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『“あそび”とは』対談～プレイワーカー天野秀昭さん×大国保育園西野伸一園長

特集①「これはつかえる！」～子育て便利グッズ～
特集②保護者も参画PHOTOコンテスト

今号の表紙/ベビーチェアを並べて、電車ごっこを楽しむ1歳児[愛染橋保育園]
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場
冒険遊び場ちょっとバン

【堺市南区】

http://www.aizenen.or.jp/

aizenn.kouhou@gmail.com

大阪市内行自然

冒険遊び場「ちょっとバン」は、大阪府の大型児童館ビッグバンの敷地内に

あり府民と行政が連携し、かつ府民や地域住民の自主運営で行うという形で運

営されています。開設から20年あまり、子どもたちや地域住民の方々に理解

し愛される「子どもの日常的な遊び空間」に行きつくまで、ゆるやかな歩み寄

りを心がけ、ちょっとずつやっていこうということで「ちょっとバン」と名付

けられたそうです。

■ホームページ

http://cyottoburrrn.sunnyday.jp

■E-mailアドレス

npo.kids.pocket@gmail.com
((NNPPOO法法人人子子どどももとと遊遊びびをを育育むむままちちづづくくりりププロロジジェェククトトKKiidd`̀ssぽぽけけっっとと)) 

保護者のみなさんから、子育て中「役に立った！」

「これはつかえる！」と思った便利グッズを

お聞きしました。

ニトリ/ ￥９１６

保護者のみなさんから、子育て中「役に立った！」

￥２,３１０～
[楽天やアマゾンで購入可]
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￥２,０４６～
10moisディモワ[うめだ阪急]

“夜なかなか寝てくれない！”という悩みをよく聞きます。睡眠のリズムを作るためには、寝かせつ

けようと頑張りすぎるより、「おやすみ前の行動をひとつ決めてみる」というのはどうでしょうか？

毎日、寝る前に同じことを繰り返すことで、おやすみなさいの合図にもなり、安心して眠れることに

もつながります。寝る前のスキンシップの時間なんてほんとに素敵な時間ですよね♥ 保育園でもお昼寝

タイムがあり、みんながすぐに寝るわけでもなく…。

そんなときに役立つ、保育士の知恵袋をいくつかご紹介します。

子 安心 眠

うまくいくときもあれば、いかないときもあります。

困ったり、面白い体験などあったりしましたら、また教えてください！

子育てのお手伝いをさせてくださいね。

続きは第２弾連載で。と、言いたい所ですが…では失礼します。

～添い寝・耳元で
呼吸を合わせる～

安心できる人の声、体温、

心音などは子どもの気持ちの落

ち着きにつながります。

ただ傍にいて、目を合わせた

りカラダにふれたりして、添い

寝するのも GOOD 呼吸の

タイミングに合わせて耳元で

『スースー』と寝息のようにさ

さやいてください。

～背中トントン
・眉間マッサージ～

呼吸に合わせて、背中をトン

トンやさすったり…。その他、

手や足を優しくニギニギしても

GOOD

～絵本やお話～

お気に入りの絵本を読んだ

り、創作のお話をしたりすると、

心地よい音楽と同じような効果

があります。

話の内容よりも、優しく語り

かけてくれる声に安心

しますよ。

幼保連携型認定こども園 南港東保育園 森典子園長

GOOD

保育士

知恵袋

保育士保育士

知恵袋知恵袋

前 行動 決

GOOD
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海大好

夏

愛染橋保育園

みこ さん

【5歳児】

風邪風邪

元気元気

子 笑顔

まず、はじめに、簡単なプロフィールを教えてください。

日本で最初の常設の冒険遊び場 「羽根木プレーパーク」 の初代職業プレイ

ワーカー(プレーリーダー)。遊ぶことの価値を広めるため NPO法人「日本冒険

遊び場づくり協会」、同「園庭・園外での野育を推進する会」等4つの法人を立ち上

げ、その運営に当たっています。

愛染園では「あそび」をとても大切に考えています。いま、子どものあそび

やあそび場がどんどん奪われているように感じています。天野さんは今のあそ

びの環境についてどんなふうにお考えですか？

その子自身が「やりたい」と思うこと、そこから始まる行為を「遊び」と言

いますが、じゃあ、それがほかの子も同じようにやりたいことかと言えばそう

とは限りません。

うんうん、そうですね。

場合によっては、その子にとっては無性にやってみたいことでも、他の子に

とってはどうでもいいことも珍しいことではありません。大人でいえば「やっ

てみたい」と自分から始めることを「趣味」と言いますが、自分の趣味をみん

なが面白がるわけではないことを考えればわかると思います。

なるほど、自分の他者の世界が存在するわけですね。

そうつまり、その子が「やりたい」と感じること、それは「その子自身の世

界」なのです。「遊ぶ」ことは、その子自身の世界の創造であり構築の実践で、

「私が生きている」という実感は、その中で醸成されていきます。これは大人

が教えられるものではありません。本人が遊ぶことを通じて実感していくこと

です。それなのに、その時間を大人がシステムに取り込んでしまうことで奪っ

てしまった。このことが生んでいる事態は、相当深刻です。「私が生きている」

という実感が持てないことにつながるからです。

ただ、外からはそれがとても見えにくいので、大概の大人は気づかない。「食

べる」「眠る」「出す」「遊ぶ」、この４つが、ヒトが人として生きる上での 4本

柱だと僕は考えていますが、最初から 3つ目まではそれをしないと生命体とし

て生きていかれないから誰もが理解できます。 問題は 4つ目の

「遊ぶ」です。これをしないと心が死んでしまう。それを理解する

人が本当に少ないのが現状です。骨を折ると大騒ぎするくせに、心

は平気で折る。骨はくっつくけれど、折られた心は簡単には回復し

ません。

【次号へ続く】

『“あそび”とは』
対談～プレイワーカー 天野秀昭さん × 大国保育園 西野伸一園長

天野秀昭さん

～あそび(余裕)のない生活、あそび、子どもの世界が奪われ
る今だからこそ天野さんのメッセージを親や保育に携わる
人に届けたい…日本で最初の常設の冒険遊び場、初代職業
プレイワーカー天野秀昭さんに聴く～

西野さん

天野さん

西野さん

天野さん

西野さん

天野さん

西野さん

天野さん

風呂

大好

保護者保護者 参画 Photoコンテスト

愛染橋保育園

やまと さん

【0歳児】

大好

大国保育園

ちひろ さん

【0歳児】

コンテスト

愛染橋保育園

はじめ さん

【4歳児】

わかくさ保育園

しんりん さん

【0歳児】

大国保育園

いちか さん

【2歳児】

パンでんしゃ
[オススメ 3～6歳]
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絵本

ホームで電車を待つウサギさん。そこにガタンゴトン…とやってき

たのは「パンでんしゃ」！？

不思議なこの電車は、外も中もみーんなパンでできています。ウサ

ギさんは、「うわぁ～おいしそう！」と夢中でもぐもぐ。次々と乗り込

んでくる動物たちと一緒に旅を続けているといつの間にか車両に異変

が…！？

子どもたちは、いろいろな種類のパンがある「パンでんしゃ」に「お

いしそう～！」と思わず食べたくなってしまいます。この絵本を読む

となんだかお腹が空いてしまう楽しい絵本ですので、ぜひ読んでみて

くださいね！

イルカさん

どこかな？

南港東保育園

いちごさん と みかげさん
【3歳児】    【1歳児】

たくさんのご投稿ありがとうございました。
ご投稿いただいたすべての方の写真を、
今号より掲載させていただきます!

第 1弾

西野伸一園長
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