
2019 年 2 月 27 日（水） 

参加者：親子２５組 （大人 27 人 子ども３０人）  S.S.W部員 12名     

保育士スタッフ：3 人  

内容：神戸学院大学文化会 S.S.W による人形劇  

10:30 ～ 開演 

・初めのあいさつ  

 ・紙芝居（りえちゃんと野菜スープ） 

 ・ゲーム（ドレミの歌 ゴーバナナ） 

 ・人形劇（ハッピーバレンタイン） 

・終わりのあいさつ 

  

 

   

 

 

 
あいさつ(写真１) 

 
みんな真剣(写真 2) 

 神戸学院大学文化会 S.S.W による人形劇が行われました。大きな黒幕の舞台が設置されると、いつ

も遊んでいる部屋の雰囲気ががらりと変わり、子どもたちは母親の隣や膝の上で、しっかりと話を聞

く態勢になっていました。初めにお兄さん・お姉さんが、見るときの約束やプログラムをゆっくりとし

た明るい声で、子どもたちにわかりやすく説明してくれました。子どもたちは、前をしっかり向いて真

剣に話を聞いていました。 

初めは紙芝居。“りえちゃんと野菜スープ”というお話です。大きな紙芝居の舞台は額縁があること

により、注目する画面がわかりやすく、学生たちの声もはっきりと聞こえ、子どもたちは話に入り込め

ている様子でした。2 番目は歌とゲームです。絵カードを利用したり、歌う早さを変えたり、ポーズを

真似したりと、子どもたちが楽しく参加できるように工夫されていました。一緒に参加するお母さま

たちも楽しそうな笑顔になっていました。 

人形劇は、「ハッピーバレンタイン」という鬼の女の子が人間の男の子に手作りチョコを渡すまでの

お話でした。場面により背景も変わり、音楽や声色で次々とメリハリ良く楽しい雰囲気づくりをして

おり、０歳の子どもたちもキョトンとしながらも人形の動きを目で追っていました。楽しかったねと

親子で話す声が、あちらこちらで聞かれました。 

終わりのあいさつの後、お兄さん・お姉さんが作ってくれたアーチを嬉しそうにくぐって、笑顔でさ

ようならの挨拶をして解散となりました。 

 
紙芝居(写真 4) 

 
レモンのレ～♪ (写真 5) 

  

次は何かな？ 

 (写真 9) 

 
楽しい！(写真 6) 

 

 
ポーズできるかな (写真 7) 

 
人形劇 (写真 10) 

 
夢中(写真 3) 

 
あいさつ(写真 12) 

 
人形劇 ハッピーバレンタイン (写真 8) 

 
人形劇 (写真 11) 



2018 年 12 月 22 日（土） 

 

参加者：親子 11組（子ども 15人）教員:3名   

栄養学部学生 5名  院生 4名  スタッフ：2名 

内容：クリスマスケーキ作り  

① 13:30 ～ 準備とお名前呼び 

② 手洗い指導 

③ ケーキ作り 

④ 15:00 ～ ごちそうさまの挨拶・片付け  

 

 

   

 

 
お名前呼びもしたよ(写真 2) 

 
重ねたよ～ (写真 12) 

 
お母さんと一緒に(写真 9) 

 

 

 
お父さんも真剣 (写真 6) 

 
早く食べたい♪(写真 13) 

 
ホイップのせるヨ(写真 10) 

 
お父さんと一緒に(写真 11) 

 
フリフリ（写真 7) 

 
これを使ったよ(写真１) 

 
イチゴのサンタさん(写真 14) 

 
振って振って～(写真 8) 

 
手洗いでキレイに (写真 3) 

 
家族みんなで(写真 4) 

 栄養学部の太田先生と学生たちを中心に衛生面の指導や食育を含めた『親子ケーキ作り』のイベントを

行いました。昨年に引き続き２回目の実施です。子どもたちは、エプロンと三角巾をつけて小さなパティ

シエに変身です。机の上には、型抜きやトッピングなどが準備してあり、子どもたちは興味津々です（写

真 1）。初めに、手洗いの勉強します。栄養学部のお姉さんと一緒にごしごしとキレイに洗えていました

（写真 3）。スポンジが家族ごとに配られ、それぞれ好きな形に抜いていきます（写真 4～6）。初めは、

力加減が難しいようでしたが、お母さん・お父さんに教えてもらいながら一緒にたくさん型抜きをしてい

ました。抜きながら端っこをパクっとつまみ食いしている子も…（笑）型抜きの後は、ホイップ作りで

す。生クリームを入れて振ると、ホイップが作れる容器をみんなでフリフリ♪お母さんたちは、「こんな

のあるんだ！」と驚きの様子（写真 7・8）。ケーキに乗せるイチゴも子どもたちが切りました（写真 9）。

その後は、いよいよ飾りつけです。丸いケーキを積み重ねてタワーにしたり、イチゴのサンタさんを乗せ

たり、みんなかわいいクリスマスケーキができていました（写真 10～14）。最後は、やっといただきま

すの時間！子どもたちは、自分で作ったケーキを口いっぱいに頬張っていました。自分で作ると美味しさ

も倍増で、子どもたちの「おいしい‼」と言う声がたくさん聞こえてきました。 

 

