
 
   

１「あそびのひろば」ファシリテーターとは 

   地域において「あそびのひろば」を主体的に開催したり，市町の家庭教育や子育て支援の担当

課等が開催する「あそびのひろば」へ協力したりするなど，「あそびのひろば」の「企画」，「場づく

り」，「進行」を担うのが，「あそびのひろば」ファシリテーターの役割です。 

乳幼児期の子育て家庭の保護者が遊びの中に学びがあることを体験的に学び，主体的に各家

庭での子育てや家庭教育の実践につなげていけるよう，親子が安心安全に参加しやすい場づくり

を始め，親子に寄り添いながら親子の育ちを支え，保護者の気づきを促す声かけや工夫を行う，学

びの場の「潤滑油」であり，「縁の下の力持ち」です。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 企画・運営のヒント 

ファシリテーターとは  
人々の参加を促進し，対話を育み，学びや創造を容易にするよう支援し，舵取りをする役割を担う
人（進行役）です。学習者が安心して学習活動を行うに当たり，その学習成果が最大限に高まるよ
う，工夫しお手伝いします。 
一般的に，ファシリテーター（英: facilitator）とは，「支援し，促進する人」という意味を持ち，「容
易にする，円滑にする，スムーズに運ばせる」という意味の動詞，ファシリテート（英：facilitate）に由
来しています。（facilitateの語源であるラテン語 Facilsは，「easy」を意味します。） 

実践者のメッセージ 
 

「あそびのひろば」に参加された親が，「今日は子供を叱らんかったぁ！」と感想を残されたのが印象

に残っています。子連れで出かけるだけでも大変。その上に，公園でも，図書館でも，実家でも，周りに気

を遣ってしんどい。ほっとできる居場所がなかなかないと日頃の悩みを語られました。子連れのしんどさ

は，子育てを経験した人ならだれもがきっと覚えがあると思います。「でも，今日は親子で開放的な時間

をすごせた」という言葉に，子育て環境は社会でつくっていくもの，と教えられた気がしました。 

「子育てが不安」と子供の育ちを確認されることもあります。ある時，「あそびのひろば」に参加された

親が「この子は，やりたいことを発見すると熱中して，周りが見えなくなるけど大丈夫かな。」とポロっと言

われました。その後も何気ないおしゃべりをしながらその子の様子を眺めていると，気づけば私も親も

「わ，かわいい！かわいい！」とふたりで連呼。大丈夫，みんな今，成長している途中だから。子供も親も,そ

して私自身も。そんなことに気が付かせてもらえたひとときでした。 

親にとって，わが子の今を一緒に感じとって，かわいさや成長に気づいてくれる「お隣さん」の存在は，

心強いと思います。その存在のお陰で，すごく大変な子育てを乗りこえられるし，「わが子やっぱりカワイ

イ」っていう感情が増し増しになるんじゃないかなぁと思います。私たちも子供たち 

の遊ぶ姿や親たちに出会えてハッピーです。 

親が安心して子育てが出来る，子供の成長を喜び合える社会の仕組みと 

しても，広島県じゅうに「あそびのひろば」を一緒に広げていきましょう！ 

「あそびのひろば」ファシリテーター 
NPO法人ほしはら山のがっこう 

ふるさと自然体験塾長  浦田 愛 さん 



２「あそびのひろば」ファシリテーターの“３つの役割” 

 

             

様々な主体と連携・協働し，親子が参加しやすい日程や会場，興味を引くようなプログラ

ムなど，乳幼児の親子の目線で“企画”をしましょう。 

 

○  行政関係者，企業，NPO，教育・福祉の施設関係者や他のボランティアなど，必要な

人材との連携・協働 

○  親子が参加しやすい日程決め，遊びの内容に応じた会場選定 

○  「遊びは学び」について，親子での遊びを通して共感的に理解できるプログラム作り 

○  必要な人に届けるための広報 

 

 

 

「あそびのひろば」では子供が遊びに没頭し，保護者が安心して関わり，見守ることが

できる“場づくり”をしましょう。 

 

○  アイスブレイクや季節行事の要素など，乳幼児とその保護者が主体的に楽しめる雰

囲気づくり 

○  親子のふれあいや参加者間の交流など，それぞれの関係づくり 

○  安心安全で，実施する遊びに適した環境づくり 

 

