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長引くコロナ禍の中、ファミリー・サポート・センターの活動にご理解とご協力をいただきありがとうご
ざいます。今、私たちの生活や社会状況が大きく変わっています。人と人とがつながりにくくなっていると
きだからこそファミリーサポートの活動が貴重だと感じています。引き続き感染予防に配慮しながら、子
育て中のお母さんお父さんの応援をしていきたいと思います。今後とも宜しくお願いします。
8 月 23 日（月）に NPO 法人「絵本で子育て」センターの絵本講師であ
る小島容子氏と黒川八重子氏をお招きし「子どもにとっての絵本とは？～絵
本が子供に与える影響～」についてお話を聞きました。
「絵本は子どもに与えて終わりではなく、大人が子どもに読んであげるこ
とで子どもの心に言葉を届け、心を育てることができます。楽しみながら絵
本を読んであげてください。子どもが絵本に反応したら返事をしてあげてく
ださい。絵本を通じて子どもと過ごす時間を大事にしてあげてください。」
と話されていました。参考となる沢山の絵本とともに成長に合わせた絵本や
良い絵本の選び方をご紹介いただきました。

～子どもの成長に合わせた絵本の選び方～
＊誕生～1 歳…ことばを感覚で捉える時期 ☆お母さんの声のトーン、表情や周りの状況で察する
（わらべうた、
「もの」の絵本、音の響きを楽しめる絵本）
「くだもの」「かおかおどんなかお」
＊1 歳～2 歳…意味を伴いながらことばを少しずつ捉えていく時期 ☆絵本の世界の導入
（リズムがあり、繰り返しやことばの響きのよい絵本）
「おにぎり」
「もこもこもこ」「くっついた」
＊2 歳～3 歳…記憶力を身に付けていく時期 ☆実体験、言葉がけが大切
（日常生活に沿ったシンプルなストーリーの絵本、昔話）
「おおきなかぶ」
「うんこ！」
＊4 歳
…想像力を身に付けていく時期 ☆少しずつ好みが出てくる
☆主人公の気持ちを考えて物語を楽しめるように
（ストーリー性のある創作絵本、多様な物語絵本）
NPO 法人「絵本で子育て」センター
小島容子氏
「3 びきのくま」
「おしいれのぼうけん」
＊5 歳～6 歳…想像力が発達していく時期 ☆長い絵本を分けて読むことも楽しめるようになる
（物語絵本、知識絵本、図鑑、社会絵本）
「かにむかし」
「へいわってどんなこと」
「よるのおと」
＊7 歳～
…自我の確立 ☆論理的な思考ができるようになる
（絵本も楽しみつつ、児童文学の世界へ）
「ちいさなあなたへ」
「いいこってどんなこ？」
子どもは生後 2 か月から周りの音などから刺激を受けると言われています。そ
こでこの時期から、子どもの成長に合わせて、絵本を選んであげるとよいとされ、
「くだもの」を読んであげると、子どもは絵本に描かれているくだものを摘まん
で食べるまねをしたり、読み手に「あーん」って食べさせようとしてくれます。
楽しみながら絵本を読んで、子どもが反応したらそれに返事してあげることが大
切です。
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～絵本の種類（おおまかに 9 種類のジャンルがあります）～
①ファーストブック…子どもが初めて出会う本
②「もの」の絵本…動物、乗り物、食べ物などを主人公にしたもの
③生活絵本…読んだ後に実際の生活から体験できる本
④感覚的イメージの絵本…色や形そのものが主人公になっているもの

今日もこの
絵本を読んで
欲しいな

⑤知識絵本…自然科学の分野（植物・昆虫・雲など）
⑥昔話絵本…昔話、民話

とっても綺麗な色を
使った絵本ね。この
本が大好きなのね

⑦物語絵本…創作童話、古典・名作など世界の絵本の中心となるジャンル
⑧社会絵本…戦争、障がい者問題、環境問題
⑨その他の絵本…しかけ絵本、写真絵本など

～よい絵本の選び方～

主食の絵本とおやつの絵本

子どもが、本の内容や絵柄に興味を持
つと、毎日、同じ本を読んで欲しいとせが
む子もいます。そんな時は「また⁉」と思
わずに読んであげて、一緒に共有するこ
とが大事とのことでした。

栄養価が高くバランスの良いものを用意したいと思う毎日の「食事」に対して、手軽さや楽しさを優先さ
せるのは「おやつ」です。絵本にも「主食の絵本」と「おやつの絵本」があります。心や頭に良質のよい栄養
となる主食の絵本を、バランスよく選ぶのが大切です。時には短い時間などに軽く読める「おやつの絵本」
もいいでしょう。
読み方としては、声色を変えたりして演出を楽しんでしまいがちですが、それでは読み手の演出に子ども
が反応しているだけで物語の内容を楽しんでいるわけではありません。絵本の言葉通りに読み、表情豊かに
子どもに想像力を膨らませられるように読んでみると良いですね。

主食の絵本

おやつの絵本

・絵を見て物語のストーリーが想像できるもの
・正しく美しい日本語で書かれているもの
・優しくリズミカルな響きをもった言葉で、簡潔に書かれているもの
・成人式を迎えたもの（初版から 20 年以上経過しているもの）
・子どもが興味を持てる内容で心に寄り添えるもの
・軽く楽しむ絵本
（手軽さや楽しいのが優先な絵本。キャラクターの絵本など）

