第2章

乳幼児の
ための空間
0 才から３才くらいまでは、生涯でもっと
も「こころ・頭・からだ」の発 達が目覚
ましい時期。見たり、聞いたり、触ったり、

2

舐めたり、嗅いだり…と、五 感を通して、
感覚を総動員して遊び、学んでいます。
ここでは、乳幼児にとってはじめての友
だちになる遊具、安全に過ごすための
環境をつくる道具を紹介します。

062 EXAMPLE
ハ

グ

ッ

ド

タ

カ

イ

シ

HUGOOD TAKAISHI、
キッズランドおやま、フェアリー保育園
066 乳幼児のための遊具
0 6 6 はじめてのあそび道具
0 74 手・指先遊び
0 7 6 動きのあるあそび
0 8 2 赤ちゃんが暮らす空間の遊具
0 8 8 お散歩へ行こう

60
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「 ハグッドスクエア」で
は、施設内の図書館と

個室の授乳 室では、

連 携しているので、絵

ソファに座って静か

本の貸し出しもできる。

な 時 間 が 過ごせる。

情報コーナーでは、近くの支援センター

「ハグッドテラス」は、施設内を訪れた人

や保育園、幼稚園の情報も提供している。

との出会いや交流の場にもなっている。

親子で一緒に遊べる「ハグッドプレイ
ラボ」
。あそびを通じて、子ども同士
や、保護 者間の交流も生まれている。

「ハグッドテラス」は、
無料で開放している。

有料のあそび場ゾーン。

EXAMPLE

3

街に親子が安心して集える場所を

子育てウェルカムステーション

HUGOOD TAKAISHI （ ハグッド タカイシ）
子育て世代にやさしい 街 づくりを目指す、大 阪 府 高 石
市にある子育て支援 施設は、子どもの健やかな成長と
発達を応援し、コミュニティを育むスペースです。
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ス」は、自然光が差し込む吹き抜けのある気

報交換の場にもなっています。また、保育士が

軽に子どもが遊べる場所を」という子育て世

持ちのいい空間で、お茶を飲みながらゆった

常駐し、1才から未就学児の子どもを一時預

都市部に子どものあそび場が少ないとい

代からの声に応えて、その3 階に室内あそび

りとした時間を過ごすことができ、施設を訪

かりするサービスを行っているので、施設内の

う状 況のなか、とくに乳 幼児をもつ子育て

場「HUGOOD TAK AISHI」
（ 以 下、HT ）を

れた人との出会いや交流を促進することもで

買い物などの合間も利用できます。ハードの

世代にとって、家庭以外に安心して親子で過

つくりました 。

きます。絵本が並ぶ「ハグッドスクエア」では、

環境づくりだけでなく、ソフトの面からも子育

クッションにもたれながら、家にいるときのよ

て中の親子を丁寧にサポートすることで、安心

うにくつろぎながら読み聞かせができます。

して過ごせる居場所づくりを実現しています。

ごせる場所が少ないという声をよく聞きます。

市民の声に応えた
子育て支援施設

にあたって、
「親子で集い」
「買い物の間、気

ボーネルンドはこれまで手掛けてきたあそ

それに応えるために、乳幼児にも安心な環境

び 環 境 づくりや運営のノウハウを活かしな

で、多様な人が集い交流できる場の開発にい

がら、高石市と協働してHTをプロデュースし、

ち早く取り組む自治体や企業があります。

運営しています。

大阪府高石市ではこれまで培ってきた優
れた子育て支 援・教 育 環 境を PR するため、

出会いや交流を育む３つの空間

「子育てするなら高石市」
「教育のまち高石
市」
「たかい、たかい、たかーい市。
」をキャッ

全体の環 境デザインは、植 栽や腰 掛けら

チフレーズに、子育て世代が住みやすい街づ

れる木製の丸太など、自然素材を最大限に

くりを目指して親子にやさしい行政サービス

取り入れ、室内でありながら風の揺らぎや木

の充実を図り、認 定こども園化による待 機

の葉のすり合う音など、自然のリズムが感じ

児童対策や学校教育の ITC化を実現し若年

られるようなやさしくて温かく、心地よい空

層の定住促進を図ろうとしています。

間になるように考えて設計されています。

「ハグッドプレイラボ」は、乳幼児から5 才

2016年12月のオープン以 来1年間で 約50,

までを対象にした、親子のためのあそび場で

000人の来場者を記録し、高石市教育委員会

す。全身を刺激するボールプールで不思議な

の子育て支援課の小林弘典さんは、
「ハイハイ

感覚を味わったり、隠れ家のような木製の小

したり、歩きはじめの小さな子どもも自由に

さなお家の中でおままごとに熱中したり、子

動き回ることができ、親子で一緒に安心して

どもの想像力や好奇心を引き出すあそびが

遊ぶことができる」という声を聞くそうです。

満載です。

子育て世代のための居場所を求める声が
年々高まりつつあるなか、ボーネルンドでは

子育ての情報交換や悩み相談の場にも

今後も親子のための多彩なあそび環境に取
り組んでいきたいと考えています。

ほかにも、情報コーナーでは、地域の子育

そんな高石市では、南海本線高石駅前の

そんな HT 内は、3つのゾーンで構成されて

て情報や絵本、タブレットや情報誌をそろえ

複合施 設「アプラたかいし」のリニューアル

います。無料で開放されている「ハグッドテラ

ていて、子育ての悩み相談や利用者同士の情

DATA :
住所：大阪府高石市綾園1-9-1
面積：313 ㎡ オープン：2016 年12月
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室内空間に成長を育む環境をつくる