 

      

参加した乳幼児の親子の様子を見ながら適切な声掛け・対応を行うことで，親子の学び

を支援しましょう。 

 

○  「あそびのひろば」のコンセプトを保護者と共有 

○  子供の発達段階や行動特性に応じた対応や声掛け 

○  「遊びは学び」の視点を持って，家庭でも保護者が子供の遊びと学びを支えること

の大切さについての発信 

 

 

役割 1 

役割 2  

役割 ３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子への関わりのヒント 
親子が主体的に学び，積極的に他者と関わり，育ちあっていくためには，安全安心な環境が大切で

す。「あそびのひろば」ファシリテーターは，プログラム展開の中で，次のような視点をもって親子へ関わ

り，適切な声掛けや対応を行うことで，親子の成長や育ちを支えましょう。 
 
●子供の「ありのまま」を受け止めましょう 

人はできるだけ早い時期に，誰かから無条件に，全面的に受容されることが必要です。乳幼少期に十

分に受容された子供は，安心して思うままに行動し，自信を持って生きていけると言われています。親は，

しばしば子供の将来を期待するばかりに，子供のできないところや欠点ばかりが気になったり，過剰な期

待をかけたりすることがあります。そうした姿勢が行きすぎると，子供を否定し，自発性や自由な発想を妨

げることにつながります。子供のありのままの姿を見つめて愛すること，それは子育ての原点です。 
 
●いいところを見つけて褒めましょう 

子供一人一人のいいところを見つけて，具体的にほめるようにしましょう。子供同士や親子同士でほめ

言葉を伝えあえるようにサポートすることも有効です。 
 

●子供自身が主体的に考えられるようにサポートしましょう 

 うまくいかなかったり，ルールを守れなかったりしたときに，そのことを批判したり，すぐに解決策を示し

たりするのではなく，どうすればいいのか子供自身が考えらえるようにサポートしましょう。子供主体で進

められるよう応援する姿勢が大切です。指示（「こうしよう，こうするとよい…」）ではなく，ヒントや複数の

選択肢（こんなやり方もあるんじゃないかな，ここにこれとこれが（道具等）があるよ…）などを提示する

ことで子供が自分で考えることできます。 
 
●子供の思いや考えを引き出しましょう 

 様々な場面で「今，どんな気持ちがする？」「〇〇ちゃんはどう思う？」「どっちがよいと思う？」「どうした

らいいと思う？」，「どうしてこうなったのかな？」，「どうしてそう思うのかな？」など，子供の思いや考えを

引き出す声かけを行いましょう。子供が自分の気持ちや考えを話してくれたら，「そうなんだ，うれしい気

持ちになったんだね」「教えてくれてありがとう」「すごくすてきな考えだね」など，子供の思いを共感的に

受け止めましょう。 
 

●無理強いする必要はありません 

活動をやりたがらない場合には，無理に「一緒にやろう」と活動に入れようとする必要は全くありませ

ん。「見ているだけでもいいよ」「お家でやってみようか」など，子供のペースに応じて参加できることを伝

えましょう。子供が今はまだやりたくないと感じているのなら，その機が熟すのを待つことが大切です。保

護者は，ついついほかの子供と比べたり，活動に参加できない状況に焦りを感じたりしていることもあり

ます。「見ているだけでもいろいろなことに気が付いているものですよ」「ここにいてくれるだけでも学びで

すよ」などと声をかけ，安心して場に参加できるように促しましょう。 
 
●みんなと同じようにできなくても大丈夫 

子供は，自分が発信した物事を身近な親や大人に知ってほしい，見てほしいと願っています。子供の

「見て見て！」の欲求になるべくこたえてあげましょう。遊びを通して大きな満足感を経験することは，子供

が自分を好きになり，自己を肯定することにつながります。みんなと同じようにできなくても大丈夫です。う

まくいかなくても，子供自身が試行錯誤し，自分なりに「やればできる」と達成感や喜びを得られることが

大切です。 
 
●親子で一緒に楽しみましょう 

