
　特集　　　　　　　　　　　　右脳子育て
　　　　～子育てを楽しみながら、子どもの右脳＝能力を伸ばしてあげよう～

　　　　☆早い時期からの「右脳開発」を☆
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　　　　　11月　　いもほり

　　　　 ☆こんなにすごい！右脳の力☆
　　　　　 　　11月 　　 　◆高速自動処理能力・・・複雑な計算も一瞬でできる、コンピューターのような能力です。

　　　 　もちつき 　　　　12月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数の概念や計算の法則なども、右脳の無意識の中に大量に
　　　　　          　 　　　　　　　　ぺったん！ぺったん！ 　　漬物作り 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インプットすることにより、使いこなせるようになります。
　　　　　         　 　　　
　　　         　　 　 　　◆　　　　写真記憶　・・・　見たものをそのまま記憶する能力です。
　　　         　　
　　　　　         　　　◆　　　絶対音感　　・・・　記憶の脳である右脳には、繰り返し聞いた音や言葉もそのまま

「絵本の読み聞かせの会」の活動として、今回藤本先生をお招きして、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正確に再現したり、使いこなすことのできる能力があります。
　　　　　　 読み聞かせの実演と「絵本を考えよう｣と題して、座談会を行います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このような能力は、語学の習得にも大きな力を発揮します。
　　　　　　　　　　　読み聞かせの大切さ、おすすめの絵本の紹介、絵本選びのポイントなど 　　　　

盛りだくさんの内容となっています。どうぞ、たくさんの方のご参加を  　　　◆　　イメージ力　　・・・ 右脳は、言葉や論理を超えたイメージ(映像)で思考する脳です。
　　　　　　 お待ちしています。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鮮明なイメージを自由自在に見るトレーニングを行うことにより、

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　豊かな感性や 深い創造性を育むことができます。
日程：　　1月15日（金）　　１１：００～１２：００

　　　　　     　    　3月17日（水）　　１１：００～１２：００  　　◆インスピレーション力・・右脳には、実物が目に見えなくても見える、音が聞こえなくても
場所：　　わくわくハウス 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聞こえるなど体の器官によらない五感があります。このような力は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新鮮で豊かな創造性に欠かせない直感やひらめきを生み出します。

         藤本幸雄先生のプロフィール
小学校教諭を退職後、現在東彼子供の本の会事務局、子供読書推進委員会 　　こども園つばさでは、子ども達の「取り組み｣として、｢イメージトレーニング」や｢フラッシュカード」
委員長を兼任。 　　「漢字絵本」など右脳を使う遊びを行っています。
町内の幼稚園・町の公民館での定期的な読み聞かせを実施されています。 　　　1月に、幼稚園園長により、この取り組みの実演を兼ねてミニ講演会を実施致します。
川棚町在住。 　　是非、この機会にご参加されて、実際にどんなことをするのか目で見て、体験されてみてください。

　　また2月には、プレスクールデーとしてお子様の半日体験入園を実施し、保育園・幼稚園の子ども達と
　　一緒に過ごせる日を作っています。人数に限りがありますので、御希望の方はお早めにご予約を！！
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こんにちは！最近はまた一段と寒さが増してきていますが、みなさんはお元気でお過

ごしですか？早いもので今年のカレンダーも最後の一枚となりました。

10月から芋堀りやハロウィンパーティー、もちつきなど色々なイベントにご参加頂き本

当にありがとうございました。毎回、たくさんの驚きや発見、感動を積み重ね、子ども

達の活動に参加する顔つきも4月当初と比べて変わって、随分慣れてきているのを感

じます。様々な経験で心も体も成長中ですね！ 残りわずかなこの一年を、また皆さ

人間の大脳は、大きく右脳と左脳に分けられています。私たち大人はふだん主に左脳を働かせて生活し、

右脳の能力はあまり使われていません。左脳の発達は、右脳と比べて遅いのですが、3歳を過ぎる頃か

ら右脳と左脳の力関係が逆転し、成長とともに右脳の能力はあまり使われなくなってしまいます。赤ちゃ

んは、私たち大人と違ってまだ右脳優位な時期にあります。この時期に右脳の活性化につながる効果的

な働きかけを行うことにより、左脳優位の時期になっても右脳の能力を十分に生かすことができます。大

量の情報処理と想像力をつかさどる右脳の能力を活用することで赤ちゃんの持って生まれた能力を大き



　　　　1月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2月 3月
ベビーちゃんクラブ ベビーちゃんクラブ ベビーちゃんクラブ