EXAMPLE

5

び場が生まれました。
運動機能が急速に発達する幼児期は、と
くにたくさん遊ぶことが大切です。子どもの

ボールプール内にある、複

三輪車のサーキット場。子どものもっているエネルギーを

数名が乗れる巨大ブランコ。

存分に発散して、体を思いきり動かして遊ぶことができる。

DATA :
住所：栃木県小山市中央町 3-7-1
面積：1,980 ㎡ オープン：2016 年5月1日

柔軟に
変えられる
小規模保育園
のあそび 場

運動能力が低下しているといわれるなかで、

フェアリー 保育園

持ち運びのできる遊具や壁面
利 用によって、保育 園の 狭い
室内の一角に自由度の高いあ
そび環境が生まれました。

寝転がったり、壁にもたれかかったり、家族

子どもの体のサイズの大きなスケー

でリラックスしながら遊べる「ベビーゾーン」
。

ルのブロックで遊ぶこともできる。

関東最大規模を誇る広大なスペース

EXAMPLE

4

キッズランドおやま

市 民 の声 を取り入 れて、街 の
活性化のために誕生した「キッ

壁面もフル活用して、つかまり立ちができ

幼稚園では、あそび 環 境について見直しを

るロープ状のものや、登ったりぶら下がった

図るところも増えています。

りすることで全身の筋肉を使う「クライミン

愛 知県 名古屋市にある「フェアリー 保育

グウォール」などを設置。

園」は、社会福祉法人オールフェアリーが運

一角には、子どもたちが安心して走り回れ

営する保育 園。生 後 4 ヶ月から2 才児を対

るようにウレタンマットを床に敷いています。

象にした、定員 30 名の小規模な保育園です。

また、ハイハイしたり、もぐったりと多様な動

理事長の熊田光男先生は、園内のあそび場

きを促すソフトブロックの「タイニートット」や

のスペースが限られていることから、
「どうに

体のバランス感覚を養う「ボブルス」など、軽

かして子どもたちが体を思いきり動かして遊

量で持ち運びが簡単な遊具を配し、別の用途

ぶことができ、成長と発 達を健やかに促す

で部屋を使う際は端に寄せられるように、柔

環境をつくれないか」と考えていました。

軟に変化できる環境づくりを考えました。

そんななか、遊具は娯楽のためのおもちゃ

これまで 登 園 後、ぐずっていた子どもも

ではなく、子どもの発 達に大 切な道 具だと

減って、みな一目散にあそび場へ向かうよう

考えるボーネルンドの理 念を理事長 先生が

になり、クライミングでは「もっと上に登り

知って共感したことがきっかけとなり、同園

たい」というチャレンジ精神も見られるなど、

とともにあそび環境を開発することになりま

あそび環境が子どもたちの体だけでなく、内

した。そして、室内の限られたスペースを有

面にも変化をもたらしているようです。

壁面を利用した「クライミングウォール」
。

らリラックスして遊ぶことができます。

「見守る」から「一 緒に遊ぶ」へ

子ど も用のイスに 座って、指 先を
使ってじっくり遊ぶコーナーもある。

「雨天でも遊ぶことができる親子のための居
場所がほしい」という子育て世代からの声を

管理者の石井立也さんは、オープン時と現

取り入れて生まれた室内あそび場です。これ

在では「親子のあそび方に変化が起こった」

まで自治 体や企業とともに、街の活性化や

といいます。
「オープン当初は子どものあそび

空きビルの再生を図るためにボーネルンドが

を見守っていた保護者も、次第に一緒に遊ぶ

提案してきたあそび 環境の評価を受けての

ようになり、あそびを通じて子どもの成長を

DATA :

設置となりました。

感じている姿も見られるようになりました」
。

住所：愛知県名古屋市守山区竜泉寺2-301
面積：72 ㎡ オープン：2016 年 3月

そして、JR 小山駅直結のロブレビル内５階

ほかにも利用者から、
「親子連れの姿が増

の1,980 ㎡もの広 大なフロアを使 用し、乳

え、子どもたちの声がよく聞こえるようにな

幼児からシニアまで3 世代の家族が 一 緒に

り、駅前が 明るくなった」
「3 世代で一 緒に

のびのびと遊べる環境を目指しました。あそ

遊ぶことができて嬉しい」
「市が運営サポー

び場中央には、360°どこからでも飛び込む

トしているので、低価格で利用できる」とい

ことができる巨大なボールプールを設置。周

う声もあがっています。

囲には、子どもの発 達に合わせて遊べる静
と動の多様なコーナーを配置しました。

お買い物ごっこ遊び用の家具を配置。

ソフトブロックは軽量なので、容易に移動できる。

同施設では、
「子どもにとっては成長の場、
保護者には子育てが楽しいと感じる場にな
れば」と願い、さらに市民に愛される居場所

ズランドおやま」。栃 木県 小山

そび場「ベビーゾーン」は、他のコーナーと閉

になるよう、今後も大切に育んでいきたいと

市 が 運 営をサポートしてい る

そく感なく仕切り、あそびを提案するスタッ

考えているそうです。

子育て支援の発信拠点です。

フが目をかけてサポートすることで、安心・
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１日のうちで多くの時間を過ごす保育園や

