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地域別交流会
のお知らせ

4 月以降も前年同様区内 5 地区
にて、地域別交流会実施を予定
しております。
詳細は次回「すまいる 72 号」
にてお知らせ致します。

場　所：区立グリーンホール
　　　　　　　　　601 会議室

講座修了者の皆さんのご参加を
お待ちしております。

交流会のお知らせ

日　時： 7 月 13 日（土）
　　　　午後予定
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平成 30 年度 第２回 スキルアップ研修会報告

　「なぜ発声教育が必要なのか？」自己紹介の後、講師から投げかけられた言葉に「発声教育？

日本語なんて普通に使いこなしているじゃん。」と甘く考えていた記者。スキルアップ講習会

は、「日本語の音について」から始まりました。

　①アクセント・・同じ読みの言葉でも意味によってアクセントが異なる。

　②母音の無性化・・月 ( つき )「つ」「き」一言ずつ発音すると両方とも声帯が震えるが「つき」

と続けると「つ」では声帯が震えない。「くすり」の「く」、「よろしくおねがいします」の「し」

「す」など。母音（あいうえお）で声帯を振動させない言葉が発生する。

　③濁音と鼻濁音の使い分け・・「がぎぐげご」には２種類の発音がある。濁音「がぎぐげご」、

鼻濁音「か き゚ く゚ け゚ こ゚ 」゚　がっこうの「が」は濁音、にほんごの「ご」は鼻濁音。

　日本語を使いこなしているという自信はここへきて揺らぎ始めます。次に講師は「おはよ

うございます」を分解。「おはよう」は「オハヨー」、アクセントの位置「お」「ご」、母音の

無性化「す」、濁音「ご」。たぶん何万回も言っているであろう「おはようございます」ですら、

発声においては正しく理解していなかったことを知りました。

　「自分の声を好きになることで自信をつける。が、練習をしないと声が育たない。そのため

には支援者が（正しい、大人の）会話をたくさんすることです。」なぜ発声教育が必要なのか？

すでに日本語の発声についての自信が崩れた私には、講師の言葉が響きます。やはりプロは

違う。

　人前で話すのが上手になるためには、準備運動、響く声、姿勢と首の角度、腹式呼吸、表

情だそう。準備運動は身体だけでなく舌の体操も。母音を意識する。母音だけ抜き出して発

音し、そのあと子音をつけて発声すると言葉がはっきりする。腹式呼吸、吸うのではなく、

まず吐いて、口を開けると自然に空気が入ってくる。喉声は身体が固まっている時の声、響

く声は、入浴などリラックスし

ている時の声。

　座学だけでなく実際にやって

もらうのが茂木流とばかり、念

入りな準備運動から参加者は自

分の声を一つ一つ確かめていき

ました。この後講習会は五十音

表を使った基本の発声練習、古

典落語の「じゅげむ」を読みな

講師：茂木  亜希子氏（こどもアナウンス発声協会 共同代表）

■ 第２回  平成 31 年 2 月 3 日（日）  午前 10:00 ～ 11:30（グリーンホール 601）
テーマ：「発声の基本と読み聞かせのテクニック」
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第 2 回スキルアップ研修会報告　アンケート抜粋
　平成 31 年 2 月 3 日（日）、グリーンホールにて第 2 回スキルアップ研修会を開催
させて頂きました。
　テーマは「発声の基本と読み聞かせのテクニック」でした。

　◦参加型で良かった
　◦座学と実技の内容が良かった
　◦実技では具体的に発声できた
　◦絵本の持ち方など直ぐに実践できることがよかった
　◦発声が大事だと思い参加してよかった
　◦講師の熱量が感じられた
　◦選書の方法が勉強になった
　◦色々な絵本に触れられた
　◦絵本のリストがあるとよかった

※�講習会の内容について詳しく知りたい方は、茂木亜希子さんの著書「こどもアナウンスブック」
（子どもの未来社・常世晶子さんとの共著）をご覧ください。

☆文章を読む際の注意点☆
1.　伝えたいポイントを意識して、丁寧に話しましょう。（伝えたいポイントはゆっくりと）
2.　子どもやお年寄りに話しかけるつもりで、優しく伝えましょう。
3.　語尾の音を長く伸ばしたり、語尾の音を不自然に上げたりする等しないよう気をつけましょう。
　　（癖に注意）
4.　自分の声を外側の耳から聞いて、どんな声で話しているかを確認しながら練習しましょう。
5.　周りの人から客観的な意見を聞きましょう。

