

たり(写真 5)、雲に隠れたり出てきたり(写真７)と、わかりやすい筋書きの劇でした。0 歳～2

歳の子どもたちも、しっかりと視線を向けて集中できている様子でした。 

少し大きい幼児向けには、『ブレーメンの音楽隊』のペープサートも行いました。動物たちが

協力して大きな化け物に見える影を作って、悪い人間を脅かすというストーリーです。たくさ

ん動物が登場するお話なので、動物のペープサートが登場するたびに子どもたちは夢中になっ

ている様子でした(写真 8)。どの子もそれぞれの年齢に応じた反応で楽しんでいるようでした

が、特に 3 歳児たちは話の最後まで集中を途切れさせることなくしっかりと劇を見続け、絵本

の世界を楽しめていたようです。 

 

 
お月様だよ(写真 5) 

  

興味津々、何かな～♪ 

(写真 2) 

 
こんどは動物がたくさん 

(写真 8) 

 
ママ、見て！ 

(写真 3) 

 

 
読み聞かせは楽しいね 

 (写真 4) 

 
絵本の世界は楽しいね 

(写真 6) 

 

 
ブレーメンの音楽隊 

(写真 9) 

 

 



2018年 6月 6日（水） 

参加者：親子 14 組 （子ども 16 人） スタッフ：3 人  

 保育士：2 人  院生 3 名  

担当：村山ゼミ 学部生１6 名   

内容：つくって遊ぼう ポンポン作り 

踊り「♪エビカニクス」 

① 13:40 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40 ～ ポンポン作り 踊り「♪エビカニクス」 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

 

   

 

 

 
プログラムとゼミ紹介(写真 1・2) 

 
カニさん (写真 3) 

 大学 3 回生の学生たちによるプログラム「作って遊ぼう」を行いました。 

お名前呼びと手遊びの後、学生たちが事前に色画用紙で準備したエビ・カニの頭飾りが配られまし

た。うまく頭につけることができる子、お腹にベルトのようにつける子など、さまざまですが嬉し

そうに身につけて笑顔になっていました。その後、ポンポン作りを行いました。あらかじめ仕上が

りの一歩手前まで学生たちが準備しており、子どもたちは、束ねられた幅広ビニール紐を自分の手

で細く引き裂いていく作業を行いました。ビニール紐を引き裂くのは面白い作業のようで、小さな

指でつまみ、両腕をいっぱいに広げて引き裂いていました(写真 5)。 

 ポンポン作りが終わると、そのポンポンを使って歌とダンスです。学生が目の前でキーボード演

奏をすると、子どもたちの声で騒がしかった室内が一瞬で静かになりました。キーボードから流れ

てくる音楽をしっかりと聴いていました。生演奏はやはり魅力的なようです。学生たちが踊り用に

選んでいたのは、『♪エビカニクス』という曲でした。YouTube で話題になっている曲のようで

す。男子学生が前に出て見本を示すと、子どもたちの視線は前に立つお兄さんたちにくぎ付けです。

もともとは速いテンポの曲のようですが、幼児向けに少しゆっくりと演奏していました。学生たち

は事前に練習を重ねたようで、自信ありげで恥ずかしがる様子がなく、大きな声と動きで見本とし

て歌い踊りました。見ている子どもたち・母親たちは見本を見ながら一緒にポンポンを振り踊りま

した。数回繰り返して踊ると、2 歳前の子たちも動きを真似てポンポンを振っていました。その様

子はとても愛らしく、見守るお母さま方の表情が、とても明るくなっていました。 

 自由遊びになってからも学生たちは積極的に子どもたちに関わっていました。子どもたちがお兄

さん・お姉さんに遊んでもらって喜ぶ様子があちらこちらで見られました。 

 

 

  
お兄さんたち上手！ (写真 7) 

 
エビさん (写真 4) 

 

 

 
♪エビカニクス踊ろう 

 (写真 6)  

 
楽しかったね、休憩 

(写真 9) 

 
自分で細く裂けるよ！ 

(写真 5) 

 
お気に入りの冠 

 (写真 8) 



2018年 5月 30日（水） 

参加者：親子 12 組 （子ども 13 人） スタッフ：3 人  

 保育士：2 人  院生 3 名  

担当：清水ゼミ 学部生１4 名   

内容：音で遊ぼう 「デンデン太鼓を作ろう」 

① 13:30 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40 ～ デンデン太鼓づくり・マラカスでリズム 