安全な空間の環境と人的環境に守られなが

そのなかで、乳幼児をもつ親子のためのあ

64

床や壁面スペースも有 効に活用

「キッズランドおやま」もまた、商業施設が
撤退した空きビルの活性化を図ることを機に

乳 幼児も
安心して遊べる
3世代 交流の場

効に使って、さまざまな工夫を凝らしたあそ
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ねんねの頃

ラトル

ラトル

はじ めての あ そ び
ち んは

生後 3

って自

の

案された

まえ

なあそび道具を用意してあ まし

う。さまざまな

でつくられた、

れるたびに新たな発

に合わせて触

ができる遊具がおすすめです。

を

テディベア・ ェーン

ポリプロピレン

4. 0 ヶ月頃～
5. アンビトーイ
6. イギリス（中国製）

運びやすい
が

しやすい

で

りやすく口に

、 んの少し動かすだけでやさしい

1.RP8888WB
2. パッケージサイズ：

こえるラトルがおすすめです。
「もっと触り

たい、もっと

くで

たい」という

ち んの

18 11 11cm
、ポリプロピレン
3.ABS
4.3 ヶ月頃～
5. ハリリット
6. イスラエル

心に応えます。

動きのあるあそび

ベビーカーやベッドに取りつけられ
る手遊びトイ。赤ちゃんがつかむと
くるっと回転します。カラフルなク
マを見つめたり、動きを目で追うこ
とで、赤ちゃんの視覚も刺激します。

1.AM31106J
2. 全長：約 45cm
、ゴム、ポリエステル、
3.ABS

えるようになると、 え

ばして触るあそびがはじまります。

そんな時期には、

しやす

く持ちやすいデザインなど、 ち んの発達を
て

たものに

りの世界

っていきます。口に入れても安全で、

を過ぎて目が

ドーナッツのようなリング
状 の 音あ そび セットです。
「色」
「音 色」
「動かし方」
が異なる4 種がそろい、赤
ちゃんがその日、その時の
気分でお 気に入りを選ん
で遊べます。

（イスラエルまたは中国製）

ベ ー ル ール
くま

ねんねの頃
って過ごす生まれたばかりの

いる空間では、静かで心が
とが大切です。

ち

ち んが

く環境を保つこ

ると目に入るモビールや ッ

ドサイドのアクセサリー、大人がすぐそばで
ことができる ット、 やかな
を用意することで、

を安

る

のものや心地よい
させ、 感の発達

ボートのプレイ ム
生まれてから半年間は、ほ
とんどの時間を寝て過ご
す赤ちゃん。安心できる自
分の「場」が必要だからこ
そ、プレイジムは大切な存
在。成長に応じてさまざま
な使い方もでき、あそびも
広がります。

1.SG40890
2.75 52 55cm
3.E A、ナイロン、ポリエス
テル、PET

4.0 ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

1. SG40357 SG49310
2. 全長：21cm

ベ ー ラカス 各

1.RP36636
2.10 5cm
小さな手にも握りやすく、3.ABS
4.6 ヶ月頃～
音 の 響き がよいマラカス。5. ハリリット
振ると動くビーズを見ても 6. イスラエル（イスラエルまたは中国製）
※色は選べません
楽しめます。

全長：15cm

3. ポリエステル、ナイロン、
ABS
4. 0 ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

ィ ー・ファーガソン
モ ール

ミュー カルモ ール
ラシュートベア

視覚が未発達な赤ちゃん
に とって、コントラスト の
強い色合いが もっとも見
やすいとい われています。
そこで、白と をデザイン
に用いて「見るあそび」を
応援します。

まだ 視 覚 が 未 発 達 な 赤
ちゃんは、まず音でまわり
の世界を探 します。やさ
しいオルゴールの音とかわ
いい動物たちに、赤ちゃん
は安心して新しい世界に
興味を持ちはじめます。

1.MAN212810
2. アームの長さ50cm
、ポリエチレン
3.ABS
4.0 ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

1.SG40050
2. 高さ70cm 組立時）
3. コットン、ベロア、ポリプロ
ピレン、マイクロファイバー

4.0 ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

1.MAN200980
スクイッシュ
2. 直 16cm
カラフルな木とゴムひもからなる不思 3. カバの木
議な形の手遊び道具。ぎ っと握ると 4.0 ヶ月頃～
かたちが変わり、離すと元に ります。 5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（タイ製）

プレイネスト・
ファーム
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ォバル

1.MAN213570
2.12.7 12.7cm
触 れ たり、指 をか けると、3. ゴムの木、アルミニウム
ゴロンゴロンとあっちに行っ 4.3 ヶ月頃～
たりこっちに行ったり。
5. マンハッタントーイ
の音を らしながら転が 6. アメリカ（タイ製）
7. 約130
る木製遊具です。

1.

