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クリスマス色の景色で 

街も心もポッカポカ 

「読み聞かせ」で子どもたちと楽しい時間を P2 

P5 

P5 

P7 子育て支援者活動サポートステーション登録者アンケートのお願い 

ボランティア保険に加入しましょう/サポステからの情報がメールで届きます P7 

～子ども家庭支援センターからのお願いです
～ 

サポステからのお知らせ 

【スリング・抱っこひも】にご注意を 
すまいるガイド 

 昨年度も実施いたしました『子育て支援者活動サポートステーション登録者アンケート』

を、今年度も実施いたします。子育て支援者の皆さまには、すまいると一緒にアンケートと

返信用封筒が同封してありますので、ご確認ください。 

 アンケートに関する記事は、７ページをお読みください。 

児童館ボランティア 募集コーナー 

「こんにちは赤ちゃん事業」 
      子育てサポーターを募集します! 

子育て支援者養成講座(３級課程) グループワークレポート 
すまいるタイムス 

P6 

P8 

子育て支援者の皆さまへ、アンケートのお願いです!! 
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特集１ 
『読み聞かせ』で 
  子どもたちと楽しい時間を 

 冬はどうしても室内で過ごす時間が長くなってしまいがちです。「子どもと部屋の中で、どんなことをしたらいいか

しら・・・」そんなときに読み聞かせはいかがでしょう。本とふれあう機会は大切です。子育て支援者のみなさんと『読み

聞かせ』について考えてみたいと思います。 

 

 読み聞かせについて学んだ人は、『クシュラの奇跡』（BOOK・1

参照)の話を聞いたことがあるでしょう。１９７１年、ニュージーラ

ンドで生まれたクシュラという女の子は、生まれた時から、身体

を自由に動かすことができないほど、重度の障がいを抱えてい

ました。視覚・聴覚がほとんど機能しておらず、外部刺激による

知能の発達が難しいといわれていたのです。そんな厳しい状況

の中、クシュラの両親はけしてあきらめることなく、外部刺激を

与えたり、たくさん話しかけたり、寝る時以外は、ずっと抱きかか

え続けました。そして、生後４カ月のときに、クシュラが絵本に反

応していることに気づいた両親は、毎日、絵本の読み聞かせを

実践しました。長い時には、１日１０時間もクシュラに読み聞かせ 

クシュラの奇跡 
  ～１４０冊の絵本との日々～ 
 
●著者：ドロシー・バトラー 
●出版社：のら書店 
●価格：(普及版) 1,728円 

重い障がいを持って

生まれ、けん命に生き

る日々の中で、たくさ

んの本に囲まれ、絵本

を友として人生を豊か

にしていった孫娘・ク

シュラと家族の感動の

物語。 

巻末に「その後のク

シュラ」を収録。 

無限の可能性を引き出す「読み聞かせ」 

たのです。やがて、クシュラが３歳９カ月のころまでに、１４０冊もの絵本に出会うことになります。この読み聞かせがク

シュラに奇跡を起こしました。知能の発達が期待できないといわれていたクシュラが３歳８カ月のときの検査で、標準

以上の知能を持っていることが分かったのです。それとともに、以前より身体の自由も効くようになったのです。 

 この奇跡は、両親の深い愛情によるものが大きいですが、「読み聞かせ」が、子どもの発達においても、大きな力を

持っていることが分かります。 

いつからでもいい、赤ちゃんは何でも聞いています 

 スタートする最適な年齢というものはなく、赤ちゃんが本を見て、興味をしめしているようならいつからでもいい

のが読み聞かせです。そのために、本がそばにあることが大事です。まわりの世界を知りたい、言われていることを

理解したい、感じていることを伝えたい、分かってもらいたい、赤ちゃんの知的な欲求に、うまく対応することができ

るのが読み聞かせなのです。 

 はじめはイラストが大きく、見やすい絵本からスタートするといいでしょう。きれいな色を見ると楽しくなります。は

じめて赤ちゃんに本を読んであげると、多くの赤ちゃんは、本ではなく、読んでいる人の口を見ます。音がでてくる

ところに興味を示すからです。しかし、たちまち「この本の同じところを開くと、同じことを言うぞ!」と、本のしくみを 
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おすすめ絵本  
      ０歳～ 

