
特集 「親学プログラム」を 
　　体験してみませんか？ たいがぁ～の部屋 

大田のイベントレポート たいがぁ～のおもちゃ箱 
おはなしのせかい あそび・イベント情報7～9月 
サヒメルに恐竜がやってくる！ JAPANのおおだにきています！ 

おやがく 



2 あそびたいがぁ～ vol.11 2013年夏号 

特集 

「親学プログラム」は、就学前の乳幼児
から中学生の親を対象に、参加者同士が交
流しながら、親としての役割や子どもとの
かかわり方の気づきを促すための学習プロ
グラムで、島根県立東部・西部社会教育研
修センターで開発されました。 
親としての心構えなどテーマは７つ。参
加者同士が子育てについて楽しく話し合っ
たり、今までの子育てについて振り返って
考えたりできます。 

大田市では平成22年度から親学プログラムを
実施しています。これまで63回開催し、延べ
1,146人の参加がありました。
幼稚園・保育所での保護者会、小中学校での
PTA研修会や教員研修などさまざま場面で活用
されています。

大田市で親学プログラムを活用した 
研修・講座の参加者数 

平成22年度から「親学ファシリテーター養成講座」の
修了生が、各地域で親学講座を実施する回数が増えました。
年々、親学プログラムを体験した人は増えています。 

今後も保護者どうしでこの
ような集まりをしたい。 

保護者どうしで子育てに対する悩
みや不安を話す機会がなかなかな
いので、有意義な場でした。 

ほかの保護者さんの話を聞いて、
悩んでいるのは我が家だけじゃ
ない！とホッとしました。 

自分の子育てを振り返る
のに参考になった。 
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「親学プログラム」を 
体験してみませんか？ 
「親学プログラム」を 
体験してみませんか？ 

親学ファシリテーターって？ 

参加者の声 

子育ての輪、広がっています！ 

親学ファシリテーターって？ 

参加者の声 参加者の声 参加者の声 

子育ての輪、広がっています！ 子育ての輪、広がっています！ 子育ての輪、広がっています！ 
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親学プログラム 

7つのテーマ 
７つのテーマごとに各種のプログラムを用意しています。
どのプログラムを活用するかは、学習目的や対象となる子
どもの年齢、参加する保護者に応じて選択してください。 

①新米ママ・パパへのメッセージ 
②あなたならどうする？ 
③子どもに示したい大人のふるまい 
④素晴らしき思春期 

①聞く耳ってどんな耳？ 
②子どもに伝えるのって難しい！ 
③私のほめ方・しかり方 
④心に響く伝え方 

①目指せ！早寝・早起き・朝ご飯 
②朝食は目覚めのスイッチ 

①親のしつけは子どもへの大切な贈り物 
②我が家のルールづくり大作戦！ 
③しかる基準は？ 
④誰が決めるの？ 
⑤子どもにとってのお手伝い 
⑥子どもに本当に必要ですか？ 
⑦家庭学習の習慣をつけるために 
⑧ケータイ・インターネットとのつきあい方 

①身近なところに危険がいっぱい 
②危険箇所を考えよう 
③食生活を見直そう 

①あそびのススメ 
②子どもにさせたい体験は？ 

①もし、子どもが○○で育ったら 
②こんな子どもに育ってほしい 
③わが子のＰＲ～短所も長所～ 

親学ファシリテーターとは、親学プログラム
を進行する学習支援者（進行役）のことです。
依頼のあった保育所、幼稚園、小・中学校PTA
研修会や保護者会等に出向きます。 

参加者どうしが楽しく語り合
うことができます！ 
一度体験してみませんか？ 

押越幸子ファシリテーター 

人気のテーマは「子どもに伝
えるのって難しい！」です。 
親学はみんなが参加できる楽
しい講座ですよ� 

幸増千世ファシリテーター 

ファシリテーターを派遣します 
大田市教育委員会では、この親学プログラムを
活用した研修会や講座、PTA活動等に親学ファシ
リテーターを派遣します。 
市内には公民館・まちづくりセンター職員、保
育士など現在13人のファシリテーターがいますので、
気軽にご相談ください。 

問い合わせ 大田市教育委員会生涯学習課 TEL. 0854-82-1600（内線304） 

「親学プログラム」を 
体験してみませんか？ 

親学ファシリテーターって？ 

参加者の声 

子育ての輪、広がっています！ 

親学ファシリテーターって？ 親学ファシリテーターって？ 親学ファシリテーターって？ 

参加者の声 

子育ての輪、広がっています！ 
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第10回 七色祭り 

ＪＡ石見銀山本社にて「あぐりス
クール」の開校式がありました。 
はじめに、全６回にわたるあぐり
スクールでのリーダーからのあいさ
つ。それから野菜の植え付け。カボ
チャやスイカ、ピーマン等を植えま
した。８月に収穫してみんなで料理
します。 
その後は田植えです。みんなで泥
んこになっての田植えは楽しいです。 
最後はお待ちかねのイチゴ狩り。
みんないっぱいとれたかなぁー？ 