SG41173

SG41968

SG41170

2. 全長：21cm
全長：12cm

全長：14.5cm
コントラストの強い「水
柄 」や「ストライプ 柄 」で、3. ポリエステル、ABS
握る場所や触る場所をガ 4.3 ヶ月頃～
5. シギキッド
イドしてくれる 製ラトル
6. ドイツ（中国製）
です。赤ちゃんの顔の前で
音を出して振ることで、追
視・首 す わり・手 伸 ばし
を促します。

1.GT3200339
2.37 28 7cm（中央くぼ
38cm、深さ

15cm）

3. ナイロン、ポリアセタール、
ポリエステル、 （コットン）

4.0 ヶ月頃～
5. ガルト
6. イギリス（中国製）

※ハリリット社製品は工場移転にともない、入
（製造国のご指定は受けかねますので、
ご
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1.RP35940
2.6cm
立体の水 模 様は、触 覚 3.ABS
4.3 ヶ月頃～
への刺激になり、滑り め 5. ハリリット
効果も。握って振ることで、6. イスラエル（イスラエルまたは中国製）
ビーズの音を楽しめます。 ※色は選べません

かえるのラトル
ぞうのラトル
きりんのラトル

浮き輪 型のチューブの空
気を調 整しながらふくら
ませて使います。さまざま
な素材の違いや音の仕掛
けを、触って楽しめます。

み部分：直

エッグシェーカー 各

お散歩へ行こう

を します。

ひつじ

デリケートな にも安心
なやさしい 地のオルゴー
ル。聴 覚 が 視 覚より発 達
している赤ちゃんに、オル
ゴールの音は心地よく、安
心感を与えてくれます。お
出かけにも使用可能です。

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

日中

手・指先遊び

を

感のすべてを

4 の あそび
ドーナッツ

はじめてのあそび道具

第２章 ｜ 乳 幼 児 のため の 遊 具

時期により製造国が異なります。
ください。）
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プラスチック製 遊 具

プラスチック製 遊 具

プラスチック製遊具
アンビ・トーイ社のプラスチック
との

ち んの

遊具は、3

とその時期の

ご

的な行動を

れた

と

度に優

前に転がすと、コロコロと
赤ちゃんのもとに ってき
ます。動きを目で追いなが
ら、ハイハイやあんよを促
します。

1.AM31148J
2.13 12 13cm
3.ABS
4.10 ヶ月頃～

1.AM31082J
2.19.5 16.5 4.5cm
3.ABS
4.3 ヶ月頃～

を主原料にしているので、お気に入

りの遊具を安心して長い期間ご利用いただけます。

ック ン
ボール に 乗ってい るピエ
ロがどんなに球を転がし
ても落ちることのない、ユ
ニークな起き上がりこぼし。
少し離れたところへ 転が
せば、
「ハイハイ」や「あん
よ」の応援にも。ボールが
2 色になっているので、動
いていることが目で見てわ
かりやすくなっています。

1.AM31154J
2.9.6 14.7 10.6cm
3.ABS
4.10 ヶ月頃～

動きのあるあそび

5. アンビ・トーイ 6. イギリス（中国製）

テディ・トリプル・
ティー ー

ツイン・ラトル

ックブ ック
手 遊 び がはじまった頃に
試したい 動きが そろって
います。かたちや色合わせ、
鍵 で を開 閉することで、
手先の器用さを養います。

1.AM31133J
2.15 8 3cm
3.ABS
4.6 ヶ月頃～

1.AM31151J
2.14 13 14cm
、ナイロン、
3. ABS
ポリプロピレン

4.1 頃～

1.AM31130J

ック・アップ・ガレー

2.14.5 8 3.5cm
、ポリエチレン、
3.ABS
4.3 ヶ月頃～

ひまわりラトル

ベ ーカー

顔部分を回して「いないい
ないば 遊び」が楽しめる、
ビーズ入りラトル。回せる
や、 固めとして使用
で きる 葉 部分など、指 先
や手の動きも促す仕掛け
がいっぱいです。

車体を手で動かすと目が
上下にキョロキョロとユー
モラス に 動 き ま す。頭 の
赤いボタンを押せば「プッ
プー」とクラクションが
気に る、シンプルさにこ
だわった手遊び用の車で
す。

1.AM31127J
2.17.3 8 4.4cm
、ポリプロピレン
3.ABS
4.6 ヶ月頃～

テディ・
ーラ ンド

をはじいてベル を ら
す、ダイヤルを回すと色が
変 わ るなど6つの 仕 掛け
を楽しめます。くり返し遊
ぶことで目と手の協 応 動
作と「原因と結果」の理解
を促します。

大きな 色いボタンを押
すと、クマがグルグルと回
転します。
「ここを押すとク
ルクル回るんだ 」という
経 験から、因 果 関 係 を理
解していきます。

プロピレン、PET、鉄
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1.AM31163J
2.16.5 19.5 16.5cm
、ポリプロピレン
3.ABS
4.10 ヶ月頃～

フィッシュ・
ホイール

ひ もを引けばしっ と首
を振り、音を らして歩き
ます。一緒に連れて歩きた
くなるかわいいプルトーイ
が、赤ちゃんのあんよを応
援します。

上 から水 を入れると、水
の いによって がゆっ
くり動いたり、速くなった
り。想像力と発見力を引き
出してくれる水場のあそび
道具です。 裏面には吸盤
が あり、壁 に ったりと
くっつきます。

1.AM31211J
2.24 13 15cm
、ナイロン、ポリプ
3.ABS

1.AM31205J
2.13 10 10cm
3.ABS
4.6 ヶ月頃～

アクティ ティー
ケース

4.6 ヶ月頃～

ックス

ロピレン

1.AM31175J
2.16 21 7.5cm
、ポリプロピレン
3.ABS
4.1 頃～

4.1 頃～

ョコ ョコ
ボタンをハンマーでたたく
と、人 形が 飛 び出す仕 掛
け。目と手を一緒に動かす
ことを学べ、動きと作用の
関 係 を理 解して楽しく遊
べます。ボタンの色と同じ
色の人 形を出し入れしな
がら、色の認識にもつなが
ります。