 「あそびのひろば」は，子供自身が楽しむことはもちろんですが，親自身も子供と楽しめることを大切に

しています。親子で同じ楽しさを共有することは，親子の信頼関係を深めるとともに，子供の自己肯定感

を育みます。子供は遊びを通じて様々なことを学んでいきます。遊びを通じて親子の信頼感を築くことで，

子供自身との他者との関わりやコミュニケーションの基礎が養われるだけでなく，保護者自身も自分の

子育てを振り返り，子育て仲間や地域とのつながりを育むことができます。「あそびのひろば」で思いっき

り，親子で一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。 



３ 企画シートを作成してみよう 

「あそびのひろば」の企画シート例を次ページに掲載しています。企画をする際の参考としてく

ださい。「あそびのひろば」の実施に当たっては，どういった内容で行うかなど，関係者と打ち合わ

せを行い，事前にしっかり計画を練ってください。参加者の実態に合わせて，遊びや準備物，ファシ

リテーターや支援者の人数が変わる場合もあります。事前にしっかり計画しておくと，当日余裕を

持って進めることができます。（企画シート例は，あくまで参考です。実際の企画に当たっては，時

間，会場，参加者の状況を考慮して，自分で企画案を作ってみましょう！）企画書の様式は，〇ペー

ジの「資料集」に掲載するほか，広島県教育委員会のホームページからダウンロードすることもで

きます。 

 

●企画シート（例１：ネウボラを会場にしたケース） 

●企画シート（例２：屋外での自然体験） 

●企画シート（例３：子育てイベントの会場ブース） 



「あそびのひろば」企画シート 
 

日時 令和○年○○月○○日（○） 10：３０ ～ 11：00 （所要時間 ３０分） 

会場 〇〇市子育て世代包括支援センター（ネウボラ） 

行事名 みんなあつまれ「あそびのひろば」 

対象 乳幼児期の親子（約10組） 

ねらい 
〇親子で一緒に遊びを楽しみながら，「遊びは学び」を体験的に理解する。 
〇親子での身体を使ったコミュニケーションづくりを促進する。 
〇諸感覚を使った身体遊びの楽しさを体感し，進んで運動しようとする意欲を養う。 

準備物 啓発物品（バナー⑥，バナー⑧） 

連携先 〇〇市こども家庭課，〇〇市教育員会生涯学習課 

広報 市の広報誌，ホームページ 

支援者 「あそびのひろば」ファシリテーター (名前) 

 
 

時間 プログラムの流れ 留 意 点 

10：３０ 
（ ５分 ） 

＜導入＞ 
〇挨拶・趣旨・流れ等説明 
〇自己紹介 

○和やかな雰囲気づくりに配慮する。 
〇必要に応じて，参加者同士での自己紹介を促す。 
○写真を撮る場合は，予め了解を取る。（肖像権） 
 
〇親子で一緒に歌を歌いながら体操すること，難しい動作はなく，ファシリ
テーターの真似をすればいいことを伝える。 
☆親子の名前を呼び，「今日は一緒に遊ぼうね」と一声かける。 
☆できない場合ややりたくない場合には，子供のペースに応じて無理に
参加しなくてもいいことを伝えると不安なくスタートできる。 

10：３５ 
（20分） 

 

＜ふれあい体操＞ 
※詳細は別紙プログラムを参照 
 
○どんぐりころころ（４分） 
○森のくまさん（４分） 
○ぶんぶんぶん（４分） 
○ねこふんじゃった（４分） 
○ぞうさん（４分） 

○一緒に思い切り身体を動かして楽しむ。 
○成長段階に応じて，出来るところまで行う。 
○向かい合っての体操は，目と目を合わせてコミュニケ－ションを更に深
める。 
○それぞれの遊びの後に親が子供を一度抱きしめて，親子のふれあいを
深める。 
 
○ほめ言葉など，親子への声かけを適宜入れながら進める。 
  ≪声かけの例≫ 
気持ちいいね，楽しいね，すごいね，最後までがんばったね，次にやってみ
ようね，お家でやってみようか 

10:５５ 
（ ５分 ） 

＜振り返り＞ 
 

○活動中の子供の様子を思い出し，振り返り，共有する。 
 
☆ 話したくない人は無理に話さなくてもいいことを伝える。 

11：00 
 

＜終了> 〇次回の案内 

 
 