 
どれにしよう？(写真 5) 



 今回初の試みとなる、子育てサロン「まなびー」主催の親子向けサマーコンサートが行われ

ました。村山ゼミの 3年生が主体となって司会・進行をし、演奏は管弦楽団が行いました。 

演奏を聞きながら、手拍子をしたり、体を揺らしたり、思い思いに演奏を楽しむ子どもたち。

なかには、心地よい音にウトウト・・・な子どもたちも。楽器紹介では、一つ一つの楽器の名

前やどんな音がするかを紹介してくれました。楽器を見ながら吹き方を真似をしたり、「見たこ

とあるー！」という声も聞こえてきました。 

アンパンマンマーチでは、子どもたちはポンポンを持ってお兄さん、お姉さんと一緒に踊りま

した。演奏に合わせてノリノリで踊る子どもたち。たくさんの笑顔を見ることができました。

座って聞く曲、みんなで歌う曲、みんなで踊る曲など色んな曲があり、大人も子どもも楽しめ

る演奏会でした。演奏が終わったあとは、楽器体験です。子どもたちは管弦楽団のお兄さんお

姉さんに教えてもらいながら、音を鳴らしていました。「こんな機会なかなかない！」と親子で

喜んでくださいました。最後は、神戸学院大学のマスコットキャラクター「マナビー」も駆け

つけてくれ、みんなをお見送りしてくれました。 

コンサートを通じて、子育てサロンの取り組みがたくさんの方に広がるといいなと思います。

今後も様々な楽しい企画を準備していきますので、皆様ぜひご参加ください。 

2018 年 9 月 1 日（土） 

 

参加者： 239名  村山ゼミの 3年生 16 人 管弦楽団 13 人 院生 4 人  

教員：2 名 スタッフ：2 人     

 

内容：サマーコンサート  

10:30 ～ ・開演  

・前半の部（ディズニー・楽器紹介・ジブリメドレーetc…） 

10 分休憩 

・後半の部（となりのトトロ・アンパンマンマーチ etc…） 

12:00 ～ 楽器体験 

 

   

 

 

みんなで踊るよ♪(写真 3)  

 

管弦楽団♪(写真 2)  

 
最後の挨拶(写真 5)  

 

  

トロンボーン(写真 7) 

 

紹介スペース(写真 10)  

 

おおっ！(写真 6)  

 
楽器体験(写真 8)

 

よく見てね！(写真 4) 

 

マナビーにタッチ！(写真 9)  

 

司会の 2 人(写真１) 

 



2018 年 9 月 11 日（火） 

 

参加者：親子 17組 （大人 17人 子ども 23人）  S.S.W部員 8名     

院生 2人 教員 1人 スタッフ：4人  

内容：神戸学院大学文化会 S.S.W による人形劇  

10:30 ～ 開演 

・初めのあいさつ  

 ・紙芝居 

 ・ゲーム（みなさんへ） 

 ・人形劇（ももたろう） 

・終わりのあいさつ 

  

 

   

 

 

 
プログラム(写真１) 

 
みんな真剣(写真 3) 

 神戸学院大学文化会 S.S.Wによる人形劇が行われました。いつも遊んでいるまなびーの部屋

に大きな舞台が設置されました。部屋に入ってきた子どもたちは、初めて見る舞台に興味深々。

初めにお兄さん・お姉さんが、見るときの約束やプログラムを説明してくれました。 

初めは紙芝居。“くれよんのくろくん”というお話です。大きな紙芝居が舞台の前にくると、

子どもたちは静かに前を見て座っています。初めは、汚いからと仲間外れにされていたくろく

ん。でも最後は、くろくんのおかげでキレイな絵が出来上がりました。2 番目はゲーム“みな

さんへ”です。前のお兄さん・お姉さんの動きをよく見た後、子どもたちが動きを真似してい

くというものでした。かめはめ波のポーズなど、面白い動きがたくさんで、子どもたちは笑い

声をあげながらお母さんと一緒にポーズを決めていました。初めはゆっくりからだんだん早く

なっていくなど、子どもたちが飽きないための工夫がされていました。少し休憩をはさんだ後

は、いよいよ人形劇“ももたろう”が始まりました。人形劇では、大人も引き付けられました。

次は、次は？と気になって仕方ありません。場面が変わるたびに、舞台の風景も変わっていき

ます。「あ！変わった」と子どもたちも、しっかりと見ていました。音楽が流れたり登場人物に

合った声色など、ここでも飽きないための工夫がたくさん見られました。最後は、お兄さん・

お姉さんが作ってくれたアーチをくぐってさようならをしました。 

紙芝居(写真 2) 