 本の楽しさが分かって来ると、赤ちゃん向けの本を通しで

読むことができるようになります。この時期、大人たちにとっ

て一番の問題は、何度も同じ本を繰り返し読まされることで

しょう。ただし、これは、大人たちの問題であって、子どもたち 

かえるが、ぴょーん。い

ぬが、ぴょよよーん。

ばったが、ぴょーん。に

わとりとひよこが親子

でぴょーん。 

いろいろな生き物がと

びはねる様子を描い

た楽しい絵本。 

だるまさんが 
 
●著者：かがくい ひろし 
●出版社：ブロンズ新社 
●価格：918  円 

子どもは同じ本でも飽きません 

理解します。赤ちゃんはとても賢いのです。 

 赤ちゃんに本を読んであげるとき、初めから終わりまで、き

ちんと読む必要はありません。赤ちゃんがお気に入りのとこ

ろを好きなように読めばいいのです。本を読むことを教え

るのではなく、本を使って楽しい時間を過ごすことが大切

です。 

は喜ぶばかりで、ぜんぜんイヤではありません。大人にとってはたいくつかもしれませんが、子どもの「読んで」に

応えてあげるといいでしょう。やがて、3歳くらいになると、複雑な話が理解できるようになり、本の好みもはっきり

してきます。図書館は、小さな子どもたちでも遠慮せずに行ける場所です。並んでいる本は、子どもたちにとっては

ワクワクの宝の山。子どもたちが、宝の山の中から、自分の好きな本を見つけるのを待ってあげることも大事です。 

読み聞かせのコツ 

 本の内容が理解できるようになると、ついつい「どうだった？」「おもしろかった？」と、子どもに聞いてしまい

がちになります。子どもは、読み聞かせをしてもらっている間、心の中で自由に感じています。「おしまい」と、本

が閉じられても、まだその思いをずっと味わっています。幼い子は言語能力が未熟なため、感じることがあって

も、言葉にして伝えることができずに混乱してしまいます。読み終わったら、そっと本を閉じて、子どもの感じる

ままにしてあげるとよいでしょう。 

   読み聞かせの間に、子どもをたくさんほめてあげるこ

とも大切です。ほめるポイントは、結果ではなく、その子

が努力したことをほめるのです。例えば、「頭がイイね」

というのではなく、「いっしょうけんめいに考えたね」とい

う部分です。 

 幼い子どもたちは、本を読んでいるのではなく「体験」

しているのです。楽しい体験であれば、もっと早く進んで

欲しいし、大好きなところをリクエストします。しかけ絵本

などでは、乱暴にあつかい、本が破れてしまうこともあり

ます。しかし、子どもは本を壊そうとしているのではなく、

興味があって、自分で扱ってみたい好奇心によるものな

のです。しかけ絵本のような、子どもが破りそうなものは 

おすすめ絵本  
    1歳くらい～ 

「だ・る・ま・さ・ん・が…」

左右にうごくだるまさ

ん。「だるまさん」シ

リーズ第1弾です。 

１枚１枚ちがう絵の変化

が楽しく、赤ちゃんは、

絵の変化と、単純な音

（「どてっ」「ぷっ」な

ど）に大喜びです。 

ぴょーん 
 
●著者：まつおか たつひで 
●出版社：ポプラ社 
●価格：842  円 
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借りるより買ったほうが安心です。テープで補修しながら、

与え続けると良いでしょう。 

 子どもにとって、読み聞かせが「体験」であるならば、子

どものペースで本がめくられると、とても喜びます。自分で

どんどんページをめくる子には、読み手があとからついて

いくようになってしまいますが、それでもかまわないので

す。読み飛ばしてもかまいません。子どもは、大人に見守ら

れている安心感の中で、自由に自分のペースで本の世界に

入っていけるのです。 

おすすめ絵本  
    小1くらい～ 

ともだちや 
 
●著者： 内田 麟太郎 (著),  降矢 なな (イラスト) 
●出版社：偕成社 
●価格：1,080  円 

 「ともだちや」を始め

ることを思いついた

寂しがりやのキツネ。

ちょうちんもって、の

ぼりをたてて「えー、

ともだちやです」 

でも…ともだちってう

れるのかな?かえるの

かな? 