☆絵本の読み語りのポイント☆
1.　絵本の読み語りは選書が 80％
2.　横読みは練習あるのみ
3.　縦書きは絵本を左手に、横書きは絵本を右手に
4.　声のコントロール
5.　姿勢の確認、視線の使い方
6.　手遊び・手袋遊び・パネルシアター
7.　歌（童謡）絵本の活用
8.　時間配分と雰囲気づくり
9.　洋服への心遣い

がらの息継ぎの練習、五十音の順に短い文章を読む練習、早口言葉と続きます。

　音楽に合わせての練習など、楽しく発声を学習する工夫が随所に見られ、子どもたちに正

しい発声や伝わる話し方を教えている「こどもアナウンス発声協会」のスキル（ごく一部でしょ

うが）を教えていただいたことは貴重な経験でした。

　ここから絵本の読み語りのポイントを教わり、年齢別のおすすめ絵本の紹介をしていただ

きました。読み聞かせの経験豊富な方も多かったので、参加者の反応もレベルの高さを感じ

させるものでした。



4

平成 30 年度 第３回 スキルアップ研修会報告

講師：田村 洋子氏（NPO法人 日本わらべうた協会理事長）

■ 第 3 回  平成 31 年３月３日（日）  午前 10:00 ～ 11:30（グリーンホール 601）
テーマ：「 IT 時代の今だからこそ」

〈わらべうた〉
　「雨やコンコンやんでくれ～あしたの晩にふっとくれ～」
このわらべうたから、なぜ明日の晩に降ってもらいたいのか
を考えました。
　声に出して全員で 2～ 3回くり返し歌い、それぞれが自由
に「遠足だから」「遠足が終わったら降ってもいいよ」などの
声が聞こえました。
　講師の田村さんは「これが歌の心情」と言われ、参加者が
声に出して歌う事から「歌の心情」を共有することができま
した。

〈お手玉〉
　田村さんは 3個のお手玉をポンポンポンと手際よく扱いな
がら　「あんたがたどこさ　ひごさ　ひごどこさ」と歌いました。
　歌いながらのお手玉は「はじめは私もできませんでした」と言われ、大人になってから
練習をして出来るようになったそうです。
　「お手玉」を使っての実践は 1 人 1 個のお手玉を渡されました。左手にお手玉を持ち、
「あんたがたどこさ」のうたにあわせて左の人へ「お手玉」を渡しました。渡すタイミング
は「あんたがたどこさ」の「さ」、「ひごさ」の「さ」、「ひごどこさ」の「さ」の時です。
　うたは何回もくり返されて、皆んなでうたにあわせて「お手玉」の移動をしていると自
然とうたが乱れはじめました。このうたの乱れを修正しようとする気づきがあり、はじめ
から全員であわせてうたをうたいはじめようとする「心の育ち」が生まれました。
　お手玉の遊びを皆んなで遊んだり、同じ遊びを2～ 3人で遊んでみたり、1つの「お手玉」
を使って工夫する事で楽しめる事はいろいろある事も学びました。
　「お手玉」を頭の上にのせて「あんたがたどこさ」をうたいながら好きな場所へ移動す
る遊びも体験しました。その他、「お手玉」を使わずに乳児を抱いて「あんたがたどこさ　
ひごさ　ひごどこさ」のうたをうたいながら歩き、「さ」の時に膝を曲げる動きは乳児の
支援の場ですぐにでも活用できる事を実感しました。
　これらの実践から、0歳で聞いたうたを覚えて、体（手や足など）に記憶されて伝承と
なるそうです。