　　　　　    1.ミニ講演会について 5 １０：００～１１：００ 2 １０：００～１１：００ 2 １０：００～１１：００

◆日時・・・1月２６日（火） 日 （0歳児対象） 日 （0歳児対象） 日 （0歳児対象）
◆場所・・・体育館 　　　　（託児あり） （火） お正月あそび （火） 豆まきあそび （火） おさんぽ
日頃、園で行っている「取り組み」活動を基に、脳の機能や子どもの能力についての ひよこ・ちびっこクラブ ひよこ・ちびっこクラブ ひよこ・ちびっこクラブ

　　　　　　 お話があります。また、実際に「取り組み」の実演があります。 6 １０：００～１１：３０ 3 １０：００～１１：３０ 3 １０：００～１１：３０
　　　　　　　　 日 （１～５歳児対象） 日 （１～５歳児対象） 日 （１～５歳児対象）
　　　　　　　 2．エコクラブについて （水） たこ作り （水） 豆まき（鬼の製作） （水） ひな飾り作り

　　　　　　　 ◆３月５日（金）　　  みそ作り 10:00～11:30予定　　（先着15名） ホッとタイム 川頭先生相談室 エコクラブ
◆場所・・・わくわくハウスに集合して、生田先生宅へ移動します。　　 12 １０：００～１１：３０ 4 １０：００－１５：００ 5 １０：００～１１：３０
◆持参品・・・エプロン　・　三角巾　・　１６×１２×５程の容器 日 （母親対象） 日 （母親対象） 日 （１～５歳児対象）

　　　　　　 　愛情いっぱいの、無添加手作りみそです。 （火） 1月の誕生児紹介 （木） 川頭信子先生 （金） みそ作り
　　　　　　 　みそ作りも日数が４、５日必要です。ご指導頂く生田先生より、3月5日みそ作りまでの 川頭先生勉強会 英語教室 ヨガ教室

　下準備をして頂きますので、先着15名に選ばれた方の中で、その工程をご覧に 14 １０：００～１２：００ 8 １０：００～１１：００ 8 １０：００～１１：００
　　　　　　　 　なりたい方は、下記の日程で見学に行きますのでお知らせ下さい。　　　　　　　　　　　　　　 日 （母親対象） 日 （０～５歳児対象） 日 (母親対象）

　3月2日(火）　　１０：００～　　麦と米を蒸したものに　こうじ菌を混ぜる～室入れ （木） 川頭信子先生 （月） クリスタル先生 （月） 高見千鶴子先生
読み聞かせの会 ホッとタイム 　ホッとタイム

　　　　 3．ハンドメイドについて 15 １１：００～１２：００ 9 １０：００～１１：３０ 9 １０：００～１１：３０

　　　　　　 ◆1月２９日(金）　　　　　ネックウォーマー 日 （母親対象） 日 （母親対象） 日 （母親対象）
　　　　　　 ◆３月３０日(金）　　　　　後日、お知らせ致します。 （金） 藤本先生座談会 （火） 2月の誕生児紹介 （火） ３月の誕生児紹介
　　　　　　　  ◆場所・・・わくわくハウス              (持参品）　　裁縫道具 英語教室 　読み聞かせの会 川頭先生勉強会

