
 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

2022年 1 月 12日 実施報告 
 

参加者：親子  6組（子ども  8名） 

担 当：心理学部学生  4名（プログラム実施  C-3班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 / 保育士スタッフ 福本・高木 

内 容：つくってあそぼう「ちぎり絵・貼り絵」     

 

タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ プログラム 

    14:40～ おわりのあいさつ 

 

今回のプログラム「つくってあそぼう：ちぎり絵・

貼り絵」では、学生が探検家を演じるという寸劇を通

して、お子さんたちと楽しい世界を共有しつつ、一緒

に工作に取り組めるようにしようと考えました。 

当日は予想以上にたくさんのご家族にご参加いた

だき、とても嬉しかったです。最初に寸劇で学生が探

検家や虫といった役割を演じたことで、お子さんた

ちに関心をもってもらうことができ、ご家族のご協

力もあって、「ちぎり絵・貼り絵」をスムーズに始め

ることができました。「ちぎり絵・貼り絵」では、色

紙をちぎって、画用紙の蝶の絵の羽の部分に貼って

いくという工作をしました。一人で集中して取り組

むお子さん、保護者に渡して一緒に取り組むお子さ

ん、欲しい色紙を他の子どもにお願いして譲っても

らうお子さんなど、年齢や個性によって一人ひとり

楽しみ方が違うことがわかり、とても新鮮でした。作

品完成後には、ホワイトボードに自分の作品を掲示

してほしいと、自分からお願いに来てくれるお子さ

んもあり、学生がお子さんたちに進行を助けてもら

っていました。 

授業で得た知識とは違い、お子さんの様子は一人

ひとり全く異なり、それが作品作りの過程で現れる

など、新しい発見ばかりでした。誤飲等の事故がなく

プログラムを終了できたことは保護者の皆様のおか

げです。知識も経験も未熟な学生にとって、お子さん

たちとの触れ合いは大きな糧となりました。 

 

 文責：C-3班 大久保・堀口・石尾・三栖            

 



 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

2021年 12月 22日 実施報告 
 

参加者：親子 4組（子ども 5名） 

担 当：心理学部学生 6名（プログラム実施 C-2班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 / 保育士スタッフ 高木・矢崎 

内 容：体をつかってあそぼう 

「動物園に行こう！ クリスマスバージョン」 

 

タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ プログラム 

    14:40～ おわりのあいさつ 

 

今回は、「動物園に行く」というごっこ遊びを通

して、みんなで一緒に体を動かし、体を動かす楽し

さを知ってもらうとともに、イメージを膨らませて

想像力を豊かにすることを目的としてプログラム

を作りました。ジャンプやハイハイなど、無理のな

い動きを取り入れ、動物の動きで遊べるようにしま

した。また、動きを伝えるときは、言葉に合わせて

学生が実際にやって見せるなど、子どもさんたちに

わかりやすいように工夫しました。背景には動物園

の絵を用いて、次の動物を予測することやそれに対

する期待感を生み出せるよう考えました。 

緊張して動きが小さくなったり、子どもさんたち

の予想外の行動にとまどったりするなど、いろいろ

反省点はありますが、保護者のみなさんにご協力い

ただき、子どもさんたちが楽しそうに参加してくれ

て、本当に嬉しかったです。 

クリスマスバージョンということで、子どもさん

たちに動物の帽子を作って用意し、清水先生サンタ

さんからプレゼントしてもらいました。とても喜ん

でもらうことができ、時間をかけて準備してよかっ

たと心から思いました。3歳の子どもさんの受け答

えがしっかりしていることや、1歳の子どもさんも

一緒に楽しめるということなど、たくさんの発見が

ありました。ありがとうございました。 

 

文責： C-2  西山、矢ノ川、井上、岡本、前川、金山 

 



 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

2021年 12 月 15 日 実施報告 
 

参加者：親子４組（子ども６名） 

担 当：心理学部学生 5名（プログラム実施 C-1班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 / 保育士スタッフ 高木・矢崎 