③ 14:00～   自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

 

   

 

 

 
プログラムとゼミ紹介(写真 1・2) 

 
でんでん太鼓作り(写真 4) 

 大学 3 回生の学生たちによるプログラム「音で遊ぼう」を行いました。 

お名前呼びと手遊びの後、デンデン太鼓づくりをしました。デンデン太鼓は、紙皿 2 枚を中表

に合わせて割りばしを挟んだものです。太鼓部分の両端には糸で結んだ鈴をつけています (写

真 8 左)。模様以外を完成させた状態まで事前に準備してあったものを配り、そこにクレヨンで

模様を描いていきました(写真 4・5)。子どもたちは、大学生のお兄さん・お姉さんに囲まれな

がら、母親と一緒にそれぞれ自分ができる範囲の模様を描いていました。1 歳前後の子どもた

ちはお母さんと一緒に行い、描かれるカラフルな線をじっと見つめながら小さな手を動かして

いました(写真 4)。3 歳前後の子どもたちは、時々手伝ってもらいながらも、自分でカラフルな

線をたくさん引いて模様をつけ、中には顔を描いている子もいました。 

デンデン太鼓の鳴らし方が説明されると、子どもたちは割りばし部分を両手にはさみ、両方

の手のひらでこすり合わせるようにして鳴らすことを楽しんでいる様子でした。その後、透明

なコップで作られたマラカスが配られ、リズムに合わせてマラカスを振る遊びを行いました。

最初は“ウン(１拍休む)、トーン(一拍鳴らす)”と、単純なリズムをとりながら手を大きく動か

してマラカスを鳴らしました。徐々に複雑なリズムに挑戦しましたが、子どもたちに間違を気

にする様子は見られず、自分の好きなリズムを振り続けていました。子どもたちは楽器を鳴ら

すのが大好きです。多くの笑顔が見られました。音楽に合わせて楽器を鳴らす時間をとらなか

ったので、設定遊びは 20 分ほどで終わりました。その分、自由遊びの時間をたっぷりととる

ことができ、学生たちは積極的に子どもたちと関わっていました。ままごと、滑り台、大きな

ボールでのキャッチボール、フラフープ、ボールプールなど、子どもたちが好んで遊んでいる

ところに学生が入っていき、楽しそうに一緒に遊ぶ声があちらこちらから聞こえていました。 

 
お名前呼び(写真 3) 

  

できた！ 

(写真 6) 

 
一緒に作ると楽しいね！(写真 5) 

 

 

 
マラカスでリズム遊び 

(写真 7) 

 

 
太鼓とマラカス 

 (写真 8) 

 
ほら、鳴らせるよ！ 

(写真 5) 



2018年 5月 23日（水） 

参加者：親子 17 組 （子ども 20 人） スタッフ：3 人  

 保育士：2 人  院生２名  

担当：村井ゼミ 学部生１６名   

内容：作って遊ぼう 「お弁当を作ろう」 

① 13:30 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40 ～ 作って遊ぼう「お弁当」・マラカスで行進 

③ 14:10 ～  自由遊び 

④ 14:40 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

 

   

 

 

 
プログラムとゼミ紹介(写真 1) 

 
お弁当の作り方説明中 (写真 3) 