あぐりスクール（第７期生） あぐりスクール（第７期生） 
５月25日（土） 日にち 

大田市内小学生20名 参加者 

JA石見銀山 主　催 

2013タケノコとり大作戦 Part1

開校
 

開校
 

４月28日（日） 日にち 石見銀山 場 所 石見銀山世界遺産センター・ＮＰＯ法人緑と水の連絡会議・大田市 主 催 

ゴールデンウィーク前半、４月28日（日）に『タケノコ採り大作戦』Ｐａｒｔ１（もうそ
う竹編）がありました。お天気にも恵まれ、主役のタケノコもたくさん採れました～♪ 
参加者は22人。県外からの参加者も多く、今回で３回目の参加の親子さんもいました。 
楽しい連休の思い出ができました。 

ゴールデンウィーク前半、４月28日（日）に『タケノコ採り大作戦』Ｐａｒｔ１（もうそ
う竹編）がありました。お天気にも恵まれ、主役のタケノコもたくさん採れました～♪ 
参加者は22人。県外からの参加者も多く、今回で３回目の参加の親子さんもいました。 
楽しい連休の思い出ができました。 

大田市国際フェスティバル in ボランティア募集 

今回で10回目となる七色祭りが行われました。出雲市の「桝田一平」
さんのギターライブからはじまり、美郷町の伝統芸能「千原神楽」さ
んの迫力のある舞台を間近にみることができました。テントや１階スペー
スには焼きそばや牛丼などたくさんのおいしい食べ物が並びました。
今年はじめての「ヤマメのつかみどり」は楽しい笑い声がひびきました。 
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第10回 七色祭り 第10回 七色祭り 
あぐりスクール（第７期生） 

６月２日（日） 日にち 

大田町雪見「サロン・ド・ゆきみーる」 会　場 

七色祭り実行委員会 主　催 520人 来場者 

外国人のみなさんと一緒に「お国紹介」「世界の遊びや食べ物紹介」を
手伝ってくれる子ども・若者を募集します。ボランティアをしながら、
外国人のみなさんと仲良くなろう！ 
現地集合・解散。お昼ご飯は準備します。 

開校
 

ゴールデンウィーク前半、４月28日（日）に『タケノコ採り大作戦』Ｐａｒｔ１（もうそ
う竹編）がありました。お天気にも恵まれ、主役のタケノコもたくさん採れました～♪ 
参加者は22人。県外からの参加者も多く、今回で３回目の参加の親子さんもいました。 
楽しい連休の思い出ができました。 

大田市国際フェスティバル in大田市国際フェスティバル in ボランティア募集 ボランティア募集 
９月22日（日） 9:00～14:00開催日時 大正東１駐車場 会 場 

■ボランティア参加条件 
　　大田市内在住の小学５年生から高校３年生まで　先着20名 
■申し込み締切　８月末日 

■主催　ＮＰＯ法人緑と水の連絡会議（大田市後援事業） 
■申し込み先　事務局長（和田）まで　電話 0854-83-7373　メール ginmori@hotmail.co.jp

今回で10回目となる七色祭りが行われました。出雲市の「桝田一平」
さんのギターライブからはじまり、美郷町の伝統芸能「千原神楽」さ
んの迫力のある舞台を間近にみることができました。テントや１階スペー
スには焼きそばや牛丼などたくさんのおいしい食べ物が並びました。
今年はじめての「ヤマメのつかみどり」は楽しい笑い声がひびきました。 

今回で10回目となる七色祭りが行われました。出雲市の「桝田一平」
さんのギターライブからはじまり、美郷町の伝統芸能「千原神楽」さ
んの迫力のある舞台を間近にみることができました。テントや１階スペー
スには焼きそばや牛丼などたくさんのおいしい食べ物が並びました。
今年はじめての「ヤマメのつかみどり」は楽しい笑い声がひびきました。 
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『はっぱのおうち』　征矢清 作　林明子 絵　　福音館書店 
木の葉の家で雨やどりをしていると、かまきり、ちょう、こがねむし
も雨やどりにやってきて、みんなで雨やどり。女の子と小さな虫たちの
お話。 