 
 
 
 
 

「あそびのひろば」企画シートの提出にご協力ください。事例を収集し，県HPやSNSでの周知・広報等を行います。 
広島県教育委員会 乳幼児教育支援センター 電子メール: kyoyoujic@pref.hiroshima.lg.jp 

〇啓発用物品の借用希望 （ あり ・ なし ） 

⇒希望の物品の番号を記入してください。 

⑥ ⑧    

 

（例１：ネウボラを会場にしたケース） 

〇啓発資料の送付希望 （ あり ・ なし ） 

⇒希望の資料の番号と部数を記入してください。 

     

 



「あそびのひろば」企画シート 
 

日時  令和○年○○月○○日（○） 1０：３０ ～ 1１：３０ （所要時間 60分） 

会場  ○○公園 

行事名 あそびのひろば 自然のお友達に会いに行こう 

対象 乳幼児期の親子（約１５組） 

ねらい 
〇親子で一緒に遊びを楽しみながら，「遊びは学び」を体験的に理解する。 
〇自然の草木や木々に興味を持つ。 
〇絵本の中の絵や言葉と直接体験をつなぐことで，体験を豊かにし，その面白さや楽しさを感じる。 

準備物  葉っぱなどの身近な自然が出てくる絵本・葉っぱなどを集める袋やかご・木工ボンド・材料 

連携先 〇〇市教育委員会生涯学習課，〇〇市立図書館 

広報 チラシ，ポスター，市のホームページ，SNS 

支援者 「あそびのひろば」ファシリテーター  (名前) ，読み聞かせボランティア  (名前) 

 
 

時間 プログラムの流れ 留 意 点 

10：３０ 
（ ５分 ） 

＜導入＞ 
〇挨拶・趣旨・流れ等説明 
〇自己紹介 

○和やかな雰囲気づくりに配慮する。 
〇必要に応じて，参加者同士での自己紹介を促す。 
○写真を撮る場合は，予め了解を取る。（肖像権） 
☆親子の名前を呼び，「今日は一緒に遊ぼうね」と一声かける。 
☆できない場合ややりたくない場合には，子供のペースに応じて無理に
参加しなくてもいいことを伝えると不安なくスタートできる。 

10：３５ 
（４５分） 

 

＜自然のお友達に会いに行こう＞ 
※詳細は別紙プログラムを参照 
 
○絵本の読み聞かせ 
○遊び方の説明 
○葉っぱ探し 
 
＜木のお友達をつくろう＞ 
※詳細は別紙プログラムを参照 
 
○人形作り 
○完成した人形で遊ぶ 

○身近な自然が出てくる絵本を読む。 
○子供に，今から自然の中に，絵本に出てきた自然のお友達に会いに行
くことを伝えて，葉っぱを入れる袋を持ってお出かけする。 
○絵本に出てきた葉っぱを探しながら散歩する。 
○葉っぱが見つかったら，持ってきた袋に入れる。 
 
○木切れに，ボンドや両面テープで自然物や目をつけて，人形を作る。 
○ボンドが乾いたら，完成した人形で遊ぶ（名前をつける，子供から親に
紹介してもらう，二つ目を作って人形遊びをする，棚に飾るなど） 
 
○ほめ言葉など，親子への声かけを適宜入れながら進める。 
≪声かけの例≫ 
楽しいね，すごいね，よく気が付いたね，どうしたらいいと思う？，どうして
こうなったのかな？，どうしてそう思うのかな？，どっちがいいと思う？「そう
なんだね，〇〇だと思ったんだね，教えてくれてありがとう，すごくすてきな
考えだね，最後までがんばったね，次にやってみようね，お家でやってみよ
うか☆絵本の選定や読み聞かせは，他のボランティアや図書館司書等と連携してもよい。 

10:２５ 
（10分） 

＜振り返り＞ 
 

○活動中の子供の様子を思い出し，振り返り，共有する。 
 
☆ 話したくない人は無理に話さなくてもいいことを伝える。 

11：３０ 
 

＜終了> 〇次回の案内 
 

 
 
 
 
 
 
 「あそびのひろば」企画シートの提出にご協力ください。事例を収集し，県HPやSNSでの周知・広報等を行います。 
広島県教育委員会 乳幼児教育支援センター 電子メール: kyoyoujic@pref.hiroshima.lg.jp 