素敵なメッセージとともに夢の世界へ 

 子どもを寝かしつけるとき、絵本の読み聞かせをする人

は多いと思います。絵本にこめられた素敵なメッセージを、 

子どもに届けるために、ウトウトと眠くなった状態は最適です。目が覚めているときのほうが、しっかり理解できると

思ってしまいますが、リラックスして心地よいときに、読み聞かせてもらった本のイメージは、ダイレクトに子どもの心

の中に入ると言われています。 

 読み聞かせのやり方は、あまり難しく考えず、自分流でかまいません。強いてポイントを挙げれば、「読む」より「話

しかける」ように話すと良いでしょう。膝の上でじっと聞けないお子さんの場合は、お子さんの目をじっと見ながら話

しかけてみましょう。読み聞かせは、朗読ではなく、コミュニケーションです。目の動きで、心の動きが分かるように 

おすすめ絵本  
    ３歳くらい～ 

うたえほん 
 
●著者：つちだ よしはる 
●出版社：グラン まま社 
●価格：1,620  円 

赤ちゃんに、繰り返し

歌ってあげたいわらべ

うた・童謡が、２６曲

載っていて、すべての

うたに楽譜がついて

います。 

歌いながらでもいい

ですし、歌詞を読んで

も楽しめます。 

なります。少しの表情の変化で、子どもがどう感じているか

が分かってくると、お気に入りの場面や興味を持っている絵

に気づくことができます。 

何歳になっても、うれしい時間です 

 子どもが自分で字が読めるようになっても、読み聞かせ

の時間を持つことはとても素敵なことです。自分のために

本を読んでくれている、本の世界を共有しているという実

感を持つことができるので、子どもたちにとっては喜びの

時間になるのです。歳をとっても、読み聞かせは、素敵な時

間になるはず。どうぞ、身近な人といっしょに、読み聞かせ

の時間を楽しんではいかがでしょう。 

◆本記事の参考文献◆  

・『クシュラの奇跡～140冊の絵本との日々』 ドロシー・バトラー著, のら書店 

・『子どもを本嫌いにしない本』 赤木かん子著,  大修館書店 

・『子どもが夢中になる 絵本の読み聞かせ方』 景山聖子著,  廣済堂出版 

・『全国訪問おはなし隊 絵本の読み聞かせガイドブック DVD付き』 講談社編集,  講談社 
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「こんにちは赤ちゃん事業」子育てサポーターを募集します！ 

◆応募条件 

①子育て支援者養成講座2級課程修了者 

②H27年4月から1年間活動できる方 

③毎月の連絡会および研修に参加できる方 

④自転車に乗れる方 

  こんにちは赤ちゃん事業は、出生通知票が 

提出されていない生後約2か月の赤ちゃんの

いるご家庭に訪問する事業です。 

 

 お母さんの不安や悩みに耳を傾け、近隣の

子育て支援情報を伝えて適切なサービスへと

つないでいく活動です。 

 

◆各健康福祉センター ２～３名 

◆活動日・時間帯：平日の9時～17時の間 

◆支払いに関すること 

 訪問1件につき、1,000円の支払い（交通費支給なし） 

◆普通傷害保険契約あり(訪問活動中の補償) 

◆活動時使用する事務用品、訪問鞄は貸与 

◆契約期間は１年間 

      面接の上、採用を決定します。 
  応募する方は、健康推進課健康サービス係までご連絡ください。 
   

    ●日時：平成２７年1月３０日（金）午前・午後 

  ●会場：板橋区女性健康支援センター（板橋保健所５階） 

   ※時間の詳細については、各自にお知らせする予定です。 

 

    ※申込期限： 平成２７年１月２３日（金）１７時まで 

 

本事業について詳細を知りたい方のために下記の日程で説明会を行います。 
●説明会参加希望の方は、1月１６日（金）までに下記までご連絡ください。 
 ・平成27年１月２０日（火） １０時～１１時 
 ・会場：板橋区女性健康支援センター（板橋保健所５階） 
  
    ◆申込・問合 板橋区板橋保健所健康推進課健康サービス係  
           担当：今野・木下  ☎０３（３５７９）２３１３  

 

 

 

 

ガイド 【スリング・抱っこひも】に 
         ご注意を 

 スリング、抱っこベルト、抱っこひもの使用時に起こる事故が多数報告されていることから、独立行政法人国民

生活センターが消費者に向けて注意を喚起しています。スリングなどを使用する場合、転落や窒息がないように、

また横抱きによる股関節脱臼がないように、赤ちゃんの身体の向きや体勢に気をつけることなどが挙げられて

います。また、赤ちゃんの落下を防止するための調節具がある場合は、正しく調節し、固定箇所を確実に締める

ことなどが挙げられています。安全に使用して、事故がないように気をつけましょう。 
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 児童館ボランティア 
     募集コーナー   

