
こどもり　はじめて

申し込みやお金はいりません。
※イベントによっては事前申込や参加費が必要な場合があります。
入口の「来園調査票」に、人数と居住地域を記入してから遊んでください。
あそび道具は自由に使えます。終わったらきれいにして棚に戻してください。
スタッフがあそびの様子を撮影し、HP等で紹介させて
いただく場合があります。
ごみはお持ち帰りください。

園内の「みんなのシート」にゴロンと横になって、マットの上
であそべます。子どもたちの声を聞いたり、空を眺めたり、
風を感じたり。赤ちゃん用のおもちゃも用意しています。ほか
の赤ちゃんとご挨拶したり、いろんな人に「抱っこリレー」さ
れるのもいいですね。

子どもと一緒にあそんだり、自然素材を使ってクラフトをした
り。子どもたちがあそびに夢中なら、適度に離れてリラックス。
「みんなのシート」や園内の椅子をご利用ください（お子さん
の様子が見えるところで、ね）。子どもたちが使ったものを自
分でお片付けできるよう、手助けもお願いします。

お古の服などを「汚れてもOK」と決めてしまうと、気持ちが
楽になります。オススメは、服の上から着る「砂場着」。多少
の汚れなら、中に通しません。長靴もいいですよ。
服や靴が汚れたら、バケツでざぶざぶと泥を洗い落として帰っ
てね。そうそう、大人のみなさんも、汚れても大丈夫な服装・
靴で来てくださいね。

もちろんできます。「みんなのシート」をご利用ください。
徒歩 1分のところにコンビニもありますよ。
ただし、子どものあそび場ですので、飲酒・喫煙はご遠慮ください。

まずは着替え！　２、３組あると安心です。濡れたものやゴミ
を持ち帰るビニール袋。お昼ご飯や飲み物があると、たっぷり
あそべます。天気のいい日は、帽子を忘れずに。あとは、汚
れてもいいタオルがあると着替えの時に便利です。あそび慣れ
た人は、靴の替えも！持ってきます。

トイレ内におむつ替えシートがあります。2 歳ぐらいまでの小
さなお子さんは、ベビーベッドも利用できます。着替えはみん
なのシートでもできますが、下着も替える場合などは、園内の
水道脇に小さな更衣スペースがありますので、ご利用ください。

赤ちゃんでも楽しめる？Q1

Q&A

着替えやおむつ替えはどうすれば？Q６

子どもたちが自由にあそべるよう、環境をととのえ、大きな危
険のないよう気を配っています。ときには一緒にあそびますが、
「遊び方を教える」「子どもを預かる」人ではありません。大
人のみなさんの「一緒に見守る」があってこそ、安全で楽しい
あそび場が実現します。どうぞご協力ください！

スタッフは何をしてくれますか？Q７

何を持っていけばいいですか？Q５

飲食はできますか？Q４

おとなはどうやって過ごしていますか？Q２

汚れるのが心配です。Q３

その他　利用するみなさんへ
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険のないよう気を配っています。ときには一緒にあそびますが、

　よちよち歩きの１歳さん。ウッドデッキの坂道ではまだう
まくバランスがとれず、お得意のハイハイで坂道を行ったり
来たりしています。
　その様子を見ていた３歳さん。いつもは思いっきり坂道を
駆けていくのですが、その子もハイハイをはじめました。１
歳さんが登っていくと、後ろからハイハイで追いかける。繰り
返しているうちに、後ろからの気配を感じ、キャッキャッと笑
いながらスピードを上げていきます。３歳さんもにこにこしな
がらずっとハイハイのまま。

ハイハイ、アゲイン
　一緒にあそぼう！なんて意識はなかったのかもしれない。
楽しそうだから真似したくなったのかな？ 見てたら久しぶり
にハイハイしたくなっちゃったのかな？
　その答えは分からないけど、空間を共にすることで共鳴し
合って、面白いがもっと面白くなっていく様子が、とっても楽
しい出来事でした。

じゅんちゃん まーみんあみさん

ちびもり
スタッフ 冬をいっしょに楽しもう

ちびもりタイムにおいでよ

火水木金 9:30～ 13:30

声をかけてね！

スタッフがいます

はじめてさん

赤ちゃんも

大歓迎

ちびもりイベント

3月25日（水）～小学校の春休み期間は、ちびもりタイムはお休みします。

ちびっこたき火DAY
1月15、22、29日
2月5、12、19、26日
3月4日
10：00 ～ 12：30　※雨天中止

水曜日

ダヨ！

焼いて食べたいものがある人は、
時間に余裕をもって来てね。

北風、

まてまて〜〜

泥だんご

焼くとどうなる ??