1.AM31085J
2.20 28 14cm
3.ABS
4.1 半頃～

1.AM31079J
2.30 29 14cm
、ナイロン
3.ABS
4.1 頃～

お散歩へ行こう

赤ちゃんの好奇心や「できた 」と
いう気 持ちを満たす鍵 遊び や、
の色に合わせて同じ色の車を駐車
する、色の認識遊びが楽しめます。

ポリプロピレン

1.AM31103J
2. 約 22 23cm
、スチール、ポリ
3.ABS

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

ニコニコ笑 顔 の２つ の 星
がエンドレスにクルクルと
回り、自然と両手で持つ動
きを促します。

形・材質・模様が違った３
種類のお 服部分は、
「柔
らかい やや柔らかい
い」という構成となって
いるので、さまざまな感覚
が楽しめます。クマの顔の
部分は、振るとビーズの音
が楽しく ります。

手・指先遊び

もとにつくられたあそび道具です。発達に合わせた
あそびが体験できるのはもちろん、発

ハンプティ
ダンプティ
ーラー

小さな手でも簡単に持ち
やすい、か わいいお の
形。両面についたミラーは
割れない素材でできてい
るので 安心して遊ばせら
れます。 に映った自分の
姿をながめて、不思議に感
じたり、お話をして楽しむ
ことができます。

はじめてのあそび道具

ベ ーミラー

ベ ーカ ラ
ボタンを押すと、 になっ
たレンズのフタがクルンと
開いてお人 形が 顔を出し
ます。赤ちゃんは、周りの
大 人が驚く顔が 楽しくて、
何度もくり返して遊びます。

1.AM31145J
2.12.5 8.5 7cm
3.ABS
4.1 半頃～
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布製遊具

布製遊具

布製遊具
お座りができるようになると、

を

ったあそび

ができるようになり、さらにあそびの

が広がりま

なる感触が楽しめる
まる時期の

などさまざ まな

遊具は、 遊びがはじ

ち んに新たな発

のきっかけを与

えてくれます。

アメリカの遊具メーカー、マンハッタントーイ社の「ウィマー・
ファーガソン」シリーズは、
「生まれて間もない赤ちゃんがどの
ようにものを見て、どのように視力を発達させていくのか」と
いう赤ちゃんの視覚の発達を40 年にもわたって研究し、開発
された遊具です。色のコントラストや輪

のはっきりしたもの

の方が見えやすい赤ちゃんのために、白

の模様や曲線・

どこでも あそび
さかなのおやこ

どこでも あそび
カンガルーのおやこ

ピュ と る や 固め、
触るとパリパリ る
、
小さい を引っ るとブ
ルブルと震 えるなど、手
遊びがはじまった頃の赤
ちゃんの好奇心を刺激し
ます。

パリパリと音が るしっ
や、 固め、引っ るとブ
ルブル震えるお のポケッ
トの子カンガルーなど、ワ
クワクする仕 掛け が いっ
ぱいの いぐるみです。

1.SG40101
2. 全長：27cm
3. ポリエステル、PE、PET、

1.SG40104
2. 全長：26cm
3. ポリエステル、PE、PET、
ABS

何学 模 様を用いてデザインされ、赤ちゃんの「視る力」の発

ABS

、E A、PU

4.3 ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

、E A

動きのあるあそび

4.3 ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

達を応援します。

手・指先遊び

す。ツルツル、モコモコ、フ フ

ウィマー・ファーガソンシリーズ

はじめてのあそび道具

COLUMN

お のいない・
いない・ば あそび

ィ ー・ファーガソン
ハン ングトーイ
「まる・さんかく・しかく」

クリップ：7cm

3.ABS

、E A、ポリエステル、

ポリプロピレン、PET

4.3 ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

ィ ー・ファーガソン
アクティ ティブック
はっきりとした色使いと図柄の
絵 本には、めくったり、ひっぱった
りと手遊びの仕掛けがいっぱい。両
サイドのリボンで、ベッドやベビー
カーにつけることもできます。

1.MAN210510
2. 折りたたんだ状態：
約15 15 7cm、
広げた状態：約15 58cm

3. ポリエステル、PET
4.3 ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

1.SG40887
2. 全長：14cm
3. コットン、ポリエステル、

アニ ル・トレイン

PET

製の電車に3 の動物を乗せて
引っぱるプルトーイ。動物はそれぞ
れビーズや の音が り、取り出し
てごっこ遊びも楽しめます。

4.6 ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

1.SG41083 2.14 48 23cm
3. ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、木
4.6 ヶ月頃～ 5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

お散歩へ行こう

、 、ブルブルの振 動など、異な
る 機 能 がついた3 種 のハンギング
トーイです。リングをべビーシート
などに取りつけて楽しめます。

1.MAN210490
2. 全長：22cm、 固め：5cm、

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

パリパリ る仕掛けのてん
とう虫の の部分をひっく
り返すと、お に変身。い
ないいないば 遊びや手
遊びが楽しめます。

ィ ー・ファーガソン
プレイ ット
うつぶせ が できるように
なった頃におすすめのマッ
ト。顔を持ち上げて遠くか
ら見て楽し む 絵 や、手 遊
びの 仕 掛けがたくさんあ
ります。