てあそびで、ちょっと break

カミナリ

鳥のフン

リンゴ

「おーちた、おちた」

声色を変えて、役作
りして読んだ方が、子
どもは本に興味をもつ
かと思っていました～

Q おーちた、おちた なにがおちた？
A リンゴがおちた
Q おーちた、おちた なにがおちた？
A カミナリがおちた

かくす

おさえる キャッチ

Q おーちた、おちた なにがおちた？
A 鳥のフンがおちた
☆リンゴのところを違うものに替えて遊んでみて！

参加者から講師へ自由にお話できる時間を 30 分程設けて、質問や
相談などを受けていただきました。とてもお話が盛り上がっていた様
子でした。講師からいろいろなアドバイスが
聞け、良かったと思います。
＜参加者の声＞
・心を育てるひとつの方法として、絵本も
良いと思ったので、面倒くさがらずに
読んであげようと思う。
・日頃から絵本は読んでいますが、今日
の講座で子どもに与える影響・子ども NPO 法人「絵本の子育て」センター
の気持ちについて考えさせられました。
黒川八重子氏
・その子に合った興味のある絵本を読んであげたい。
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令和元年度より救命救急講習会の受講が義務化されたため、協力・両方会員として活動するには受講が必
要です。
今年度は、当センターにて 2 回開催を予定しています。ご都合がつかない方は、最寄りの消防署で普通救
命講習会を受講し、修了証のコピーを提出していただいても結構です。日程は成田市消防本部のホームペー
ジでご確認ください。未受講の方には個別にご案内させていただきますので、早めの受講をお願いします。
6 月 11 日（金）に開催した 1 回目の救命救急講習の様子をご紹介します。

赤坂署救急隊員の向後氏と川島氏を講師に迎え、小
児の救急法を学びました。新型コロナウイルス感染症
対策を万全にして、救命処置（心肺蘇生と AED）の実
技を一人ずつ行い、参加者全員に成田市消防本部発行
の「普通救命講習Ⅲ修了証」が交付されました。
心肺蘇生法は「強く、速く、絶え間ない胸骨圧迫」
が最も重要です。人工呼吸がためらわれる場合は胸骨
圧迫だけでも実施してください。
乳児の胸骨圧迫は指２本で行います。胸の厚さの約
３分の１を目安として、十分に沈む程度に圧迫を繰り
返します。
口やのどなどに異物（食べ物等）が詰まって窒
息してしまった場合は、119 番通報をするとと
もに、直ちに異物を取り除かなくてはなりませ
ん。
乳児の場合はおなかを強く突き上げる「腹部
突き上げ法」を行うことが出来ないため、頭部を
低くして背中を力強く連続して叩く「背部叩打法」
、指二本で胸骨の下半分を連続して圧迫する「胸
部突き上げ法」の二通りが有効です。受講してい
れば、いざという時に迷わず対応できますね！
救命処置は命を救うだけでなく、突然のけがや病気の後にも、日常生活を取り戻すために必要となる一連の行い
です。講習を受講することにより、予期せぬ事故が発生したときに迅速かつ正確に対応する知識を身につけましょ
う。なりたファミリー・サポート・センターによる 2 回目の講習は 11 月を予定しています。
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～活動報告書より～
・Ｙちゃんが 2 歳のときからのお付き
合い。久しぶりに姉妹でお預かりし
ましたが、とてもかわいくて幸せな
時間が過ごせました。
（Ｙちゃん 10 歳 Ｓちゃん 6 歳）

活動日時が決まったら、必ず事前に
センターへご報告下さい。
なりたファミリー・サポート・センターでは万一の事故に備
えて保険に加入しています。協力会員さんにお願いしたら必ず

・茄子を収穫したと嬉しそうに見せて
くれました。（Ｃくん 6 歳）

活動日の前までに報告をお願いします。報告なしで行った活動
は、保険対象外になりますのでご注意ください。

・お迎えの時から楽しみにしてくれて
いたようでたくさんお話をしてく
れました。
（Ｃちゃん 3 歳）

メールでも受付をしています。
Ｅメールアドレス nfsupport@naritashakyo.or.jp
記載してほしい内容
会員番号
会員名
協力会員さんの名前）

◎毎月、活動報告書を読ませて頂くと温か

依頼内容（援助内容・日時、預けるお子さんの名前、

い気持ちになります。
これからも宜しくお願いします。

ファミリー・サポート・センターは一度ご入会されると１番下のお子さんが小学校卒業まで自動継続されます。
お引越しや、新しい家族が増えた等、登録時の内容に変更があった時は、お手数ですがセンターまでご一報くだ
さい。また市外に転出される等で退会される場合もセンターまでご連絡をお願いします。安心・安全にお子様を
お預かりするため、センターからの連絡事項や様々なご案内を会員の皆様に確実にお届けするために、どうぞご
理解、ご協力をお願い致します。

（令和 3 年 8 月末日現在）

利用会員
協力会員
両方会員
総会員数

「日常生活に潜むリスク
転倒・転落・溺水」
～家の中には危険がいっぱい～

４４７名
７１名
３４名
５５２名

講師：成田富里徳洲会病院
小児科医長 石川翔一先生
日

時：令和 3 年 10 月 27 日（水）

お問い合わせはお気軽に♪

10：00～11：00
会

場：保健福祉館

定

員：20 名（先着順）

成田市社会福祉協議会

多目的ホール

なりたファミリー・サポート・センター

お申し込みは 10/15（金）までにお電話で

0476-27-8010
nfsupport@naritashakyo.or.jp

0476-27-8010
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