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どんぐりころころ
～オノマトペと言葉の発達～
11 月は、手紙などの時候の挨拶で、晩秋や暮秋、深秋といった言葉が使われ、秋から
冬に向かっていく季節になります。ちょうどこの頃は、子ども達のコレクションやリース
作りといった工作で大活躍する、どんぐり拾いのベストシーズンです。どんぐりは「どん
ぐりころころ」などの童謡でもおなじみですが、丸っぽい形のクヌギ、ほっそりした形の
コナラなど、いろいろな種類があります。日本には、20 種類程度のどんぐりがあるそう
です（その中には、クリも含まれています）。今回は、ちょっと無理矢理ですが「11 月→
秋→どんぐり→どんぐりころころ→オノマトペ（「ころころ」や「わんわん」などの擬音語・
擬態語）」と連想して、オノマトペと言葉の発達の関係について紹介していきます。
オノマトペは、言葉の発達に関連して注目されています。子どもは、言葉の数を増やし
ていくとき、名詞から覚えていくことが多いです。そのため、理解できる・使うことので
きる言葉の少ない時期には、大人が子どもに何らかの“動き”や“気持ち”を伝えても、
ちゃんと理解することの難しい場合があると言われています。ですが、オノマトペを使う
と、子どもは比較的上手に大人の言おうとしていることを理解することができます。たと
えば、
「机をたたく」という動作について、机をたたく動作と一緒に「机をたたいて」と伝
えるよりも、
「机をトントンして」と伝える方が、子どもには理解しやすいそうです。オノ
マトペは子どもが使いやすい言葉でもあります。子どもが自分の気持ちを伝えたりすると
きにも、オノマトペは活躍します。何かお子さんに伝えたいことがうまく伝わらないな…
と感じた時、オノマトペを使って伝えてみると、もしかしたら普段よりも上手に伝わるか
もしれません。
余談ですが、子どもや赤ちゃんに話す時、女性よりも男性の方がオノマトペを使用する
頻度が高かったという報告もあります。お母さんやお父さんは子どもと話すとき、オノマ
トペをどれくらい使っているでしょうか。お子さんに対する自分自身の言葉かけを振り返
ってみても楽しいかもしれませんね。
※今回参考にした主な文献は「苧阪直行(編).(1999).感性の言葉を研究する擬語・擬態語
に読む心のありか,新曜社」などです。余談については「平田佐智子.(2012).日常会話にお
けるオノマトペ使用に関する調査.日本心理学会第 76 回大会論文集」を参考にしました。
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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 13：00～14：30（お一人様 15 分程度）5 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下さい。

サンデーひよこ（2 か月～おおむね 6 か月）
17 日（10:30～11:00）
（担当：加納）
※内容等は通常のひよこと同じです。

わいわいひろば
ひよこ（2 か月～おおむね６か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
6 日・13 日・20 日・27 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：伊能）
※持ち物はありません
うさぎ（おおむね 1 歳児）
「ふれあい遊びを楽しもう！」
7 日①②・21 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

りす（おおむね７か月～11 か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
1 日・8 日・15 日・22 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：吉村）
※持ち物はありません
ぱんだ（おおむね 2 歳児以上）
「リズム遊びを楽しもう！」

14 日・28 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★
11 月 1１日～15 日開催分・・・10 月 16 日午前 9 時より受付開始
11 月 1６日～30 日開催分・・・11 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 2 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 10 月 16 日午前９時より受付を開始いたします。
6 日 「離乳食 5～6 か月頃」
※13 日「ママ同士何でも話そうよ！」
20 日「イヤイヤ期・反抗期の付き合い方」
27 日「10 代 20 代のママの集い」
※第 2 週(13 日)のみ、託児希望者は先着 5 名まで承ります。ご予約は 10 月 25 日(金)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

9 日（土）ひまわり
10 日（日）
）さくらんぼ
17 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

27 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。

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・保育士が、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。
片

先日、あるお母様が「この頃、気にくわないとすぐ怒って大変なんです、どこでもひっくり返って
しまって泣き止まないんです」との声に、近くに居たお母様たちが「うちもそうですよ」
「おなじです！
こまっちゃうわよね」
「うちの子だけじゃないんですね」「焦るとエスカレートするから、平静をよそ
おって話すようにしている」など会話が弾んでいました。同じ発達の姿を確認し合い、他のお母様の
具体的な関わり方や子育てを知ることができて安心したのか、みなさん話すうちに笑顔になり、楽し
い嬉しい時間となったようです。このような出会いの場、話せる場、笑顔の輪が広がっていくと私た
ちもとても嬉しいです。これからも、子どもの気持ちや声に耳を傾け、
「だいすきよ、かわいい、私の
宝物よ」など言葉やスキンシップで愛情を伝えながら、それぞれの子育てを楽しんでほしいです。

ボランティア講習会

地域支援活動

育児サークル講習会

18 日（月）14:00～15:30
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：廣瀬 万穂（当館副館長・保育士）
★定 員：10 名（事前申込制・先着順）
★対 象：親子の遊びを覚えたい方・伝えた
い方育児サークルの方
✿今月は 1 歳児向けの遊び等をご紹介します！

9 日（土）14:00～15:30
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：片岡 敏子（当館館長・保育士）
★定 員：20 名（事前申込制・先着順）
★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。
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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 10 月 16 日午前９時より受付を開始いたします。

ベビーマッサージ講座（連続講座全 2 回）

心理士の講座
～発達が気になる・育児の困りごと～

①11 日（月）②25 日(月)10:00～11:00
※１日のみの
★会 場：子育て支援館 多目的室
参加はできま
★講 師：葉月 智子
せん！！
★参加費：各回 300 円 (全 600 円)
★定 員：10 組
★対 象：3 か月～ハイハイ前ぐらいのお子様と
保護者
★持ち物：①バスタオル②替えおむつ③飲み物(親子
とも)④ビニール袋 1 枚(おむつ入れ用)

16 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 組
★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

※１１日(月)はパッチテストとオイルなしのマッサー
ジ 25 日(月)はオイルつきとなります。

★参加費：300 円 ★持ち物：なし

ママだからできる子どものむし歯予防講座
18 日（月） 10:00～11:00
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：鶴岡友恵（鶴沢歯科クリニック副院長）
★参加費：300 円
★定 員：10 組
★対 象：０歳～1 歳半までのお子様と保護者
★持ち物：①いつもお子様が使っている歯ブラシ②ハンドタオル

Ｂｉｇぱんだ～体を動かして遊ぼう～
10 日（日）10:30～11:10
★会 場：子ども交流館アリーナ（きぼーる３階）
★参加費：無料
★定 員：20 組
★対 象：２歳以上のお子様と保護者の方（お父さん、お母さん、保護者ならどなたでも）
★持ち物：なし
※会場へは直接お越し下さい。交流館カードのある方は提示していただきます。お持ちでない方は
申請をお願いします。公立保育所の男性保育士も一緒に遊びます♪

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）
✉ info@kosodateshien.or.jp
HP www.kosodateshien.or.jp/
発行責任者：片岡敏子

子育て中のお母さんは日々大忙し、そんなお母
さんを地域にお住まいの方々が子育てをお手伝
いしてくれる。それが、ファミリー・サポート・
センター（ファミサポ）です♪
★登録するには・・・☆
センターにお電話か子育て支援館内の窓口にお
越し下さい。
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