〈主な活動〉
　活動は郷土資料館、民話館、保育園、児童館、公民館、東京おもちゃ美術館などで定期的活動を
されています。その他は「声を掛けていただければどこへでも行きます」とのことです。
　活動の対象者は 0 歳～ 104 歳迄の方たちです。
　スキルアップ研修会の前日、田村さんは母校（高校）でのキャリアガイダンスの授業の講師として、
高校生へ「わらべうたを伝え」「心の文化を伝える」活動をされてきたそうです。
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〈布遊び〉
　きれいな色の布（スカーフの様なもの）を全員が１枚づつ
渡され「布」を使った遊びうたを 2つ実践しました。
　うたは「にぎりぱっちり、たてよこひよこ、ピヨピヨピヨ」。
このうたをうたいながら両手で渡された布をにぎって、「ピ
ヨピヨピヨ」で「パッ」と開きます。子どもの手は小さくて、
布をにぎった時の圧縮率が大きいので「布」が元気よく開く
そうです。年齢を問わず長く遊べるうたですと田村さんはおっしゃいました。
　次のうたは自然を感じるうたです。
　「上から下から大風こいこいこいこい」です。「布」を上下に動かし風の強さ、弱さを
体で感じとることが出来ます。
　わらべうたから自然を感じられたら、屋外に出た時に 10 分間その日の「風の動き、
雲の動き」を感じて欲しいですとおっしゃった田村さんの言葉が印象的でした。

〈田村さんの思いから〉
　はじめはわらべうたをうたいながら、懐かしいお手玉をしたり、やわらかな布に触れ
て田村さんの耳に心地よい歌声とテンポの良いお話しに夢中になりました。
　そして参加者の皆さんは田村さんのお話が進み、わらべうたをうたう程に皆が知らない
「わらべうた」の世界を体感することが出来ました。
　田村さんは IT 時代の今だからこそ、子どもたちに人と機械の違いがわかる人間に育っ
て欲しいと言います。

　＊遊びの中で心を育てる。
　＊伝えてゆきたいものは将来の文化となる。
　＊全て便利になりすぎて心・文化が伝わらない。

　この様な事は、人とのつながりを持つ大切な日本の文化のひとつである「わらべうた」
をもう１度思いおこし、絶えさせずに伝えていきたいとの思いを笑顔で話していただきま
した。
　そして、田村さんは最後まで「なべなべそこぬけた、そこがぬけたら帰りましょ」と
うたい、「それでは私は帰ります」と明るくテンポのよい「わらべうた」で研修会は終了
しました。
　スキルアップ研修会から思う事は、TVや DVD、携帯電話やパソコン、ゲーム機などが
身近に多い時代です。無機質なものでの遊びが増える今、子育て支援の場だけでなく親子
や友だち同士の遊びの中で、目と目をあわせ声をかけ、手をつなぎ合ったり肌を触れる
などの実体験からこれらの事を何度もくり返して遊
ぶ事が必要ではないでしょうか。
　この「遊ぶ」時の 1つが「わらべうた」です。
　私たち大人が 1つ得意な「わらべうた」を伝える
事で、「IT の時代の今」だからこそ、昔からある生活
の中の遊びの文化を伝承していかなければと強く感
じました。
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第３回スキルアップ研修会　アンケート抜粋
　平成 31 年３月３日（日）、グリーンホールにて第３回スキルアップ研修会を開催
させて頂きました。
　テーマは「 IT 時代の今だからこそ 」でした。

　◦わらべ歌の良さ・意味がとてもよく分かった
　◦わらべ歌の伝承の意味をとても感じた
　◦すぐに活用したい
　◦「子どもの心を育む」というところが印象深かった
　◦大人同士でやっても楽しかった
　◦子育て支援の活動に役立ち、自分の脳トレになった
　◦子どものころを思い出しほのぼのとした気持ちになった
　◦歌と体を使った遊びで心も育つことを知った
　◦お話に引き込まれ楽しく参加できた

～今後のスキルアップ研修会への要望～

◦参加者同士の意見交換・交流など
◦本日のような講義を聞きたい
◦ハンドマッサージ
◦自己肯定感の育て方
◦子育て中の親の考え・思いについて
◦子どもに関わる話し何でも
◦茂木先生の講習を受けたい
◦子どもへ関すること
◦実践・パネルシアター・エプロンシアターなど作って演じる講座
◦手遊び・歌
◦足腰（身体のストレッチ）
◦子どものことなら何でも
◦手遊びを知りたい
◦今回の講座の続きを希望
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　「親子健康支援事業」は、専門医のミニ講座と子育てアドバイスを行う事業
です。小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、歯科の専門の医師が健康に関す
るお話をされます。お近くの会場でお手伝いをお願いします。

＜募集条件＞　18 歳以上の方（支援員、2 級、3 級修了者いずれでも）
＜申込締切＞　開催日前日までにお申し込みください。
＜問合せ先＞　健康生きがい部 健康推進課 健康サービス係　
　　　　　　　担当：山本　電話（3579）2313

「親子健康支援事業～乳幼児コース～」

見守りボランティアを募集します !

