
一宮市子育て支援センター情報紙

特集『片付けってみんなどうしてる？』 

２０２０.１ 

№ ６０ 

◆  パパの〇〇デビュー 

   「Kちゃんパパに聞いてみました」 

◆  みんなであそぼう わらべうた

 パート８『いっぽ にほ さんぽしよ』 

◆ 子育てサークル紹介 『いちごみるく』

遊んでいるところ（神山公民館＜中央プラザ内＞） 



片付けをする時、どんな言葉がけや方法で誘っていますか？ 

6か月～

1歳～

1歳半～2歳

2歳～

2歳半～3歳

いつからお子さんと一緒に片付けを

していますか？

その他

寝る前

お風呂の前

出かける前

食事の前

次の遊びに移るとき

主にどのタイミングで片付けますか？

25人 

28人 

82人 

60人 

時計を見せて時間を決める！

「時計の針が５になったら 

片付けようね」 

おもちゃを数えながら片付ける！ 

「1･2･3…」と一つずつ 

おもちゃ箱に入れる 

5人 

演技する！ 

｢おもちゃが 

泣いてる～」(2歳児) 

26人 

親や兄弟が片付ける

姿を見せる！ 

一緒にする(1歳児) 

おうちへ 

帰りたいって～ 

ないないして 

くれる？ 

33人 

おもちゃが散らかしっぱなしの部屋を見て「いつになったら片付けができるようになるのかな？」

「まだまだ一人では難しいけれど･･･」と片付けはママたちの悩みの一つでもあるようです。 

そこで、現在片付け奮闘中 ! ! のママ 200人に「おもちゃの片付け」について聞いてみました。 

どんな言葉がけがよいのか？どんな方法がよいのか？ママ達の片付けのアイディアや上手くいっ

た方法などを紹介します。 

ママや兄弟と 

競争する！ 

「よーいドン」 

「どっちが早く 

できるかな？」 

次の楽しみを 

知らせる！ 

お片づけしたら 

「〇〇食べよう！」 

「おでかけしよう」 

「テレビ見よう」 

歌を一緒にうたう！ 

TVの「いないいない

ばあ」や「しまじろう」

のお片付け、または 

｢天国と地獄｣ 

おもちゃ探しや 

質問をする！ 

「赤いブロック 

どこかな～？」 

「これどこに片付ける？ 

教えて～？」

62人 

ねんねの 

時間だね～ 

〇〇 

バイバーイ！ 

また遊ぼうね～ 

7人 

65人 

7人 

２ 

子どもに 

分かりやすい 

言葉で！ 
(0～3歳児) 

ママが楽しい 

雰囲気で！ 
(1 歳半～3歳) 