ィ ー・ファーガソン
ソフトブ ック
いろいろな手触りの 地を使った、
丸・三角・ 角の 製ブロック。い
ろいろな音や素材などに出合うこ
とができ、お座りが上手にできるよ
うになった頃におすすめです。
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1.MAN201480
2.31.5 10.5 10.5cm
3. コットン、ポリエステル
4.6 ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

1.MAN210470
2. 本体：81 81cm

ちゃんブ ック

パッケージ：29 32
11cm

3.ABS

アニ ルボーリング

積むだけでなく絵柄で数や模様遊
びもできます。
積みやすいようにビー
ズのおもりがあり、転がすと の音
が るピースも。 製なので、投げ
たりぶつかったりしても安心です。

、E A、ナイロン、

ポリエステル

4.3 ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

1.SG40056
2.17 32 8cm、キューブ：5.5cm 角、円 ：
直

5

高さ10.5cm

3. コットン、マイクロファイバー 4.6 ヶ月頃～
5. シギキッド 6. ドイツ（中国製）

あそび 本
ボールはどこへ？

ファースト
ペットブック

シギキッド社

ひもでつながれたボール
を隠して「どこに行ったか
な？」など、お話をしなが
ら読み進められます。
「～
のうしろ」など位 置 関 係
を示す言葉を自然と使え
るようなことば 遊 びにも
ったりです。

動物のお家にはフィンガー
パペットを出し入れできる
ポケット付き。語りかけが
自然に生まれるアイテムで
す。パペットだけでも遊べ、
お座りができるようにな
ると、自分で出し入れする
あそびも楽しめます。

150 年以上の歴史を誇るドイツの

1.MAN208160
2.17.5 17.5 3.5cm
3. ポリエステル、P C
4.6 ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

1.GT1004363
2. 絵本：13 14cm、

振るとビーズのやさしい音が る動
物のピンは、ラトルや いぐるみと
しても遊ぶこともできます。遊び方
の工 夫次 第で赤ちゃんから5 才頃
まで幅広い年令で活躍します。

1.SG49520
2. ピン：約 8 21cm、ボール：9cm
3. コットン、ポリエステル
4.1 頃～ 5. シギキッド
6. ドイツ（ベトナム製）

いぐるみメーカー「シギキッド

社」は、
「子どもに与えるものは、最高の品質でデザイン性にも優れ
ていなければならない」という理念のもと、上質な生地で細部にま
でこだわった

製品を製造しています。にっこりとした動物の笑顔

が描かれ、やさしい

触りや色使いの遊具は、世界中の親子から

愛されています。

パペット：8cm

3. ポリエステル
4.0 ヶ月頃～ 5. ガルト
6. イギリス（中国製）
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木製遊具

木製遊具

った 時 に 感 じ る
触りや

りの

の

ち んに新

2.7 8 6cm
3. カエデ
4.1 半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

できる、長年楽しめる遊具を紹介します。

のおきあがり
こ し
デザイナーのホイテック・バ

ト作品」を目指し、子どもの色彩感覚、空間認識、創造性などを刺
激するデザインの遊具を開発。遊びながら学びや感性を刺激する
デザインを追求する一方で、遊具の中に1カ所は無

のままの部

分を残して自然の温もりを感じるきっかけづくりをするなど、 所
にこだわりが感じられる木製品をつくり続けています。

の ートル

ライトブルー
レン

ナ ュラル

のクル

お に 入ってい るお もり
が 不規 に移動。前 後に
揺れるだけでなく、大きく
うなずいたり、急に まっ
たり、不思議な動き方をし
ます。転がして追いかけて
楽しめます。

1.

ナ ュラル

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

によって1993 年に設立されました。
「はじめて触れるアー

動きのあるあそび

ポーランドにあるバヨ社は、建築家

BAJ27030
BAJ27010

の遊 具と合わせたごっこ遊

バヨ社
ヨール

1.

遊び

1.BAJ49610J
2.12.5 25 8cm
3. ブナ、カエデ
4.1 半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

手・指先遊び

味を持つ

子どもたちの好 奇心を刺
激するユニークなデザイン
と色使い。転がして、やさ
しい手触りを楽しめます。

なる

遊具は、

を与えてくれます。お座りの時期の

から、積み木などの
びまで発

もり や、木 に よって

いを楽しめる木

のさまざまなものに
たな

をはこぶトラック
付属の小さな木製カーを2 台のせることが
できる、大きなトレーラーカー。上部を後
ろにスライドすると、そのまま車が地上に
走り出す仕掛けになっています。

ンク
ープル

木製遊具

はじめてのあそび道具

プッシュトーイ
のようせい

のバス

イエ ー

BAJ21550B
BAJ21560

2.13 8 6cm
3. スチール、ブナ
4.1 頃～ 5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

1.

BAJ43710LB
BAJ43710O

のダックスフント

BAJ43720
BAJ41510Y

2.

6 9.5 5cm
7 12 5cm

お散歩へ行こう

安全性を考慮した丸みを
びたかたちと、木製なら
ではの温かみのある手触
りは、はじめての車遊びに
最適です。シンプルなデザ
インで、想像の世界が大き
くふくらみます。

3. ブナ、カエデ
4.1 頃～ 5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

の消
の

木目が 美しい丸みを び
たデザインは、小さい手に
もしっかりなじみます。
は前後に動かせる仕掛け
になっています。

木の質 感がしっくり手に
なじむ木製の
車と
急 車。シンプル な が ら も、
働く車 の イメージ をわか
りやすく表現し、想像遊び
や ジオラマ遊 び を 促しま
す。

1.BAJ21220
2.10.6 19 7.6cm
3. チェリー
4.1 半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

1.