～支援員にお願いすること～
　乳幼児の見守り、遊び相手になっていただきます。
子どもたちのお母さん・お父さんがミニ講座を聞いている時に、子どもたちの
見守りをお願いします。

①板橋地区　　前野町1-8-1	 	 CAP’S富士見台			 5/30 ㈭

②高島平地区　蓮根2-6-15	 	 CAP’S蓮根	 	 6/12 ㈬

③赤塚地区　　成増5-19-41		 CAP’Sしらさぎ	 	 6/25 ㈫

④志村地区　　中台3-27-2	 	 CAP’S緑が丘	 	 7/19 ㈮

⑤赤塚地区　　西台4-4-37	 	 CAP’S西徳	 	 9/ 5 ㈭

⑥高島平地区　新河岸1-3-2-101	 CAP’S新河岸	 	 9/19 ㈭

⑦板橋地区　　弥生町16-3	 	 CAP’S弥生	 	 10/ 3 ㈭

⑧赤塚地区　　赤塚6-38-1	 	 CAP’S赤塚	 	 11/ 1 ㈮

⑨志村地区　　清水町72-7	 	 CAP’S清水	 	 11/14㈭

⑩板橋地区　　大山東町８-7	 	 CAP’S大山東	 	 1/17 ㈮

⑪赤塚地区　　成増3-34-21		 CAP’Sなります	 	 2/18 ㈫

開催日程及び会場（	時間はすべて13：30～ 14：45	）
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板橋第六小学校板橋第六小学校

板橋第七小学校

板橋電話局前

東武東上線
東武東上線

板橋電話局前

大山金井町大山金井町
板橋第七小学校至池袋▼

▲至和光
254

子育て支援員活動
サポートステーション
いたばし子育て支援・フラワー

（すくすくひろば）

大山駅

文

文

編集後記
　今回はスキルアップ研修会の、第 2 回・第 3 回の内
容を皆さんへお伝えしました。すまいる 72 号では、
地域別交流会の内容・場所他をお伝え致します。
　この地域別交流会を皆さんの交流の場となる様にと
思いつつ、4 月 1 日に区の施設抽選申し込みへ行って
来ます。

発行
子育て支援員活動サポートステーション（NPO 法人 いたばし子育て支援・フラワー）
〒 173-0024 東京都板橋区大山金井町 34-9  すくすくひろば内
TEL&FAX：０３－５９２６－９２２４（平日 10：00 ～ 18：00 ／日祝お休み）
メールアドレス：mail@kosodatesien.jp
●ボランティア募集などの最新情報はホームページをご覧ください  http://kosodatesien.jp/

※写真掲載に関しては、当日参加者のご了承をいただいております。

登録されているご住所から該当する地域をご確認ください！
●板橋地区…板橋、稲荷台、大谷口、大谷口上町、大谷口北町、大山町、大山金井町、大山西町、
　大山東町、加賀、熊野町、小茂根（１丁目１番）、幸町、栄町、中板橋、仲宿、仲町、中丸町、氷川町、
　双葉町、富士見町、本町、南町、向原、大和町、弥生町

●上板橋地区…上板橋、小茂根（１丁目１番を除く）、桜川、東新町、常盤台、東山町、南常盤台

●赤塚地区…赤塚、赤塚新町、大門、徳丸、中台、成増、西台、三園（1丁目）、四葉、若木

●志村地区…蓮根、東坂下、舟渡、前野町、宮本町、相生町、坂下、清水、蓮沼、泉町、大原町、志村、
　小豆沢

●高島平地区…新河岸、高島平、三園（２丁目）

ボランティア情報

NPO 法人いたばし子育て支援・フラワー 
◎ おやこひろば・すくすくひろばで活動してみませんか？

■日　　時：随時募集

■内　　容：お話し会のお手伝い

■締 切 日：常時受け付けています。

■連 絡 先：板橋区大山金井町 34-9

　　　TEL： 03-5926-9224

　　　担当：松村　良子