お子さんが片付けた時どうしていますか？ 

工夫をしていることは？

箱（かご）におもちゃの

写真やイラスト・シール

を貼ると分かりやすい！ 

ファスナー式の袋を用意！ 
パズルや細かいものを入れる 

（絵があるとよりよい） 

☆１つの箱に詰めすぎないようにする 

大きなおもちゃ

箱(かご)を用意！
何でも入れるだけ！ 

ママも楽チン！

いろいろな方法や工夫がありましたね。何かヒントになるものや“うちと一緒！”という 

ものはありましたか？「昨日はうまくいったけど今日はどうして？…」なんてこともあるかも

しれません。繰り返し一緒に片付けをしていく中で、できることも増えてくると思います。 

現在奮闘中のママも、これから始めていこうとするママも、焦らずにお子さんと楽しみなが

ら片付けができるといいですね。 

ダンボールを 

２つ積むだけ！
ボックスになる 

その他のアイディア・・・ 

ほめる スキンシップ 

トミカ・プラレールなど

常時出して続きで遊べ

るようにする 

ママの気持ちを伝える 

・すご～い！ 

・おりこうさ～ん！ 

・ピカピカだね～ 

・かっこいい！ 

・さすがっ！！ 

・ぎゅ～っと抱きしめる 

・イェ～イとハイタッチ！  

・ヨシヨシと頭をなでる 

おもちゃのケースを用意！
透明・カラーなどいろいろな 

種類や形がある！

・ありがとう 

・助かる～ 

・きれいになったね 

・お母さんはうれしい！ 

・気持ちいいね  

☆あまり使わないおもちゃは片付け 

出しておくおもちゃの数を減らす

☆全部できなくても1つでも 

片付けたらOK！ 

☆根気よく伝えることが大切だよね！

ね！

おもちゃごとに分ける！ 
１つのかごに１種類のおもちゃ 

小さいものは

小さいケース 

大きいものは 

大きいケース 

☆クローゼットを開けると服の下に 

おもちゃ箱！ぐちゃぐちゃでも 

大丈夫 

外からは見えない、部屋はすっきり！

３ 

☆おもちゃの置き場所は子どもの手の 

届きやすい、入れやすい高さを考える 

プレイテーブルを 

用意！

☆おもちゃをローテーションで出す 

☆遊ぶ部屋やスペースを決めて、 

その場所で遊ぶ 



パパからママへありがとう！ 

体の調子が良くないときも、よく食べる娘の分も含め、ご飯を一生懸命作ってくれて 

ありがとう。 

赤ちゃんが生まれパパになり、何もかも初めてづくし。そこで、パパになって 

初めての〇〇「パパの〇〇デビュー」と題して、そのときの思いや様子をお聞 

きしました。ハラハラ、ドキドキ！体験談を、ここでご紹介します。 

公 園 

買い物 

ブランコに乗せたら、 

隣に来た小学生の女の子 

のマネをして楽しそうに 

遊んでいました。 

近所のスーパーに出かけると 

思ったよりもお利口に 

していて、頼まれた物を 

スムーズに買えました。 

わらべうた ～パート ８～ 

 いっぽ にほ さんぽしよ 

数字の「３」と「さんぽ」

がかけことばになってい

ます。「ここんところ」をお

でこやおなかに変えて遊

んでもいいですね。 

① いっぽ にほ  

さんぽしよ 

子どもの手をとり、ひとさし指と中指で

手首から上へのぼっていきます。 

② ここんところで  

ひとやすみ 

腕の付け根まできたら７回つつきます。 

４ 

みんなであそぼう 

③ こちょ こちょ 

  こちょ 

脇の下をくすぐりましょう。 



＊育児講座 時間：午前１０時～１１時３０分 
○月○日（○） ○○テーマ○○○              場所

（ポプラのみ住所）

○月○○日（○） ○○○○

～○○○○～     ○○場所○○

＊パパもいっしょに遊ぼっ！ 時間：午前10時～11時30分 

1月 18日（土） 黒田北子育て支援センター 

2月 22日（土） 富士保育園 

3月 7日（土） 大和公民館         

＊ママといっしょでいいな（１歳児対象）   時間：午前10時15分～11時15分 

2月 26日（水）               申し込み日：1月27日・28日 
3月  4日（水）               申し込み先：里小牧子育て支援センター 

＊親子でねんど（２歳児対象） 時間：午前10時～11時30分 場所：東五城子育て支援センター 

   2 月 14日（金）   申し込み日：1月14日・15日 

申し込み先：黒田北子育て支援センター 

＊育児講座 時間：午前10時～11時30分 申し込み：必要 

3月 2日（月） 親子フィットネス             尾西生涯学習センター 

～子どもの動きを学びながら～               

尾西生涯学習センター 

５

子育てサークル紹介 い ち ご み る く  

＜活動場所＞

一宮市立黒田西保育園 

一宮市木曽川町黒田字北宿 

四の切80 

  ℡（0586）28－9764 

＜活動日時＞ 

毎月第３木曜日（３月は第1） 

 午前10時30分～11時30分

＊公園へいこっ！ 時間：午前10時30分～11時 申し込み：不要   

   3 月 9 日（月） 大野極楽寺公園    浅井町大野字小屋裏1400 

※市内在住の未就園児と親、家族の方々 是非ご参加ください。 

申し込み：不要 

一宮子育て支援アプリ 

Google play  App Storeで配信
中

Google play App Store

地域の情報交換や育児の

楽しさ・悩みなどを話しな

がら過ごしています。親子

でホッとできるようなサー

クルになればと思っていま

す。楽しい遊びも用意して

いますので、気軽に遊びに

来てください。お待ちして

います。 



図書の紹介

この紹介図書は 

黒田北子育て支援センターにあります 

６

子育てに関する本や絵本を貸出しています。 

一人一回につき２冊まで、貸出期間は２週間です。 

電話での予約も受け付けています。 

是非、ご利用ください。 

※ 子育て支援センターは、いちのみやファミリー・サポート・センター 

（0586）28-9772と連携しています。気軽にお問い合わせください。 

ママは悪くない！ 

子育ては“科学の知恵”でラクになる

ふじいまさこ 著 

楽しいはずの子育てがなぜ苦しくなるのか…。 

科学の視点から育児のイライラの理由をマンガで

分かりやすく教えてくれます。子育てをハッピー

にするヒントが詰まった一冊です。 

ひょいひょいひょい 

柏原 晃夫 作・絵 

ファスナーを ひょいっと つまんで  

じじじじじー どうなる どうなる…。 

お子さんと一緒に、言葉のリズムに合わせて

絵をつまんだり、ひっぱったりする真似をし

て遊べる楽しい絵本です。 

この紹介図書は 

東五城子育て支援センターにあります 

千秋子育て支援センター 
〒491-0817 

千秋町天摩字山畑３７０ ５６

（０５８６）２８－９７７１ 

（０５８６）８１－０２７７ 

丹陽子育て支援センター 
〒491-082７ 

三ツ井３丁目２－３７ 

（０５８６）２８－９１４６

 （０５８６）７６－７０２１ 

中央子育て支援センター 
〒491-0858 

栄 3丁目1 2 
 （ｉ ビル5階） 

（０５８６）８５－７０２６ 

（０５８６）８５－７０２７ 

東五城子育て支援センター 
〒494-0008 

東五城字備前１２ 
 （尾西庁舎2階） 

（０５８６）８５－９３３９ 

   （０５８６）６３－３６６０ 

黒田北子育て支援センター 
〒493-000１ 

木曽川町黒田字篭守西１０８ 
 （一宮市立黒田北保育園併設） 

（０５８６）２８－９７６９ 

  （０５８６）８６－６３３３ 

（私立）子育てひろば かもめ 
〒491-0918 

末広1丁目２１－１０
    （かもめ保育園内 ホール） 

（０５８６）４５－３８３９ 

  （０５８６）４５－３７０２ 

（私立）子育てひろば 若の宮 
〒491-0121 

島村字下老光寺４４－１  
  （若の宮保育園内 ２階ホール） 

（０５８６）５１－２７２７ 

  （０５８６）５１－２９１５ 

＜子育てひろば＞＜市立子育て支援センター＞

里小牧子育て支援センター 
〒493-0005 

木曽川町里小牧字神明東５－１ 
（一宮市立里小牧保育園併設） 

（０５８６）２８－９７７０ 

 （０５８６）８７－７４９０
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F A XF A X