 児童館は、遊びを通して、健康で心豊かな子ど

もたちを育てていくための施設です。 

 18歳未満の子どもたちが利用でき、児童館のル 

ールに合わせて好きな遊びを楽しむことができま

す。ゲーム・工作・スポーツなどの日常的な遊びの

ほか、いろいろなイベントも行っています。 

 児童館では、さまざまなシーンでボランティア

のみなさんの協力を求めています。 

 

それぞれの施設に直接お電話でお問い合わせください。 
（日・月曜日・祝日と12/28～1/5、1/13（火）を除く） 

 
１ 中板橋児童館 母親教室での乳幼児見守りボランティアを募集します！ 
■日時：①１２月１６日（火）  ②１２月１７日（水）  ①②とも９：４５～１２：００  

■内容：保護者が母親教室に参加中、職員と一緒に乳幼児の見守りをお願いします。 

■募集条件：１８歳以上の女性の方で、子どもに理解のある方 

■その他：動きやすい服装、上履き      ■締切日：１２月１１日（木） １７：００ 

■連絡先：中板橋児童館（中板橋1１-9） 担当：多田 ℡ ３９６２－９４８５ 

   

２ 西徳児童館  乳幼児の見守りボランティアさんを募集します！ 
■日時：１２月１８日（木） ９：３０～１２：００ (時間応相談) 

■内容：母親教室の際の乳幼児の見守りやイベントの準備、運営、後片付けをお願いします。 

■募集条件：１８歳以上の女性の方で子どもに理解のある方 

■その他：動きやすい服装、上履き     ■締切日：１２月１３日（土） １７：００ 

■連絡先：西徳児童館（西台４-４-３７） 担当：中島 ℡ ３９３６－２４０９ 

 

３ 清水児童館  幼児クラブの活動補助をしてくださる方を募集しています！ 
■日時：①１２月５日（金）  ②１月１６日（金）  ①②とも１０：００～１１：３０  

■内容：①乳幼児親子の制作のお手伝いです。 ②アスレチック遊びの用具設置や、安全管理をお願いします。 

■募集条件：１８歳以上の健康で子ども好きな方 

■その他：動きやすい服装 

■締切日：①②とも前日の１７：００まで  ■連絡先：清水児童館（清水町７２-７） 担当：木内 ℡ ３９６３－３３１３ 

 

４ 上板橋児童館  あそびのボランティアさん大募集！ 
■日時：１２月、1月の土曜日（１月３日を除く）  １４：００～１７：００（時間応相談） 

■内容：盤ゲームや工作など、おもに小学生の遊び相手 

■募集条件： 18歳以上の健康で子ども好きな方 

■その他：動きやすい服装で汚れても大丈夫な服装。上履き。 

■締切日：１２月２７日（土）１７：００  ■連絡先：上板橋児童館 （上板橋2-3-8） 担当：内田 ℡ ３９３３－６９７０ 

 

５ 志村児童館  児童館の見守りボランティアさん募集！ 
■日時：①１２月１１日（木）１０：１５～１２：００  ②１２月２５日（木） １４：００～１６：３０  

■内容：①０歳児誕生日会での子どもの手形押しの補助と見守り  ②児童の見守り 

■募集条件：１８歳以上で、子どもの好きな方。 

■その他：動きやすい服装、上履き  ■締切日：①１２月１０日（水）１７：００  ②１２月２４日（水）１７：００ 

■連絡先：志村児童館（志村2-16-11） 担当：羽重（はじゅう） ℡ ３９６９－５８８１ 
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～板橋区子ども家庭支援センターからのお願いです～ 

 今年度も、子育て支援者養成講座を修了された方にアンケートを実施いたします。これは、子育

て支援者である皆さんの活動状況や、養成講座のカリキュラムへのご意見、子育て支援者活動サ

ポートステーションの活用状況を把握し、今後の子育て支援者養成システム及び内容の見直しを検

討するための資料として利用することを目的としております。昨年度も、同様のアンケートを実施

し貴重なご意見をたくさんいただきました。 

 アンケートは今後の養成講座カリキュラムや有償ボランティア登録要件の見直しに活用されます

ので、皆様の忌憚のないご意見をお寄せ下さい。昨年度と同じ設問が多くありますが、現時点での

ご意見をお聞かせください。このアンケートでサポートステーションの登録継続の意思確認もさせ

ていただきます。お忙しい年末にご面倒をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

★ あなたの声を聞かせてください！ 
子育て支援者活動サポートステーション登録者アンケートのお願い 

サポステからの情報が 
         メールで届きます!! 

