お に ごっこ 特 集
学修意欲 高 ま る

容易 に楽しく 遊べるこ とを生か
して 、今後学 生たちの 体験学習
の場 としても 広めてい きたいと

興味 関心が高 く、地域 市民の方
々と 触れ合う 場として 導入しや
すい ものであ ったと思
いま す。

意識 が高かっ たようで した。「 お
にご っこ」は 誰もが幼 少期に経
験し 、慣れ親 しんだ遊 びという
こと もあり、 他学科の 学生にも

学 生たちの 参加意識 は前向き
で高 く感じら れました 。特に幼
児教 育科の学 生は子ど もたちと
の触 れ合いを 楽しみた いという

る姿が みれまし た。
子ど もたちに 興味を持
ってほ しいとい う学生た
ちの思 いも子ど もたちに
伝わっ て、やっ たという

まま興 味深く聞 き入って
いたり 、エプロ ンシアタ
ーでは エプロン に触れな
がら学 生たちと 遊んでい

の学生 たちによ る紙芝居
とエプ ロンシア ターも行
われま した。
紙芝 居では口 をあけた

お に ご っ こ 大 会 の他
に、子 どもたち に楽しん
でもら おうと幼 児教育科

係なく 本気にな ってとて
も楽し かったで す。親子
で参加 している 方々を見
て将来 自分も親 になった
らこん なふうに 子どもと

「久し ぶりに運 動をして
体が軽 くなった 気がしま
した。 大人も子 どもも関
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月十 五日（土 ）に本学 で「親子
でお にごっこ 」大垣大 会が開催 「お にごっこ 大会」に 参加した
され 、幼児か ら小学生 、保護者 学生 は自ら大 会に参加 したいと
を含め約 ３００名 申し 出た学生 の集まり であり、

「お にごっこ 」で親子 のふれあ
いと 体力向上 をしよう と、十一

学生 自身が意 欲的に地 域の方々
にも 解けこみ 、老若男 女とても
元気 よくノリ が
良か ったよう に

こ の体験か ら新しい
楽し み方の発 見と、運
動能 力の他に 相手の目
線に 立ち、周 りの状況
判断 を有する など多く
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の参加者 がありま
した。大 会には、
おにごっ こ博士で
知られる 羽崎泰男
思い ます。特 に
午後 の部では 学
生が 審判とし て
マイ クを持ち 、
子ど も達に積 極

学 生 の笑顔は素敵

さんを講師に 招
き、一般 的なおに
ごっこと 新作のお
にごっこ を地域の
方々と教 職員、学

う 一 度 楽 し み た い 思い
と、や りたくは ないけれ
どおに ごっこぐ らいなら
できる かもしれ ないとい

充実感 がありま した。

度に なり、全 く別の遊
びへ と発展す るという 発想力も
学修 意欲を高 める機会 となった
と考 えられま す。おに ごっこは

う不安 もありま したが、
参加し てみると 新しいお
にごっ この発見 と、子ど
もたち と楽しん だ充実感

遊べた らいいな あと思い
ました 。」
参加 する前は 、むかし
の楽し かった思 い出をも

で な く て 奥 が 深 の場 になった の
く、チー ムワーク では ないでし ょうか。
が必要で あり一緒
「 おにごっ こ大会」 に参加し
に作 戦を考え 、声を掛 け合いな た学 生の笑顔 はとても 素敵でし

チー ムワーク を通した 仲間づく
りが できると 期待でき ることか
ら、 伝承して いくだけ でなく、
地域 の子育て 施策とし て、親子

で溢れ ていまし た。

の能 力を使う ことが分
かっ たのでは ないかと
思い ます。ま た、ルー
ル次 第では遊 び方が高

た。 おにごっ この普及 を通じ、
身体 を動かし ながらチ ームの作
戦や 組織作り の中で学 生達のコ
ミュ ニケーシ ョンを学 ぶ場にな

で関 われるこ とと道具 も使わず

的に 声をかけ て
いる 様子は子 育
て支 援に対し て
すば らしい体 験

がら ゲームを 行うチー ムスポー
ツで した。体 力向上と 共に、親
子や 友達との コミュニ ケーショ
ンツ ールとし て貴重な 遊びとな

れば いいと思 います。

生たちで 楽しみま
した。改 めておに
ごっこを やってみ
るとただ 走るだけ

りま した。