乳幼児におすすめ 乳幼児におすすめ 

『てがみをください』 
やましたはるお さく　むらかみつとむ え　　文研出版 

じぶんあてのてがみがほしい「かえる」のおはなし。じぶんがだれか
に「てがみ」をかけば、「てがみ」がもらえるとおしえてもらったかえ
るは、そのひから、せっせと「てがみ」をかきますが、なかなかへんじ
がきません。さて、かえるはてがみをもらえるのでしょうか。 

小学１・２年生におすすめ 小学１・２年生におすすめ 

『はれときどきぶた』　矢玉四郎 作／絵　　岩崎書店 
毎日、自分が書いている日記をお母さんがこっそり読んでいることに
気づいた男の子は、お母さんをおどろかそうとでたらめなことを書いた。
するとすべて本当に起きてしまった！！ 

小学３・４年生におすすめ 小学３・４年生におすすめ 

小学５．６年生におすすめ 

中学生におすすめ 

高校生～大人におすすめ 

期　間：７月13日（土）～９月29日（日） 
会　場：島根県立三瓶自然館 
入館料：小人…無料　大人…1,000円 

平成25年 

期　間：７月13日（土）～９月29日（日） 
会　場：島根県立三瓶自然館サヒメル 
入館料：小人…無料　大人…1,000円 

平成25年 

地球の歴史の中でいちばん有名な生き物、といえば何を思い浮かべますか？ 
多くの人が「恐竜」を思い浮かべるのではないでしょうか？ 
今年の夏、サヒメルには、みんなに人気の恐竜たちがやってきます。 

地球の歴史の中でいちばん有名な生き物、といえば何を思い浮かべますか？ 
多くの人が「恐竜」を思い浮かべるのではないでしょうか？ 
今年の夏、サヒメルには、みんなに人気の恐竜たちがやってきます。 

サヒメルに恐竜がやってくる！ 
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おすすめの図書紹介 

乳幼児におすすめ 

小学１・２年生におすすめ 

小学３・４年生におすすめ 

『パンプキン　模擬原爆の夏』 
令丈ヒロ子 作　宮尾和孝 絵　　講談社 

アメリカが日本に原爆を落とす前に練習していた？！自分の家の近く
にも練習用爆弾が落とされていた事実を知った主人公は、夏休みの自由
研究のために調べ始める。夏休みに読んでみては？ 

小学５．６年生におすすめ 小学５．６年生におすすめ 

『ブルーバック』 ティム・ウィントン 作　小竹由美子 訳 
 橋本礼奈 画　　さ・え・ら書房 

オーストラリアの人里離れた入り江で暮らす母子と入り江に住む青い
魚ブルーバックのお話。二人の守る入り江には、さまざまな災いがふり
かかる。読み進めると、青い海が目の前に広がる。そして、自然につい
て改めて考えさせられる一冊。 

中学生におすすめ 中学生におすすめ 

『夏の庭』　湯本香樹実 作　　徳間書店 
12歳の夏、３人の少年は「死」について知りたいと、もうすぐ死ぬ
のではないかと噂される一人暮らしのおじいさんを見張り始めることに
…　少年たちと孤独な老人のかけがえのないひと夏の話。児童文学だが、
大人も作品の世界に引き込まれてしまう。 

高校生～大人におすすめ 高校生～大人におすすめ 

～夏期特別企画展「さんべ恐竜王国」～ 
３体の全身骨格がやってくる！ 
今回は、３体の全身骨格（復元模型）がやってきます。
人気ナンバーワンのティラノサウルス、背中の板が特
徴のステゴサウルス、体長10ｍのマメンキサウルス。
恐竜たちの大きさや迫力を間近で感じることができます。 

本物の化石に触れるよ！ 
夏休み期間中は、大型恐竜アパトサウルス（旧称ブ
ロントサウルス）の巨大な足の骨化石や、糞の化石に
触ることができます。９月には、ちょっとめずらしい、
恐竜の卵の化石が待っています。 

大迫力の恐竜映画！ 
直径20ｍのビジュアル

ドームでは、迫力満点の
恐竜映画「ミラクルダイ
ナソー」を上映します。
天井一杯に広がる大スク
リーンで、恐竜の不思議
と絶滅の謎に迫ります。 

期　間：７月13日（土）～９月29日（日） 
会　場：島根県立三瓶自然館 
入館料：小人…無料　大人…1,000円 

平成25年 

地球の歴史の中でいちばん有名な生き物、といえば何を思い浮かべますか？ 
多くの人が「恐竜」を思い浮かべるのではないでしょうか？ 
今年の夏、サヒメルには、みんなに人気の恐竜たちがやってきます。 
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大田スポーツ少年団 