ご希望の方に 

ご希望の方に、メールで 
・「すまいる」発行のお知らせ 
・ホームページ更新のお知らせ 
・イベント情報 などを、送信させていただきます。 
ご希望の方は 受信を希望するメールをご使用いただき、 
   
    件名：サポステ情報送信希望 
  本文：お名前、修了課程（3級または2級）、 
     （お分かりになる方は）登録番号 
 
をご記入のうえ、 

       
info@saposute.info 

まで、メールを送信してください。（ケータイメールの方は
受信設定をご確認ください）       

ボランティア保険に 
加入しましょう 

ボランティア保険は、子育て支援だけでなくすべ

てのボランティア活動に対して保障される保険

です。保険期間は、4月1日０時～翌年3月31日 

２４時までの1年間。いつからでもご加入できます。 

あなたの「お守り」になる保険です。 

ぜひ加入しましょう!! 

保険料は基本的なプランで３００円～ 

お問い合わせ、お申し込みは 
「いたばし総合ボランティアセンター」まで。 
 

＊いたばし総合ボランティアセンター 
 住所：本町２４－１ 
 電話：０３－５９４４－４６０１ 

 ・子育て支援者養成講座について 

 ・あなたの子育て支援活動について 

貴重なご意見をおきかせください。 

  

回答は同封の返信用封筒で 
１２月３１日までに投函をお願いたします。 
  
なお、アンケートの結果については今後の「すまいる」で報告

させていただく予定です。 



-８- 

  集 後 記 編 

 早いもので、年賀状の準備を始める時期になりました。今回も、子育て支援者の皆さんに、アンケートを実施し

ます。昨年は、とても有意義なご意見をたくさんいただきました。活動している皆さんが、それぞれの現場で感じる

ことをお聞かせいただき、課題とすることで、どのようなサービスも改良されていくものだと思います。ぜひ、お答えく

ださい。よろしくお願いいたします!!!! 

 先日、我が家のエレベーターホールの角から、ちっちゃな男の子が駆け込んできて、あやうく衝突しかけました。

男の子は、あわてて私の足に抱きついて、転ぶことなくセーフ。私は、驚きと同時に、可愛い男の子に抱きつかれて、 

なんともいえない幸せな気分を味わいました。細くない足だから弾力があって良かった!!笑 (編集担当：岡本・野邉） 

発行 子育て支援者活動サポートステーション 
（NPO法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし）   
 
〒173-0005  東京都板橋区仲宿45-6 
         デイサービスおむすび内 

ホームページ  http://www.saposute.info 
メールアドレス info@saposute.info 
TEL＆FAX   03-5943-1888 
 

子育て支援者養成講座(３級課程) 

 グループワーク・交流会レポート 

 10月21日、平成26年度第2回子育て支援者養成講座3級課程の「板

橋区の子育て社会資源と有効活用」の授業がありました。その中で淑

徳短期大学の塩野教授からボランティア活動についての講義の後、グ

ループワークを行いました。受講者の皆さんを３つのグループに分け、

各自の受講動機とともに、子育て支援者としての役割について考えて

いただきました。さらに、各グループで『子育て支援者は○○○であ

る』という言葉を作っていただきました。 

「金塊」（Ａグループ） 

「身近な仲間」（Ｂグループ） 

「応答的でつながりが大切」（Ｃグループ） 

子育て支援者は である 

タイムス① 

 グループワークに参加された方々の背景や受講動機は異なりますが、『子育て支援を必要としている人』の存在

を身近に感じ、自分にできる形で支援をしたいと考えていらっしゃるようでした。そのためには、地域内でのつなが

りが大切であり、身近であればあるほど、子育てがしやすい環境になるのではないかという意見は、皆さん共通で

お持ちでした。子育て支援者の皆さんはまさに『金塊』。それぞれが輝いて、自分が出来る形で活躍されることが望

まれています。 