BAJ41810
BAJ44310

2.

8.5 13 5cm
12 7 5cm

3. ブナ、カエデ
4.1 頃～ 5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

うさぎのプッシュトーイ（ ）
うさぎのプルトーイ
転がすと、うさぎが跳ねるように動きます。
ハイハイの時期は目の前で引っぱり、追い
かけるきっかけになります。

1.

BAJ25090W
BAJ25080P

2. 11 6.5 7.5cm
13.5 20 8.4cm

3. カエデ
カエデ、 毛フェルト

4.1 半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）
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ーズカー

（ナ ュラル）
丸みを び、スリットのあ
る形 状は、子ど もが 握り
やすく、はじめて自分で動
かす車に ったりです。す
き間から指を入れるとビ
ーズがはじけ、指先を使い
ながら楽しく遊べます。

1.BAJ49320
2.13 8 6cm
3. ブナ、カエデ
4.1 頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）
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手・指 先 遊 び

手・指 先 遊 び

・
指

を

盤

先遊び
うあそびは、
「つまむ」「

さの

遊びにもつながります。まだ口にものを入れ
の

応動

プルトー イとか たち合 わ
せが 楽しめる遊 具。ひ も
を引くと連動してクルクル
回るボックスは取り外すこ
とができ、かたち合わせや
転 がし遊 びなど、成 長 段
階に合わせてあそびがス
テップアップします。

、 、 、大き

る遊具を

って

楽しみまし う。

正しい色合いで並ぶ木製ピース、 体

1.JT1400
2.24 10 19cm
3. スチール、ブナ
4.1 頃～ 5. ジョイトーイ
6. オランダ（オランダ製）
7.850g

ファニー

を施し発色がよ

く色あせないワイヤー、ブナ材を使用した美しく滑らかな

ステルカラーの
スタッキング

たての動きが多く、正面から
見ると顔のかたちをしている
ユニークなデザイン。

触

りの土台、ワイヤーをひっぱる強度チェックなど、一つひとつの
工程を丁寧に仕上げ、
安心して楽しめる遊具づくりを行っています。

ャン

のアバカス 10
1 ～ 100ま で の 数 の 認
識を促すことができます。
ビーズを移動しても見やす
く、数を数えはじめた子ど
もに ったり。ビーズは5
つずつ、4色に色分けされ
ていて、5のかたまりを目
で見ながら確認できます。

の開いた 木のブロック
の 大きさを見 な がら、
番に重ねていきます。手の
ひらサイズのパーツを積み
な がら、色や 大 きさの 違
いを学べます。

1.BAJ39350
2. パッケージ：10 16 11cm
3. カエデ
4.1 半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

1.BAJ38610
2.30 34.5 11cm
3. ブナ
4.2 頃～ 5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

お散歩へ行こう

1.JT1420
2.24.5 11 19cm
3. スチール、ブナ
4.1 頃～ 5. ジョイトーイ
6. オランダ（オランダ製）
7.950g

4.1 頃～
5. ケルチェッティ
6. イタリア（イタリア製）

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

自の技術を活かしながらルーピング遊具を製造しています。規

ポリプロピレン

4.1 半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

動きのあるあそび

オランダのジョイトーイ社はもともとワイヤー製作会社で、独

1.QR0270
2. 直 33 高さ12cm
、ポリエチレン、
3.ABS

ブナ

フリズル
ビーズの種 類が 最 も多く、
赤 いらせん 状 のワイヤー
が 特 徴的な、やや複 な
デザイン。

ジョイトーイ社

大きな
のある5 種 類
のピースは、小さな手でも
つかみやすく、ストレスな
く積んだり したりするこ
とができます。積み重ねな
がら、かたちや 色の 分 類
遊びもできます。

1.BAJ37840
2.22 15.5 19cm
3. カエデ、カバの木、はんの木、

は、ピースがバラバラにならないルーピン

グや、大きめのピースをはめたり重

ベ ーブ ック
デイ ーボックス

手・指先遊び

しながら、目と

カラフルプルトーイ

ゆるやか なカーブと大き
めのビーズ。最もシンプル
なデザイン。

1.JT1500
2.22 10 20.5cm
3. スチール、ブナ
4.6 ヶ月頃～ 5. ジョイトーイ
6. オランダ（オランダ製）
7.750g

かい

動きを
る年

の

す」などの

スクィード

はじめてのあそび道具

第 2 章 ｜ 乳 幼 児 のため の 遊 具

ン

ビーズの 動 き が ジェット
コースター のように 流 れ
る、複数人で遊べるデザイ
ン。体の動きも大きくなり
ます。

1.JT3300
2.38 32 26cm
3. スチール、ブナ
4.3 頃～
5. ジョイトーイ
6. オランダ（オランダ製）
7.1.7kg

ワイヤーをひっぱる強度チェックなど、1点ずつ丁寧に製造を行っています。

キッズコーナー
赤ちゃんから幼児まで 発
達に応じたル ーピング 遊
びを楽しめるプレイテーブ
ルは、教育・保育の場はも
ちろん、病 の 待 合室に
も最適です。

