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子どもの発達と生き物への関わり方
５月には、
「こどもの日」や「端午の節句」と呼ばれる日があります。この日は、鎧兜や
鯉のぼりを飾ったり、菖蒲（しょうぶ）湯につかったり、柏餅を食べたりする家庭もある
かもしれません。これらの行事には、いろいろな意味や願いが込められています。鎧兜は
子どもを災いから守ること、こいのぼりは子どもの立身出世や健康を願って飾られます。
菖蒲湯は、しょうぶ（尚武・勝負）とかけて逞しく成長することを願っています。柏餅も
子どもが元気に育つ願いが込められています。これらの行事の意味は諸説ありますが、多
くの行事には「子どもに健やかに育ってほしい」という共通の願いが込められています。
今回は、
「鯉のぼり→鯉→生き物」と連想して、子どもの発達と生き物との関わり方につ
いて紹介させていただきます。生き物と直接関わりあう経験は、子どもの知力、活動力、
社会性や共感性などの発達にポジティブな影響をもたらすことが指摘されています。では、
子どもが生き物と関わる際、年齢に応じてどんな風に関わりの変化が生じるのでしょうか。
生き物に対する子どもの関わり方が、年齢に伴って変化することを報告した研究があり
ます。この研究では、ある幼稚園の飼育小屋に飼われているウサギに対して、年少さんか
ら年長さんまでの子どもたちが、どのように関わるか観察しました。その結果、年長さん
になると、ウサギに対して「大きくなるよ」などの声かけをしながら水を飲ませたり、餌
を食べないことに対して「おなかがふくらんじゃって、いらないんだね」といった“語り
かけ”が多くなってくるそうです。一方、年少さんは、ウサギに対する語りかけはあまり
見られず、むしろ逃げるウサギを追いかけたり、近寄ってこないウサギに対して餌を投げ
る行動などが多く見られたそうです。ウサギへの語りかけは、ウサギの気持ちなどを考え
られるようになってきたことの表れなのかもしれません。こういった行動の変化は、子ど
もの成長だけでなく、経験することによって促されていくのだと思われます。この調査で
は、子ども以上に、一緒にいた先生たちの方がウサギへ語りかけを多く行っていたそうで
す。実際の動物に関わる実体験と、一緒にいた大人の様子を見ながら、子どもたちもウサ
ギの気持ちを考えられるようになっていくのかもしれません。
今年のゴールデンウィークは、長期間にわたります（ちなみにですが、子育て支援館は
ゴールデンウィーク中も開館しています。ゴールデンウィーク明けの 7 日 8 日が休館日と
なります。）あまりにも長すぎて、子どもとどうやって過ごしたら良いか悩んでいる方も、
そうでない方も、動物とふれあいに行っても良いかもしれませんね。
【今回取り上げた文献】「藤崎亜由子.(2004). 幼児におけるウサギの飼育経験とその心的
機能の理解. 発達心理学研究, 15(1), 40-51」この論文の中の一部分のみを取りあげて紹
介しています。
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※子育て支援コンシェルジュ出張相談～保育園・認定こども園・幼稚園入園について～
予約制 13:00～15:30（お一人様 20 分程度）7 組程度 予約後にお時間をお知らせします。
当日も空きがあれば対応いたしますので気軽にお問い合わせください！

サンデーひよこ（2 か月～おおむね 6 か月）
19 日（10:30～11:00）
（担当：黒川）
※内容等は通常のりひよこ同じです。

わいわいひろば

りす（おおむね７か月～11 か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
3 日・10 日・17 日・24 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：吉村）
※持ち物はありません

ひよこ（2 か月～おおむね６か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
1 日・15 日・22 日・29 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：廣瀬）
※持ち物はありません

うさぎ（おおむね 1 歳児）
「つくって遊ぼう」
2 日①②・16 日①②
（①9:50～10:30②10:40～11:20）
定員 10 組（担当：東原）
※持ち物はありません

ぱんだ（おおむね 2 歳児以上）
「からだを動かして遊ぼう」

9 日・23 日
（10:00～10:40）
定員 10 組（担当：森田）
※持ち物はありません

★わいわいひろばのお申込みについて★
5 月 11 日～15 日開催分・・・4 月 15 日午前 9 時より受付開始
5 月 16 日～31 日開催分・・・5 月 11 日午前 9 時より受付開始





お申し込みは、館内窓口・電話・ホームページにてお受けいたします。
上記受付開始日については、すべての受付を午前９時より開始いたします。
お申し込み参加回数は、月間でお１人様１回限りとなっております。
定員に達している場合は、キャンセル待ちをお受けしております。
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毎週水曜日 10:00～11:00
各回定員 10 名 第 3 週のみ 12 名

なごみひろば

「なごみひろば」は保護者の方同士で一緒に学び合うひろばです。
事前予約制となっております。定員になり次第締め切らせていただきます。
お申し込みは 4 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。
1 日 離乳食 9 か月～11 か月

※15 日

22 日

29 日 はじめての子育て(０歳児)