〇啓発用物品の借用希望 （ あり ・ なし ） 

⇒希望の物品の番号を記入してください。 

     

 

（例２：屋外での自然体験） 

〇啓発資料の送付希望 （ あり ・ なし ） 

⇒希望の資料の番号と部数を記入してください。 

⑦ 
20枚 

⑧ 
２０枚 

   

 



 

「あそびのひろば」企画シート 
 

日時  令和○年○○月○○日（○） 13：00 ～ 14：30 （所要時間 90分） 

会場 ○○ホール（子育てイベントの会場ブース） 

行事名 
子育てフェスタ〇〇 
（ブース名： あそびのひろば 「遊び」の中に「学び」がいっぱい！） 

対象 乳幼児期の親子（約10組） 

ねらい 
〇親子で一緒に遊びを楽しみながら，「遊びは学び」を体験的に理解する。 
〇親子のコミュニケーションを促進する。 
〇不思議な動きをするおもちゃで想像力や感性を養う。 

準備物 アルミホイル，ビー玉，折り紙，少し厚い紙，啓発資料㊵ 50枚，啓発物品⑭（のぼり①），⑯（のぼり③） 

連携先 〇〇市教育委員会，家庭教育支援チーム，イベント実行委員会 

広報 チラシ，ポスター，市のホームページ，SNS 

支援者 「あそびのひろば」ファシリテーター（名前），（名前），（名前），（名前） 
 

 

時間 プログラムの流れ 留 意 点 

13：００ 
（９0分） 

 

乳幼児の親子向けイベント内 
＜かんたん工作コーナー＞ 
 
 
○「ふしぎなたまご」 
○「飛ぶのかな」 
○「紙コプター」 
○「バランスとんぼ」 
 
※一つの遊びを一人が担当する 
※参加者は自由に出入りする 
※適宜アンケートをお願いする 

「ふしぎなたまご」 
○ビー玉を入れたアルミホイルの袋をタッパーに入れて振ると卵のような
形になり不規則な動きをする。 
○アルミホイルの膨らみをつぶさないよう，優しく扱うのがポイント 
 
「飛ぶのかな」 
○折り紙で筒状の羽のない飛行機を作る。 
○腕を振り下ろすように飛ばすのがポイント 
 
「紙コプター」 
○折り紙に切れ目を入れて重りをつけると回転するおもちゃができる。 
○どこから落とすか，どれくらいの大きさで作るかなど変化させる違いを
見つけられる。 
 
「バランスとんぼ」 
○パーツと重りを貼っていくと，細い所に停まるとんぼ型のヤジロベエが
できる。 
○重りを貼る位置や折り方を変えると変化を楽しめる。 
 
○ほめ言葉など，親子への声かけを適宜入れながら進める。 
≪声かけの例≫ 
楽しいね，すごいね，よく気が付いたね，どうしたらいいと思う？，どうして
こうなったのかな？，どうしてそう思うのかな？，どっちがいいと思う？そう
なんだね，〇〇だと思ったんだね，教えてくれてありがとう，すごくすてきな
考えだね，最後までがんばったね，次にやってみようね，お家でやってみよ
うか 

 
○和やかな雰囲気づくりに配慮する。 
○写真を撮る場合は，予め了解を取る。（肖像権） 
 
☆できない場合ややりたくない場合には，子供のペースに応じて無理に
参加しなくてもいいことを伝える。 

1４：３０ 
 

＜終了>  

 
 
 
 
 
 
 「あそびのひろば」企画シートの提出にご協力ください。事例を収集し，県HPやSNSでの周知・広報等を行います。 
広島県教育委員会 乳幼児教育支援センター 電子メール: kyoyoujic@pref.hiroshima.lg.jp 

〇啓発用物品の借用希望 （ あり ・ なし ） 

⇒希望がある場合は物品の番号を記入してください。 

⑭ ⑯     

 

（例３：子育てイベントの会場ブース） 

〇啓発資料の送付希望 （ あり ・ なし ） 

⇒希望がある場合は資料の番号と部数を記入してください。 

㊵ 
５０枚 

    

 


