
私たちは、子どもは遊んで大きく

なる、遊びは子どもの発達を促す、

と知っています。子どもにとって遊

ぶことは生きることと言っても過

言ではないでしょう。実感を伴った

充実した遊びの中から様々なこと

を学び、生きる力が育まれていくの

です。

今の子どもたちに、遊ぶ“時間”

は充分にあるでしょうか。

安心して遊べる“空間”はあるでし

ょうか。

遊び“仲間”はいるでしょうか。

遊びには三つの間が必要です。

それは、習い事などで細切れにな

らずに遊びこめる充分な時間、緩

やかに見守られながら自分たちの

裁量で遊べる場所、そしてなによ

り仲間、それも同年齢だけではな

く助けたり守られたりしながら遊

べる異年齢集団です。

遊び＝自分がやってみたい

ことをやること。強制されて

やるのは遊びじゃない。

いつも主役は自分なのです。

そして五感《見る、聴く、

嗅ぐ、味わう、触る》を

通す遊びは心を豊かに

育みます。

 

 年の設立以来、地域の

子どもたちが豊かに育つことを

願って、すぐれた舞台芸術を届け

たり、一緒に自然体験や遊びを楽しんだ

りしてきた松山子ども劇場。

ともに子育て親育ちをする中で、

「豊かな遊びこそ子どもを成長させる」

という共通の想いが培われてきまし

た。そしてそれは今後も変わらず、私

たちの活動を支える柱となります。

 

 

NPO 法人松山子ども劇場 21 の 

体験活動を一度体験しに来ませんか？ 

わくわくどきどき 夢中になって遊びきる生活をしていますか？ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時  2018 年 6 月 24 日（日） 

開 演  14：30（上演時間 ５0 分） 

会 場  コミセン 企画展示ホール２F 

 

 

 

 

 

 

 

＼第 10５回舞台鑑賞例会／ 

（11才男子） 

  

 

 

「ゆかちゃんのおさんぽ」「ひとがたくん」 

「いぬうえくんとくまざわくん」の三作品がテ

ンポ良く演じられ、小さな子ども達も集中して見続けること

ができました。創立 65 周年を迎えた人形劇団 京芸な

らではの安定感あるパフォーマンスでした。本田さん、長谷

川さんの手に掛かると人形たちは、まるで生きているかの様

に動き、話します。舞台を観て子どもたち一人一人

がイメージを膨らませ、会場にはドキドキ感や楽

しい気持ちが満ちあふれている様でした。  

三作品目の「いぬうえくんとくまざわくん」の原作は、き

たやまようこさんの「いぬうえくんとくまざわくん・いぬう

えくんがやってきた」（あかね書房）です。絵本の登場人物

が人形劇になったことで、テーマがより臨場感をもって伝わ

る印象を受けました。「友情って何だろう？」と考えたり、

「いぬうえくん！ちょっと、調子よくない？」と突っ込みも

入れたくなったりして・・・。 確かに人形劇は現実と

は違う、だからこそ存在する真実を見ることがで

きるのだということを体感しました。 

公演終了後の「ミニペープサート工作コーナー」には、お

家の人と工作を楽しむ子どもたちで賑わいました。観たばか

りの登場人物やグッズを熱心に作り、にこにこしながら持っ

て帰る姿はとても微笑ましいものでした。 

例会を通し子どもたちの感性が育まれる瞬間に

立ち会える感動は、何物にも代えがたい宝物だというこ

とを今回も強く感じました。             

舞台鑑賞事業部 武智 理惠 

（９才男子） 

★犬うえくんの、どはく力の声がすごかった！ （７才男子） 

★人がたくんのさいごのけんばんハーモニカのえんそうが

とてもすごかったです。          (11 才女子） 

★リアルな人間関係とかも表せていて、感動するような話

でした。                        (11 才男子） 

 

 

 

 

★夢があるお話でとてもよかったです。      （大人） 

 

 

                

人形劇団 京芸さん、ありがとうございました！ 

・プログラム・
１日目
竹ぽっくり作り
魚のつかみ取り
カレー作り
ケビンでおやすみ

２日目
虫はかせをめざそう！
流しそうめん
葉っぱでスタンプ

 