内 容：絵本の世界「はらぺこあおむし」     
 

タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ プログラム 

    14:40～ おわりのあいさつ 
 

 予想していたよりもたくさんのお子さんたちが来て

くださり、学生もお子さんたちと遊ぶのを楽しみにプ

ログラムが始まりました。今回のプログラムは「はらぺ

こあおむし」。前半では、「はらぺこあおむし」の紙芝居。

後半では、果物のトンネルをくぐる遊びを行いました。 

 前半のホワイトボードを用いた「はらぺこあおむし」

の紙芝居は、お子さんたちが青虫の真似をし、一緒にパ

クパクと元気な声で、動作も行ってくれました。小さな

お子さんに対しては、お母さんがお子さんの手を動か

してくれていました。笑顔で青虫の真似をするお子さ

んたちの姿を見ていると準備をしてよかったなと感じ

ることができました。 

 後半のお子さんたちに青虫になってもらい、果物の

トンネルをくぐってもらう遊びでは、1回で終わる予定

でしたが、楽しんでもらえていたので、満足するまでく

ぐってもらいました。トンネルを走り抜けるお子さん

がいれば、果物ごとに興味を示しゆっくりくぐるお子

さんもいてそれぞれの楽しみ方をされていました。 

 今回のプログラムでは、お子さんの可能な動きや反

応を予測し、準備を行うという面において、授業で学ん

だ内容を活かすことができました。授業だけではわか

らない、お子さんたちの予想外な動きや反応に対し、と

っさに対応することができないときは、お母さん方の

助けを借りて、一緒に楽しむことができました。90 分

という短い間でしたが、直接お子さんさちと触れ合わ

なければわからない、貴重な学びを得ることができま

した。 

 

文責：C-1班 谷口、白波瀬、足立、林、永代 

 



 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

2021年 12 月 1日 実施報告 
 

参加者：親子 5組（子ども 6名） 

担 当：心理学部学生 3名（プログラム実施 B-3班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 / 保育士スタッフ 福本・高木 

内 容：絵本で遊ぶ「でんしゃでいこう」 

    (一緒に声を出し、身体を動かすことで世界観を共有し想像力を育む) 

 

タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ プログラム 

    14:40～ おわりのあいさつ 

 

今日は、絵本「でんしゃでいこう」を読み、物語

に合わせて声を出したり、体を動かしたりして、絵

本の世界を一緒に楽しむ遊びをしました。電車の音

に合わせて体を動かしてもらったり、絵本から飛び

出してきたように人形や海の波の演出をしたりす

ることで、子どもさんたちに絵本の世界を想像して

もらいやすいように工夫してみました。また、声の

トーンを明るくするように努め、身振りを大きくし

て子どもさんたちに注目してもらえるよう頑張り

ました。子どもさんたちが「電車だ！」と元気いっ

ぱい応えてくれたので、その声に励まされ、テンポ

よく進めることができました。 

絵本の後には、トンネル遊びをしました。学生が

トンネルをくぐるお手本を見せると、子どもさんた

ちは学生の真似をして、次々にトンネルの中に潜り

込み、ビックリするほど何度も繰り返しトンネル遊

びを楽しんでくれました。 

自由遊びではボールプールに飛び込んだり、踏む

と音が鳴るプレートで遊んだり、体をいっぱい使っ

て一緒に遊ぶことができ、私たちも楽しい時間を過

ごすことができました。ありがとうございました。

また一緒に遊びましょう！ 

 

 

文責：B-3班 鳴瀬・中西・山本 

 



 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

2021年 11 月 24 日 実施報告 
 

参加者：親子 2 組（子ども 2 名） 

担 当：心理学部学生 6名（プログラム実施 B-2班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 / 保育士スタッフ 下村・矢崎 

内 容：からだをうごかそう「動物園に行こう」     

 

タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ プログラム 

    14:40～ おわりのあいさつ 

 

今回のプログラムは、ただ動物園に行って遊ぶの

ではなく、動物園に行く過程も楽しんでもらえるよ

うに工夫しました。より楽しんでもらえるよう、歩

いてバス停に行き、バスに乗って動物園に行くとい

うようにストーリー性を持たせました。また、お子

さんが 1 人でもできるように簡単な動きを多く取

り入れ、「ばすにのって」を流して、親子で楽しめる

ように考えました。 

始まる前はうまくいくか心配でしたが、お子さん

が積極的にプログラムに参加してくれたので、わた

したちも嬉しく、気持ちが盛り上がりました。特に

最後の「手をゾウの鼻に見立ててボールをかごの中

に入れる」という内容のとき、お子さんたちが何度

もボールをかごに入れてくれたり、かごの中からボ

ールを取り出したりしてくれて、物のやり取りが、

こんなに楽しい遊びになるということに感心して

しまいました。 

 プログラムを実施してみると、思っていた以上に

緊張してしまい、ぎこちなくなってしまいました。

しかし、お子さんのかわいらしいしぐさや笑顔に癒

やされ、徐々にリラックスすることができました。

お子さんが苦手な動きの内容では、親御さんが積極

的にお子さんのサポートをしてくださり、安心して

プログラムを進行することができました。ありがと

うございました。 

 