18 １０：００～１１：００ 12 　１４：００～１５：００ 11 １０：００～１２：００

4．プレスクールデーについて             （募集人数） 日 （０～５歳児対象） 日 （母親対象） 日 （母親対象）

　　　　　　 ◆2月２３日（火）　　　　０．１才クラス　　　　　　　　　　　（各クラス２名で　４名） (月） クリスタル先生 （金） 園児の前で実演 （木） 川頭信子先生
　　　　　　 ◆2月２４日（水）　　　　２．３才クラス　　　　　　　　　　　（各クラス２名で　４名） 体育遊び 体育遊び 英語教室

◆2月２５日（木）　　　　４．５才クラス　　　　　　　　　　　（各クラス３名で１２名） 20 １０：００～１１：００ 17 １０：００～１１：００ 12 １０：００～１１：００
　　　　　　 ◆場所・・・  ０．１才クラス（保育園園舎）　　　　９：３０～１１：００ 日 （0歳～5歳児対象） 日 （0～5歳児対象） 日 （０～５歳児対象）
　　　　　　　　　　　　 ２．３才クラス（保育園園舎）　　　　　９：３０～１１：００ （水） 　　　　　内村周子先生 （水） 　　　　　内村周子先生 （金） クリスタル先生
　　　　　　   　　　 ４．５才クラス（幼稚園園舎)　　　　 １０：００～１１：３０ 　ヘルシークッキング ヘルシークッキング 観劇
  　　       保育園・幼稚園の子ども達に混じって、朝の取り組みから活動の時間を一緒に過ごして 21 　１０：００～１３：００ 18 １０：００～１３：００ 16 １０：００～１１：００
　　　　　　　 みませんか？人数には制限があり、先着順にて決めさせて頂きますのでご了承下さい。 日 （母親対象） 日 （母親対象） 日 （0歳～5歳児対象）
　　　　　　　 尚、来年度からこのプレスクールデーの日を設けていきたいと思っています。 （木） 持参する物・・・エプロン、三角巾 （木） 持参する物・・・エプロン、三角巾 （火）
　　　　　　　　来年度もお楽しみに！ 　　　　　　ヨガ教室 プレスクールデー 読み聞かせの会

25 　　　　１０：００～１１：００ 23 ９：３０～１１：００ 17 　１１：００～１２：００
　　　　　 5．観劇について 日 （母親対象） 日 （0・１歳児クラス） 日 （母親対象）

　　　　　 ◆日時・・・3月16日（火）　　　　 (月） 高見千鶴子先生 （火） （水） 　　　　藤本先生座談会
　　　　　 ◆場所・・・体育館 ミニ講演会 プレスクールデー 　ヘルシークッキング
　　　　　　 「いなかのねずみととかいのねずみ」の劇があります。 26 １０：００～１１：００ 24 ９：３０～１１：００ 18 １０：００～１３：００
　　　　　　　 絵本のお話と違う、楽しい音楽に合わせたダイナミックな人の動きでのお話です。 日 （母親対象） 日 （２・３歳児クラス） 日 （母親対象）
　　　　　　　 多数ご参加下さい。 （火） 幼稚園園長による講話 （水） （木） 持参する物・・・エプロン、三角巾

ハンドメイド 　　　プレスクールデー 体育遊び
　　　　　　　　　　　　　　　 29 ９：３０～１２：３０ 25 　　　　１０：００～１１：３０ 24 １０：００～１１：００
　　　　　　　 日 （母親対象） 日 　　　（４・５歳児クラス） 日 （０～５歳児対象）
　　　　 （金） ネックウォーマー （木） (水） 内村周子先生
　　　　　　｛保育園ホール｝ 　　　｛改善センター｝ ハンドメイド
　　　　　　　　体育遊び　　　　　　　　　　　川頭先生勉強会　 　 　　　　　　 30 ９：３０～１２：３０
　　　　　　｛わくわくハウス｝ 　　 　 日 (母親対象）
　　　　　　　その他活動 　　 (火）
　　　　　　　　 　

川頭先生勉強会

ヘルシークッキング