 大学 3 回生の学生たちによるプログラム「作って遊ぼう」を行いました。 

「お弁当箱の歌♪」という手遊びを数回行った後、空のお弁当箱が配られ、子どもたちによる

お弁当作りの開始です。子どもたちが行うのは、学生たちが事前に粘土などで作ったお弁当の

中身をそれぞれのお弁当箱に盛り付けていくことです。準備されたおかずは、おにぎり・スパ

ゲッティ・卵焼き・ハンバーグ・アスパラのベーコン巻き・プチトマトの 6 種類です。それぞ

れのおかずを種類ごとに並べたコーナーが６つ作られました。子どもたちは、それぞれのコー

ナーを順番にまわって行き、ひとつずつ自分でお弁当箱に詰めていきます。スパゲッティや卵

焼きなどのお弁当の中身は、どれもみなきれいな色でリアルに作ってあり、子どもたちは真剣

な表情で、しっかりと自分の手元を見ながらお弁当箱におかずを盛り付けていました。 

 紙粘土で作られたものは、もろく壊れやすいという注意点があります。崩れた小さなかけら

を誤って口に入れないように、出来上がったお弁当箱には透明な蓋をし、その蓋の上から長い

ビニール紐を結びました(写真 6)。子どもたちにとっては、指先を使って紐を結ぶのも楽しい挑

戦です。主役の子どもたち自身が達成感を感じることができるように、学生たちは手伝いすぎ

ないように見守る姿勢中心に一緒に結んでいました。出来上がったお弁当箱を眺める満足そう

な子どもたちの様子はとても愛らしく、母親たちの笑顔も多く見られました。 

 お弁当を作った後、紙コップで作ったマラカスが配られ、音楽をかけてマラカスを振りなが

ら散歩の行進をしました。自分でお弁当を作った満足感からでしょうか、行進中の子どもたち

の表情は明るいものでした。プログラム中も自由遊び中も、学生たちから積極的に子どもたち

に話しかける様子が多く見られ、全体として明るい雰囲気の中で楽しむことができたようです。 

 
お名前呼び(写真 2) 

 

紐むずびに挑戦！ 

(写真 6) 

 
卵焼きコーナー(写真 4) 

 
できたよ！ 

(写真 7) 

  
マラカス振ってお散歩♪ 

(写真 8) 

 
美味しそうに完成！ 

(写真 5) 



2018年 5月 16日（水） 

 

参加者：親子 28 組 （子ども 32 人）  スタッフ：3 人   保育士：2 人   

担当：院生 3 名 学部生 2 名   

内容：作って遊ぼう エプロンシアター「3匹のこぶた」 

① 13:35 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

② 13:40 ～ エプロンシアター・傘づくり 

③ 14:1５ ～  自由遊び 

④ 14:45 ～ お帰りの手遊び(あんころもち)  

 

   

 

 

 
受付（写真 1） 

 

 
しっかり注目(写真 3) 

 院生による「つくって遊ぼう」を行いました。 

まず、手遊びを行いました。「キャベツの中から青虫出たよ♪」という手遊びを、5 番まで繰り

返した。子どもたちは時々小さな指を動かしながら真似をして、しっかりと 5 番まで前に座る

大学院生たちの方に視線をむけていました。 

次に、子どもたちが大好きなエプロンシアターを行いました。今回は「3匹のこぶた」です。

年齢の低い子どもたちは、エプロンシアターが大好きです。演じる大学院生は、しっかりと練

習して準備を行っていました。エプロンポケットからキャラクターを出し入れしながら楽しい

雰囲気を演出し、声の調子にもメリハリがあり、子どもたちは夢中になっている様子でした(写

真５)。狼が火傷をする場面は、最後はみんな仲良くなるストーリーに変えていました。2 歳前

後の子どもたちが多いため、穏やかに仲良くなるストーリーとなっていたことで怖がる子は一

人もおらず、15 分ほどかけたエプロンシアターをしっかりと静かに見続けていました。 

 その後、梅雨にちなんで傘作りをしました。傘の形に画用紙を切り抜いた傘型の台紙にシー

ルを貼ったり、クレヨンで模様をつけたりして自由に飾るというものです。母親たちに手伝っ

てもらいながら穏やかに工作の時間を楽しんでいました。 

傘が出来上がると、院生たちが、「雨が降ってきたよ、でもカエル君に傘がないからカエル君

にあげよう！」と誘い掛け、出来上がった傘をカエルが描かれた模造紙いっぱいに貼っていき

ました(写真 6)。お母さんたちと一緒に子どもたちが好きなところに傘を貼り、全体で大きな作

品を作り上げました。そしてその作品の前で記念写真です(写真 7)。子どもたちだけで整列する

のは無理な年齢ですが、なんとか集まった様子の愛らしいこと。お母さま方もとても喜ばれた

ようで、ご自身のスマホでお子さんを撮影している様子が多くみられました。 

 
出席カードにシール貼り(写真 2) 
 

 
みんな夢中！(写真 5) 

 
カエルさんに傘あげよ(写真 6) 

 
集合写真！(写真 7) 

  
エプロンから何が出るかな（写真 4) 
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