文責： B-2班 安達、北村、加治、板東、井上、栗栖 

 



 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

２０２１年１１月１７日 実施報告 
 

参加者：親子 ７ 組（子ども ７ 名） 

担 当：心理学部学生 ６ 名（プログラム実施 B-1 班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 /保育士スタッフ 福本・矢崎 

内 容：作ってあそぼう「森の音楽会」     

 

タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ プログラム 

    14:40～ おわりのあいさつ 

 

たくさんのお子さんたちが参加くださり、学生も少し興奮

した状態で始まりました。今回のプログラムは「森の音楽

会」。音楽会の飾りつけのために、ボードにシールを貼りつけ

てもらったり、音楽に合わせて手作りの楽器を鳴らしてもら

ったりする遊びを行いました。 

お子さんたちのお名前を一人ひとり呼んで、前にシールを

貼りに来てもらうあそびでは、お母さんと一緒に貼りに来て

くれたり、ひとりで元気に貼りに来てくれたり、お子さんご

とに楽しみ方が色々で、見ている私たちも微笑ましい気持ち

になりました。音楽に合わせて手作りの楽器を鳴らす遊びで

は、お子さんたちは笑顔で、学生の動きを見て真似をしなが

ら手をたたいたり、リズムに乗ってからだを動かしたりして

くれていました。 

講義や DVDで学ぶのとは違い、子どもさんたちの反応は予

想外で、驚くことばかりでした。お母さま方が臨機応変にサ

ポートくださり、一緒に楽しむことができて本当にありがた

く、嬉しかったです。私たちも事前にしっかりと台本を準備

し、練習していたおかげで、途中でシールの大きさを子ども

さんの年齢に合わせて変える等、プログラムを柔軟に変更す

ることができたと思います。ただ、手作りの楽器の持つ手部

分を子どもさんたち口に入れていることが多く、もっと安全

に配慮した楽器にすればよかったということが反省点です。 

短い時間でしたが、子どもさんに合わせて柔軟に対応する

ことの大切さを知ることができ、講義だけでは学べない貴重

な経験をすることができました。 

 

文責：B-1班 高橋・福田・池本・西川・北村・川越 

 



 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

２０２１年１０月２７日 実施報告 

 

参加者：親子２組（子ども２名） 

担 当：心理学部学生５名（プログラム実施 A-３班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 / 保育士 下村・高木 

内 容：体をつかってあそぼう「まねっこどうぶつ」 

（全身を使って動物の特徴を真似ながら、ピアノに合わせて体を動かす） 

 

タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ 運動「まねっこ動物」 

    14:40～ おわりのあいさつ 

 

今日のプログラムは動物の真似をして体を動かすもので

した。小さなお子さんにもわかるように、平易で短い言葉

を用い、ひとつひとつの動作をモデルを示しながら伝える

よう心がけました。たとえばゾウの鼻に見立てて腕を動か

すという内容の場合は、「腕を伸ばして大きく動かしてみよ

う」という言葉と、腕を指しながら動かすことによって視

覚的にもわかるようにしました。立つことのできない年齢

のお子さんはお母さまが協力くださり、飛び跳ねるシーン

では「たかいたかい」をやってくださったり、学生の言葉に

合わせて体を動かしてくださったりしました。そのおかげ

で、お子さんが笑顔で学生を見てくれていて、私たちも嬉

しくなり、張り合いが出ました。 

最後にさよならの手遊びをしたあと、プログラムの目的

を伝えました。しかし、余り簡潔には伝えられなかったこ

とが反省点です。 

＜感想＞ 

 保護者の方のご協力で 0 歳児さんが体を動かしながらず

っと笑顔で私たちを見てくれていたのが、とても可愛く、

嬉しかったです。プログラム開始前にたくさん遊んで寝て

しまったお子さんも、お母さまがずっと抱っこして参加し

てくださり、「がくせいとあそぼう」は保護者のみなさまお

かげで支えられているのを感じました。ありがとうござい

ました。 

 