 
みなさんへ(写真 5) 

 
鬼退治(写真 8) 

 
できるかな？(写真 6) 

 
ももたろう(写真 7) 

 
ありがとう♪(写真 9) 

 
キレイな花火！(写真 4) 

アーチでさようなら(写真 10) 



2018年 6月 27日（水） 

 

参加者：親子 １４組 （子ども １６ 人） スタッフ：１人   院生３名  

担当：村山ゼミ 学部生１６名   

内容：遠足 「ジャガイモ掘り」 

① 13:00 ～ 集合・出発・バスの中でお名前呼び 

② 13:30 ～ 畑に到着 お話を聞いた後でジャガイモ掘り 

③ 14:30 ～  帰りのバス出発 

④ 15:00 ～ 大学に到着 解散 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、村山ゼミの学生たちとのジャガイモ掘り遠足を実施しました。 

バスの中でお名前呼びをして、20分ほどで畑に到着です。畑での注意事項などの説明を聞い

た後、学生たちが掘りやすく土を整える力仕事を頑張ります。準備が整ったところから、子ど

もたちが自分の手で小さなスコップを持ちジャガイモ掘りをしていきます。ジャガイモが土

の中から収穫できることを初めて実際に見る子どもたちも多くいました。少しきょとんとし

た表情がとても愛らしく、手伝うお母様方は土を掘りおこしたり、軍手を外して写真を撮っ

たりと、忙しく動きながら親子で楽しんでいる様子でした。今回のジャガイモは、キタアカ

リ、アンデスレッド、ピリカの 3 種です。学生たちは、子どもたちの笑顔を引き出すために

一緒に泥だらけになって頑張り、お母様方っとは珍しい品種のジャガイモの料理方法などの

話をしながら、慣れない大きなシャベルを扱い、自然の中での活動を楽しんでいる様子でし

た。 

一般社団法人クルレが管理する畑は完全無農薬だそうです。ご自宅に帰られてから、安心

して美味しいジャガイモ料理を作って味わってくださいね！ 

 

 

 

 
集合写真(写真 2) 

 
バスの中でお名前呼び(写真 1) 

 
赤いジャガイモ (写真 4) 

 
ほら！見て！ (写真 6) 

  
クルレからのお話(写真 3) 

 
掘れたよ！ (写真 5) 



2018年 5月 12日（水） 

 

参加者：親子 8組 （大人 11人 子ども 10人）  スタッフ：2人      

院生 4人 学部生約 50人  教員 3人 

内容：ポートアイランドキャンパスへピクニックに行こう！  

10:00 ～ 集合 

10:30 ～ ・がくせいとキャンパスで遊ぼう！  

      ・みんなでお弁当を食べよう！ 

      ・キャンパスツアーに行こう！ 

16:00 ～ 有瀬キャンパスにて解散 

 

   

 

 

 
集合写真(写真１) 

 

凧揚げ(写真 3) 

 第 2回目となる、ポートアイランドキャンパスへの遠足を行いました。有瀬キャンパスに集

合し、家族と担当の学生の顔合わせを行ってから、バスでポートアイランドキャンパスに向か

いました。日頃は参加できないお父様方も一緒に参加してくださりました。晴天に恵まれ、現

地の広場で思いっきり遊ぶことができました。学生が凧揚げ・シャボン玉・水鉄砲・ボールな

どを準備し、子どもたちと一緒に遊びました。初めは、緊張した様子の子どもたちでしたが、

すぐに学生と打ち解け笑顔が見られました。子どもたちはたくさんのお兄さん・お姉さんと元

気いっぱいに走り回る姿がみられました。「大学のキャンパスでこんなことができるなんて！」

と驚いているお母さまもいらっしゃいました。 

昼食では、「海のとこで食べる！」と海辺が子どもたちに大人気！気持ちいい風に吹かれなが

ら、家族も学生もみんなで一緒にお弁当を食べました。 

 昼食の後は、キャンパスツアーへ出発！法学部の法廷教室見学では、裁判官の席に座ったり、

席についているモニターやマイクに子どもたちは夢中でした。神戸の素敵な景色が一望できる

大会議室では、家族も学生も「おお！すごい！」と景色にうっとりと見とれていました。 

遠足には初めて参加の方がほとんどでしたが、子どもたちの楽しそうな様子を見ながらお母

さま方もとても喜んでいました。 

芝生の上をてくてく(写真 2) 
 

 
なにしよう？(写真 5) 

  

法廷教室(写真 8) 

いただきます！(写真 6) なにがみえる？(写真 7) 
 

 
大会議室(写真 9) 

 
大人気のシャボン玉(写真 4) 

広場(写真 10) 
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