でこぼこ道

       進
め～！

ガタンゴトン

　　ダンボール電車が

　　　とおりまーす

ヒラヒラ

　　カーテン！

※雨天中止

焼いて食べたいものがある人は、



はじめての外あそび

おそとにおいでよ！赤ちゃんDAY火曜
Tuesday

わんぱく２・３歳 たくさんあそぼう

木曜
Thursday

金曜
Friday 

赤ちゃんはシートの上でごろごろ、のびのび。大
人もスタッフやみんなとゆるーくお話しながらくつろ
ごう。10時半に「おはよの会」をするよ。

ドキドキの外あそびデビューは、みんなで一緒に、がいいね。春、
夏、秋、冬、季節ごとの楽しいあそびを提案するよ。

エネルギー満タン！いろんな実を拾ったり、畑仕事をしたり、ぼ
くたち、わたしたち、何だってできるよ！　カラダもココロもいっ
ぱい動かそう。

１歳あつまれ

火・水・木・金
 ９：30～ 1 3：3 0

「ちびもりタイム」は、大きな子どもたちが学校や幼稚園に行っている間の、
０歳からのちびっこたちが主役の時間です。
小さな子が思い思いにしたいことをしてあそび、大人ものんびりくつろげる。
そんな場でありたいと思っています。

０才でも大丈夫！

こどもの森の自然やいろんな道具を自由に使ってあそべます。  
大きなシートがあります。赤ちゃんもあそべるし、お昼や休憩でも使えます。
時間中、好きな時に来て、帰れます。
月曜日はちびもりスタッフがいません。こどもの森は開園しています。

曜日企画

冬には冬の、いとおしい時間がある。

　いよいよ、一年で一番寒い季節がやってきました。寒いの
はつらい、できればおうちで過ごしたい…と思ってしまうの
が人情ですが、冬にしか感じられない外あそびの醍醐味も、
確かにあるってこと、子育て中のみんなに知ってほしいな。

　指先や耳がかじかむ感覚とか、走り回ると息をするたび感
じる胸のひりひり。体があたたまると、肩に入っていた力が
ふっと抜けるのを感じます。冷たい空気のなかで、自分のか
らだを再発見する感じ。

　朝イチの特権、霜柱踏み。水たまりに張った氷。冬晴れ
の日の、吸い込まれそうな濃い青空。

　枯葉を集めてふかふかベッド。布をかけた即席テント。外
で飲む、湯気のたつミルクティー。「あったかい」を、敏感
に感じとります。

　それから、大人も子どもも関係なく、寒空の下に集った
者同士に生まれる、不思議な連帯感（笑）。どうやったら
寒くても楽しく過ごせるか？ の工夫をわいわい話すのが、
これまた面白いんです。

　子どもたちも体を動かして目いっぱいあそべば、心が満
たされて余計なぐずりが減るのは冬も同じ。たくましくひと
冬を過ごした子どもたちは、体も丈夫になり、感性もぐん
と成長します。寒くても、外あそびを続けてほんとによかっ
た！と話す先輩ママ、多いです。

　慣れない人こそ、ちびもりタイムに来てみてください。ス
タッフや居合わせたみんなが、寒くても楽しんじゃうコツを
伝授しちゃいますよー。

ちびもりタイムの一日 はじめてさんにオススメ

10:30～ 11:30　スタッフと一緒にあそんでみよう
9:30
あそんだり、話したり　のんびり過ごそう

ちびもりタイムスタート

10:30
最初にちびっこの外あそびのコツなどお
話します。たくさんあそぼう
※水曜日は曜日企画はありません。
   好きなことをしてあそんでいます。

曜日企画はじまるよ

11:30
お弁当を持ってきても、近くのコンビニで買ってきても。
ごはんのあとは、お昼寝する子、
まだまだあそぶ子…

そろそろおひる

13:00すぎ お片付けをしたら絵本を読むよ

13:30 ちびもりタイム おしまい！

木・金曜は季節にちなんだあそびテーマを提案しています。
※もちろん！違うことをしてあそびたい子は、それでもOKだよ。季節のあそびテーマ

筆や墨で
お正月あそび
氷あそびや
ビニール凧も！

１月  
冬であそぼう

電車にくるま、おうちにトンネル
ダンボールで何つくる？

２月  
ダンボールであそぼう

4月でこどもの森は5周年を迎えるよ。
周年祭（もりフェス）に向けて、
みんなでオーナメントをつくろう！
（作ったものは飾るだけでなく、おうちに持って帰れるよ )

３月  
オーナメントをつくろう

北風ビュービュー
  風とあそぼう

おはよー

冬の楽しみ方・あそび続けられるコツ

からだが冷えたら、ひとやすみ
自由に使えるお湯のポットがあるよ

動くと汗をかくことも。
脱ぎ着できる服装で
温度調節をしてあげよう!

好きなティーバックや
コーヒーを持ってくれば
“カフェ気分 ”が味わえちゃう♪

マグカップも
　   あるよ～

ぬかるんできても長靴や
スノーブーツだと安心だね Point

PointPoint

霜柱

ザクザク

Point
大人も 足元は

長靴や
スノーブーツが

おススメ

冷たいけど…

触りたい！

あそび始めはしっかり防寒！
手袋、ネックウォーマー、
帽子など

子どもより動きが少ない

大人こそしっかり防寒  

お昼に温かい
食べ物もいいね。

ちょっとお湯が
   欲しい時…

他にもこんな使い方ができるよ！

　冬の外あそびを楽しむためのポイントは、「適切な服装」と「暖をとる」こと。せっかく
公園にきたのに、なんだか子どもの機嫌が悪い…なんて経験ないですか？ 

　寒いこと、手足が冷たいことを、まだうまく伝えられないちびっこ達。泣いたり愚図っ
たりする原因が寒さということもあります。逆に動くと汗ばんだり動きにくかったりして
嫌がることもあるから、脱ぎ着しやすい防寒で調節してあげたいですね。

　ときどきあったかい飲み物などでうまく暖をとりながら、
冬も元気にいっぱいあそぼう!

自由に使えるお湯のポットがあるよ

“カフェ気分 ”が味わえちゃう♪

マグカップも
　   あるよ～