文責：A-３班 飯田、井上、北村、畑、柳本 

 



 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

2021 年 10 月 20 日 実施報告 

 

参加者：親子 5組（子ども 7名） 

担 当：心理学部学生 4名（プログラム実施 A-2 班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 / 保育士 下村・福本 

内 容：絵本で遊ぼう「パパ、お月さまとって！」     

 
タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ プログラム 

    14:40～ おわりのあいさつ 

 
今日のプログラムは絵本「パパ、お月さま取っ

て！」を読み、物語を子どもと一緒に楽しむという

ものでした。私たちがプログラム中に工夫した点

は、絵本を読む際に絵本に出てくる月の大きさや山

の高さ、梯子の長さの比較を示しながら読んだこと

です。また、絵本の仕掛けを開くタイミングを読み

手と合わせたり、子どもたちが興味を持つような声

掛けをしたりすることを心がけました。子どもを惹

きつけるような読み方をするのは難しかったです

が、声をかけると興味を示してくれたり、絵本に近

づいて、絵に注目してくれたり、ひとつひとつの動

作が予想外で愛らしく、とても印象的でした。 

絵本の内容を楽しむために、「月」の模型を持っ

て、ピアノに合わせて体を動かすプログラムも行い

ました。緊張のため、最初はうまくいきませんでし

たが、2回目は私たちも少し慣れてきて、子どもと

一緒に体を動かすことができました。 

＜感想＞ 

少し長めの絵本だったので、最後まで子どもたち

に聞いてもらえるか心配していました。しかし、絵

本の仕掛けに反応してくれたり、一旦絵本から離れ

ても戻ってきてくれたりと、子どもたちの反応に勇

気をもらいました。最後には一緒に体を動かし、楽

しい時間を過ごすことができました。短い時間でし

たが、この貴重な経験を今後に生かせるよう、学び

続けたいと思いました。ありがとうございました。 

 

文責：A-2班 山本・足立・小林・濱田          

 



 
 

子育てサロン特別プログラム「がくせいとあそぼう」 

２０２１年１０月１３日 実施報告 

 

参加者：親子１組（子ども２名） 

担 当：心理学部学生２名（プログラム実施 A-1班） 

指導教員 道城・村井 / 実習助手 中村 / 保育士 下村・福本 

内 容：作ってあそぼう：絵合わせ遊び 

 

タイムテーブル 

14:15～ はじまりのあいさつ、お名前呼び 

14:20～ プログラム 

    14:40～ おわりのあいさつ 

 

今日のプログラムは、ボードに貼った絵と同じ絵を貼

ってもらう絵合わせ遊びでした。ボードの絵はドングリ

の木で、絵合わせしてもらうのはどんぐりなどです。形

や色に注意を向けてもらうとともに、遊びを通して自然

にも興味を持ってもらえたらと思い、準備しました。 

どんぐりやリスの絵を指さし、お子さんに「これ知っ

てる？」「お友だち探してくれる？オッケー？」と聞くと

「オッケー！」と返事をしてくれました。絵にあるドン

グリと会話をしながら、物語調で進めることで、一緒に

物語の中で遊ぶ感じを出せるよう工夫しました。部屋の

あちこちに置いた絵を拾いに行き、戻ってきて貼るとい

う繰り返しがとても楽しそうで、どこにあるのか、どこ

に貼るのか「見つける」という作業が子どもにとって、

分かりやすく楽しい作業だったのではないかと感じられ

ました。 

一方、ホワイトボードに貼ってある絵の位置が少し高

く、絵を貼るときに子どもの手が届きにくいことに気が

つきました。子どもの目線で考えることの重要性が改め

てわかりました。 

＜感想＞ 

子どもたちと過ごした時間は 30分ほどだったのに、と

ても濃密に感じられました。最初はお互い緊張していま

したが、プログラムの終了後には一緒に遊び、帰り際に

は、ハイタッチをしてくれるくらい心を開いてくれたの

で、とても嬉しく大きな感銘を受けました。ありがとう

ございました。 

 

文責：A-1班 小野・関川 

 