梅雨入り前の良い季節に、親子で西条の自然を体いっぱい感じることができました。

ゆったり組まれたプログラムの合間は子どもたちの天下。それぞれにあたりを探索したり、

生き生きと駆け回っていました。 
 

＊ 集団生活でおとまりは初めてでした。

不安はありましたが子どもたちはすぐに

仲良くなり、子どもの対応力に感心しまし

た。彼にとってこの２日間の体験は今後に

生きると思うので、見守っていきたいと思

います。           （大人） 

＊ 竹工作はのこぎりの使い方も学べて、

大変だったけど達成感がありました。さか

なのつかみどりはすばやい魚の動きに負

けないよう走りまわって楽しそうでした。

内臓の出し方や生き物をいただくという

ことも学べました。     （大人） 
 

◎ たけぽっくりをつくったのがたのしかった。

おみずつめたかったです。さかながなかなか

むずかしかったけどさかながはやかったので 
さいごにとれました。    （7 才女子） 

～感想より～ 

★自分で作ったりょうりを自分でたべれてよかっ

た。またさんかしたいです。（7 才男子） 

★サラダはいえで一人でつくれそうです。 

 （10 才女子） 

★りょうりのつくりかたがよくわかり、りょうりが

たのしくできるようになりました。 

（8 才女子） 

★初めての大きなおかず作りでした。むずかし

かったけどおいしかったです。 （12 才男子） 

★切るのがたのしかった。    （6 才男子） 

★おいしかった。美味。     （10 才男子） 

★夏野菜を取り入れて、旬の食材で料理が作れ

てよかったです。家では食べない食材も みん

なでつくったおかげで食べていました。 

（大人） 

2018 年 8 月 11 日(土) 10：00～14：００  

場所：松山市総合福祉センター3 階 調理室 

小学生を対象にした親子クッキングに 8 組 25 人が参加し、夏

野菜をたっぷり使ったメニューを作りました。 

「キッチンが狭かったり、急いでいたり、なかなかお手伝いをさせ

ることがないのでよい機会だった。」「夏休みの宿題で、夏野菜を

使った料理の課題があったのでちょうどよかった。」などの参加の

動機も聞けました。自分で食事を作る体験は、子どもたちの自信に

つながったようです。 

メニュー 

☆とうもろこしご飯 

☆チキンのトマト煮 

☆夏野菜のサラダ 

☆ミルク寒天のフルーツ添え 

～感想より～ 

２０１８年 6 月 2 日(土)～3 日(日) 

場所：石鎚ふれあいの里（西条市中奥 1 号）  参加：親子 13 組 35 人 

★1 話目は同じ面白いリズムでいっしょに言ったりして楽し 

かったです。２話目は人の形が色んな動きをするのが良 

かったです。３話目はくまざわ君と犬上くんの深いきずな

があって、けんかもして、最後「ぼくたち」になって感動し

ました。                （１０才女子）       



 

 

「河の童」を観た感想       城西ブロック 赤松瑞夏（中 1） 

2018 岸和田子ども演劇祭り  小町ブロック 岡本久美子（大人） 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

僕は今回初めて「デフパペット」という

種類の劇を見ました。僕がいつも子ども劇

場などで観ている劇より、登場人物たちの

セリフが少なかったと思います。その代わ

りに、人形や操っている人の一つ一つの動

きや表情を、より注目して観ることができ

ました。特に操っている人の表情から、人

形の悲しみや楽しさといった感情がよく

伝わってきました。 

また、僕はこんなにも悲しくて怖くてさ

みしい気持ちで終わる物語に初めて出会

いました。衝撃を受けました。あの救いよ

うのなさを今も時々思い出しています。 

 

「はれときどきぶた」 人形劇団ひとみ座 
 ボサノバの生ギターではじまり、とってもおしゃれな空間。前日の
想像で書いた絵日記が翌日現実になる！ちょっと楽しい冒険もの。楽
しかったです。 
「キッドナップツアー」 劇団うりんこ 
 高学年作品で、父と娘親子の偽誘拐ストーリー。きっと深いものが
あるだろうが、私は楽しいのが好きだ！ 
 
