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子育てにやさしいまち“松戸”をめざして
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今年で７年目(コロナ禍では2年目)になる根木内中学校とのふれあい体
験授業。どのような形で行うか中学校側とも協議を重ねてきました。ひ
ろばを利用する親子とのふれあいが直接できず、今年はオンラインで遠
隔授業を行いました。
(おやこDE広場小金原)
体験！
妊婦

松戸市では、赤ちゃんとふれあい、また
乳幼児の親との交流を通し、命の大切さ
や、子どもを産み育てることのできる素
晴らしさを”体験・実感”できることを目
的に、家庭科の授業の一環として、『赤
ちゃんとのふれあい体験』を実施してい
ます。
今年度は、高校での実施は中止になりま
したが、市内中学校2校での開催をハー
モニーのひろばで担当しました。

ひろば利用者に協力してもらいながら作成した動画やパワーポイ
ントを使い、別室から3クラス同時に各教室へオンラインでつなぎ
「赤ちゃんの特徴」について話をしました。次に、各クラス1名が別
室にて赤ちゃん人形での抱っこやおんぶ体験をしてもらい、その様
子や感想などを画面を通して伝えました。また、私たちスタッフも
各クラスへの出入りができなかったため、日頃から生徒の身近にい
る先生に妊婦体験をしてもらい、各クラスを回ってもらうことにし
ました。その後、生徒からの質問をまとめ、ひろば利用の保護者へ
投げかけ答えてもらい動画を撮りました。
実際の交流はできませんでしたが、中学生には地域で子育てしてい

中学生も赤ちゃん人形抱っこ体験♪

る親子や赤ちゃんへの興味や関心を持って
もらえたと感じています。子育て中の親子
からも地域で育つことを意識し、中学生へ
の成長の過程を楽しみに感じることができ
たとの感想をもらいました。来年は実際に
中学校へ出向き、触れ合えることを切に
願っています！！

昨年はコロナ禍で中止になりましたが、今年は、ひろば
に赤ちゃん親子や妊婦さんに来てもらい、ひろばと中学
校の教室をオンラインでつないで3日間開催しました。
(ほっとるーむ新松戸)
パワーポイントを使い赤ちゃんについて学んだり、中学生が作っ
た絵本を読んでもらったり、赤ちゃんの手足やお座り、つかまり立
ち等の姿をみてもらいました。質問タイムでは、中学生の質問にマ
マさんたちが丁寧に答えてくれ、中学生には育児の喜びだけでなく
大変さがしっかり伝わったようでした。
画面越しではありましたが、生徒たちの学ぶ姿とママたちの伝えた
中学生からメッセージをいただきました！

日時・場所：9/9(木) 10:30-11:15
松戸市立根木内中学校３年生（３クラス）
訪問：子育てコーディネーター３名

い気持ちを目の当たりに感じることができ、赤ちゃんのこ
と、育児についてなどいろんなことを伝えることができた
のではと確信しています。ママたちも育児から一時解放さ
れて生徒達とのやりとりを楽しんでもらいました。この体
験をきっかけに、自分達の幼少期について各家庭での会話
が生まれ、親への感謝の気持ちを持つことができたら嬉し
いです。参加した生徒、赤ちゃん親子に加えて、私たちス
タッフもパワーと幸せをたくさんもらうことができるふれ
あい体験がこれからもずっと続いていくことを願うばかり
です。
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オンラインの様子♪

日時・場所：11/24(水),25(木),30(火) 10:30-11:15
松戸市立新松戸南中学校３年生 （４クラス）
担当：子育てコーディネーター４名
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今年も多くの方々に支えていただき、
活動するこ
とができま
した。
本当にありがと
うございます！
！
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