ワンオペ育児を語ろう

早寝、早起き、朝ごはん

※第 3 週(15 日)のみ、託児希望者は先着 5 名まで承ります。ご予約は 4 月 25 日(木)までに館
内窓口又はお電話にてお申込み下さい。尚、料金は 200 円となります。

おはなし会

身体測定

26 日（日）でんでん虫
通常のおはなし会は全て 15：00 からです。
お申し込みの必要はありません。
この他にも、毎週金曜日は「かつらぎ民話を
語る会」の紙芝居があります♪

相 談

22 日（水）13:30～14:30
毎月第４水曜日に、多目的室で身体測定を
行います。お申込みは不要です。乳児用、幼
児用の身長計、体重計を用意していますので、
気軽にお越しください。看護師が同席します
ので、ご不明な点はお尋ねください。

子育ての悩み、言葉の発達、気になる行動、離乳食、身体の健康などの
ご相談をお受けしております。保健相談では看護師が、心理相談では臨
床発達心理士がお話をお伺いいたします。
（就学前までのお子さんが対象
です）詳しいお問い合わせ、お申し込みなどは、☎201-6001 まで、
どうぞ気軽にお電話ください。

できないことや失敗の大切さ

片

先日、小さな斜面台にササッと上っていく A 君、周りの様子を見ながら慎重に上っては後退してな
かなか進まない M 君がいました。
「M ちゃんは怖がりだけど、じっくりなんだよね（優しい口調で）」
「遊びでも離乳食でも、何でもちょっとずつだし、ゆっくりだけど出来るまでやめないしねー」そば
にいたお母さんは目を細めて穏やかな声かけをしながら見守っていました。『君は君のままでいいの
よ』
『じっくり考えて、慎重に試して、諦めずに挑戦して、一つ一つできるようになってほしい』と肯
定されているようですごく安心しました。
「這えば立て、立てば歩めの親心…」子供の一日でも早い成長を待ち望む親の心を表す言葉ですが、
一人一人の性格や成長のスピードは違います。できないことや失敗から色々なことを学び、色々な力
を獲得します。この時に親は焦らず見守る忍耐力がつくのです。共に育つ時間を大切にしましょう。

お父さんとあそぼう！
12 日（日）10：30～11：10
★会 場：子育て支援館 プレイホール
★定 員：12 組 (事前予約制)
★参加費：無料
★対 象：おおむね 7 か月から 11 か月までのお子様とお父様
※申込み 4 月 15 日(月)より、館内窓口電話・ホームページにてお申込み下さい
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講 座

講座は事前のお申し込みが必要です。
お申し込みは 4 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。

心理士の講座

おうちでできる
簡単ヘアカット講座

～発達が気になる・育児の困りごと～
11 日（土）10：00～11：00
★会 場：子育て支援館 多目的室 ★
講 師：山下しずか
（臨床発達心理士）
★定 員：10 名
★対 象：1 歳 6 か月～就学前お子さ
んの発達に不安や悩みがある保護者、す
でに児童発達支援を受けているお子さ
んの保護者
★参加費：300 円 ★持ち物：なし

18 日（土）9：50～11：00
（後半個別対応の時間があります）
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：原田順子(美容師)
★定 員：15 組
★対 象：未就学のお子様と保護者
★参加費：300 円
★持ち物：なし
※切り方を学ぶ講座です。

手づくりおもちゃ講座

ハンドタッチ＆スキンケア講座

～パターンボードを作ろう！～

26 日（日）10:00～10:45

25 日（土）10:00～11:00
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：関美代子
（おもちゃインストラクター・保育士）
★定 員：10 組
★対 象：子育て中の保護者、
子育て支援関係者
★参加費：300 円 ※託児代：200 円
★持ち物：なし

★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：うすき友美（ハンドセラピスト）
★定 員：10 組
★対 象：0 歳～3 歳までのお子様と保護者
★参加費：300 円
★持ち物：なし

※爪を短く切り、腕まくりしやすい服装
でご参加ください。

※託児希望者は先着６名まで承ります。
ご予約は 4 月 25 日（木）までに、館
内窓口又はお電話にてお申込み下さい。

地域支援活動

ボランティア講習会
18 日（土）14:00～15:30

★会
★定

場：子育て支援館 多目的室
★講
員：20 名（事前申込制・先着順）

師：片岡敏子（当館館長・保育士）

★対 象：地域の子育て支援に興味のある方
※託児は行っておりません。その他ご不明な点は当館までお尋ね下さい。
千葉市子育て支援館
(公社)千葉市民間保育園協議会
千葉市中央区中央 4-5-1 きぼーる 6F
☎ 043-201-6000（代表）
043-201-6003（fax）
043-201-6001（相談）
043-201-6571（ファミサポ） twitter：QＲコード
✉ info@kosodateshien.or.jp
HP www.kosodateshien.or.jp/
発行責任者：片岡敏子

会場：子育て支援館 多目的室
日時：5 月 12 日（日）14：00～15：00
内容：ファミサポの内容や現在活動されている
提供会員さんのお話も伺えます。
対象：ファミリーサポートセンターに興味のあ
る方、子連れでお気軽にご参加ください。
※詳しくは「ちばファミリーサポートセンター」
までお問い合わせ下さい。
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