「うみぼうやとうみぼうず」 人形劇団京芸 
 老舗人形劇団京芸さんの新作は、3 人のアンサンブル。もう少し場
数を踏むともっとよくなるんだろうなぁ。 

 
「天満のとらやん」 劇団コーロ 
 10 年以上前にも観たことのある作品でしたが、今回もよかった。
古さを感じさせない昔話、見応えある舞台でした。 
 
「かあちゃん取扱説明書」 劇団さんぽ 
 元劇団道化のメンバーが集結。会場には高学年男子がいっぱい。 
説得力があり、パワーいっぱい楽しい舞台でした。 
 

～子どもに夢を！たくましく豊かな創造性を！～ 

はなす・みる・あそぶ・つくる・たべる・きく 

いろいろな体験を通して、子どもたちが心豊かに育つことができる

ようにサポートしています。プロの舞台芸術に出会う鑑賞例会のほ

かに、たくさんの仲間といっしょに活動できる場をつくっています。 

〒790-0022  松山市永代町 9-3-305 

Tel/Fax     089-945-0031 

E-Mail    info@matsuyamakodomo.or.jp 
 

【開局時間】   火    10:00～14:00 
              水・金 10:00～16:00 

お休み  土･日･月･木 

 

入会お待ちしています 

【入会金】 300 円 (入会時のみ) 

【会 費】 20 才以上 1,300 円／月 

4才～19才   700円／月 

＊４才になると誰でもいつでも会員になることができます。 

３才以下のお子さんは保護者が会員になると、おひざで観ることが

できます。 

＊会員になると、舞台鑑賞例会のチケットは無料です。 

 

【賛助会費】  個人 1,000 円・3,000 円・5,000 円／年  

団体 10,000 円／年 

＊個人 1,000 円の賛助会費は、「シアターサポート」として舞台鑑

賞事業の実現にのみ使わせていただきます。 

＊個人 5,000 円・団体 10,000 円の賛助会員は、年に１回舞台鑑賞

例会のチケットを送付いたします。 

 

ありがとうございます 

 個人賛助会員 5 名 

門屋美穂様 清瀬真弓様  

平澤くるみ様 金森直美様 匿名 1 名 

 

■ぐるぐるダンボールめいろつくろう！
秋のレクレーション 

【日 時】11 月 3 日（土・祝） 
10:00～15:00 

【場 所】愛媛県総合運動公園  
キャンプ場 

 

■ピアニカをプロのミュージシャンに学ぼう
12 月例会事前ワークショップ 

【日 時】12 月 1 日（土）10:00～12:00 
【場 所】ファンタジーホール（松山市中央） 

【定 員】先着 30 名 
【参加費】3,200 円（12 月 15 日のライブ鑑賞含む） 

 
■ピアニカの魔術師（12 月舞台鑑賞例会） 

プロのミュージシャンによる 

コンサート 

【日 時】12 月 15 日（土） 
    19:00～ 

【場 所】シアターねこ 
（松山市緑町） 

【チケット】 大人 2,500 円  
子ども（3 才から）1,500 円 

 

 ■冬の里山であそぼ！ 
秘密基地をつくったり、山を歩いたり、 

自由にのびのび遊ぼう！！ 

【日 時】  未定（くわしくは事務局まで） 

【場 所】 とよかたの森（松山市畑寺） 
 

■パントマの箱（3 月舞台鑑賞例会）

ありさの親子で楽しめるパントマイムショー 

【日 時】3 月 17 日（日） 
    14:00～ 

【場 所】シアターねこ 
（松山市緑町） 

【チケット】大人 2,500 円 
子ども（3 才から）   

1,500 円 
 

2018 年 9 月 1 日(土) 

松山市総合福祉センター 

 

2018 年 8 月 22 日（水）～26 日(日) 
大阪府岸和田市 浪切ホール 
 

松山子ども劇場 21 の会員が観た舞台の感想を寄せてくれました。 

HP はこちらから！ 