　部員ぼしゅう中！ 
見学、体験だいかんげいです。いつでも見に来てください。 
お問い合わせは…TEL. 090-8067-6008（藤田）まで 

大田スポーツ少年団 監督 

（37歳） 
藤田 伸之さん 

のぶゆき ふじた  

た…たいがぁ～　　藤…藤田さん た 藤 

た：藤田さんが子どものころは何してあそんどった？ 
藤：ぼくが小さいころは、テレビゲームもなかった
から、外でばかりあそんでいましたね。野球を
したり、川に入ってもぐったり。木の上に基地
をつくったこともあります。家の中であそぶこ
とはなかったですね。 

た：いつから野球をやっとるの？ 
藤：小学校２年生からです。それからずっと、社会
人になっても続けています。 

た：30年になるんだね！ 
藤：そうですね。 

た：子どもたちにはどんな風に指導しとっちゃるの？ 
藤：うちのチームには約束が３つあって、一つは大
きな声であいさつする。二つ目はどうぐを大切
にする。三つ目は感謝の心を大切にするように
と指導しています。そのことが野球以外の場面
でも自然に出るようになってほしいと思います。
上級生と下級生がいっしょに楽しんで練習でき
るようにしています。 
今、部員は24人ですが、もっとたくさんの子ど
もたちに野球を教えたいです。 

た：ありがとうございました。 

た 

藤 

た 

藤 

た 

藤 

た 

藤 

た 

未
来
の
野
球
少
年 

ダッシュ！！！ 

し
っ
か
り
腰
を
落
と
し
て
ー
っ
！ 
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このなかに、１つだけちがうぽーずをしたらとちゃんがいるよ。 
みつけてね。 

大田市マスコットキャラクター らとちゃん 
�Ｃ2012大田市045

たてのカギ 
１：ざぶーん。ざざざー。 
２：いっぱいたべてげんきなからだ。 
３：たからもの、とられないように○○○をたたせ
よう。 

４：♪○○○のすいへいさん。 
５：うえからよんでも、したからよんでもおなじな
まえのやさい。 

６：うみはこのあじがするよ。 
 
よこのカギ 
１：しゅくだい、プール、ラジオたいそう。 
４：「ぼべ」や「にな」をつかまえること。 
６：ふゆのあさ、おそとはまっしろ。○○がおりた！ 
７：たんじょうび。ゆうしょう。「○○○○○！！」 

１ ２ ３ 

４ ５ 

６ 

７ 

こたえは11ページにあるよ 
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2013年 6月発行 

第 回 6

さん さん 

ロマイン・ベーリセル ロマイン・ベーリセル 

フランス フランス （28） （28） 

ニックネームは？ 
ロっちゃん 

“三瓶山”国立公園指定50周年事業実行委員会では、記念誌の作成にあたり、三瓶山麓で暮らしを
営んできた皆さんから、昔の暮らしぶりについての話をうかがい、記録することにしました。 
つきましては、暮らしぶりを語ってくれる方からの話を聞き、文書にする「聞き書き」に協力して

いただくボランティアを募集しています。 

作業内容 ２回程度のインタビュー（合計３時間程度）、テープおこし、編集 

作業期間 ７月～10月　※７月20日（土）の研修会に参加していただきます。 

謝 礼 等 完成した書籍を２冊贈呈。市内交通費は実費を支給します。 

申込締切 第１次締切…７月18日（木）　第２次締切…７月26日（金） 

申し込み問い合わせ ＮＰＯ法人緑と水の連絡会議（下記参照）まで 

おおだにいる期間は？ 
２月15日～８月１日 

日本の好きなものは？ 
こたつ！あたたかい！マジックのようです。 趣味は？ 

カメラ・ゲーム・スポーツ 

地元はどんな所！？ 
フランスのリヨンというパリの次に大きな
都市です。冬はとても寒く、夏はとても
暑いです。ワインの有名な土地です。 

ブドウ畑がたくさんあります。 

おおだにきた理由は？ 
色々な人と話をしたり、活動したいと思いました。
山や森の活動にも興味がありました。銀山の竹
の伐採など大変な作業を経験しました。 

おおだの好きなところは？ 
代官山動物園！入場料がいりま
せん。自由に入ることができます。 

おおだにきて初体験は？ 
バッティングセンター！！フランス
では野球をしません。とてもおも
しろく、むずかしかったです。 

おおだのこどもと 
フランスのこどものちがいは？ 
日本のきょういくはとてもきびしいとおもいました。
せいふくを着ています。れいぎ正しいです。 
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