1.JT9010
2.83cm（高さ） 67cm（直 ）
3. ブナ、スチール
4.2 頃～
5. ジョイトーイ
6. オランダ（オランダ製）
7.20kg
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正面から見たかたちが左
右対称。２人で向かい合っ
て、同時に遊べるデザイン
です。

1.JT3200
2.48 18.5 36.5cm
3. スチール、ブナ
4.2 頃～
5. ジョイトーイ
6. オランダ（オランダ製）
7.2.3kg

はじめてのボール転がし
組立時の高さは、子どもの目線にちょう
どよい 60cm 。ビーズ入りやカラフルな
ボールが、ゆっくりとしたスピードで落ち
ていき、視覚や聴覚を使って楽しめます。

1.QR6502
2. 高さ60cm（組立時）、
直

4.5cm（ボール）

3.ABS
4.1 頃～
5. ケルチェッティ
6. イタリア（イタリア製）

バ の ーブルラン 3タ ー
3つのタワーの間をレールでつなぎ、好
きな 配を決めて、オリジナルのコース
をつくることができます。転がる様子が
よく見えるので、くり返し試したくなりま
す。

1.BAJ99710
2. パッケージ：14 9.2 5cm、
直

3cm（ボール）

3. ブナ、カエデ、シリコン
4.3 頃～ 5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）
7.2kg
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歩く・乗る遊 具

歩く・乗る遊 具

動きのあるあそび
一つひとつの動きを体得していく乳幼児期。この時
す。できるだけいろいろな体の動きを体験できるよ
うにしてあ

まし う。自

の体を

ロールすることができるようになる
活動への意

い

りにコント

びは、さらなる

につながります。

ビッグ社のボビーカー

歩 行 が はじまる1 半 頃
からの「もっと歩きたい 」
という意 欲をかきたてる
プッシュトーイ。
3色のバー
が木にあたり、動かすごと
に カラコロと 楽しい 音 色
を奏でます。

ドイツで子ども用の乗用遊具をつくり続けている「ビッグ社」

1.BAJ22210
2.65 14 10cm
3. カエデ、ブナ
4.1 半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

ルが方向転換しすぎない仕様など安全面にも配慮されています。

は、1923 年創業の老舗メーカーです。なかでも1972 年に誕生
したボビーカーは

安定して座って足を蹴りだしやすい構造でありながらも、ハンド
一体成型で強度が高く、複数の子どもたちが過ごすあそび場で
も抜

歩きはじめの時期は、一歩ずつ

に進む、足を っ

て進む、つかまって座りバランスをとるなど、自
の体を支えて動かすきっかけをつくることが
です。これからの

要

日を支える「体をつくる」遊具

1.BAJ24510
2.58 17 10cm
3. カエデ、カバの木、はんの木、

をご紹介します。

ボ ーカー
クラシック
優れた耐久性と子どもの体にフィットする
デザイン、操作性を追求した乗りやすさで、
世代を超えて愛される乗用遊具です。

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

タイヤが回ると、6 枚のカ
ラフルな びらがパッと開
きます。動かすたびに、見
た目と動きの変化があり、
「何でだろう？」
「動かした
い 」という子どもの好奇
心や 欲 求 を満 たしてくれ
ます。

の耐久性を誇ります。
動きのあるあそび

プッシュトーイ
レインボーフラ ー

歩く・乗る遊具

計販売台数 1,800万台を誇る、世界各国の

家庭や教育現場で使用されている乗用遊具。小さな子どもが

手・指先遊び

期の運動は、その後の心身の発達に大きく影響しま

プッシュトーイ
カラフルラトル

はじめてのあそび道具

第２章 ｜ 乳 幼 児 のため の 遊 具

1.BG1303
2. パッケージ：31 59 27cm
3. ポリプロピレン、高密度ポリエチレン
4.1 半頃～
5. ビッグ
6. ドイツ（ドイツ製）
7. 本体：3.6kg（耐 重：50kg）

お散歩へ行こう

ブナ

4.1 半頃～ 5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

ベ ー ォーカー

プッシュトーイ
ダック

前輪が後輪より大きく、安
定感があり、滑りにくく重
な構造なので、安心して
つかまり立ちやあんよの
練習ができます。ごっこ遊
びまで幅広く活躍します。

51 25 38cm

ッキングホース
良 質 な ブナ 材 を 使 用 し、
長く使 える耐久性と伝 統
のスタイル を 受 け 継ぐ シ
ンプルなデザイン。セーフ
ティガードは取り外しがで
き、お座りが安定した頃か
ら5 才 頃までと幅 広 い 年
令で楽しめます。

1.GE2931
2. パッケージ：
33 90 31.5cm

3. ブナ
4.1 頃～ 5. ゴイター
6. ドイツ（ドイツ製）
7. 本体：5.6kg
（耐

PLAYSCAPEカタロ�_076-081_CS6.indd 76-77

1.HP6721
2.43 102 38
3. ポリエチレン
4.3 頃～
5. ダントーイ
6. デンマーク デンマーク製）
7. 本体：2.5kg（耐 重：約 68kg）

1.BAJ21910
2.60 17 17cm
3. ブナ、セイヨウカエデ
4.1 半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

3. カエデ、カバの木、ブナ
4.1 頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）
7.4.5kg

重：20kg）

ニ

屋外・室内どちらでも使え、いつでもシー
ソー遊びが楽しめます。幅広な形状でひっ
くり返りにくく安心して遊べます。丈夫なプ
ラスチック素材で耐久性に優れ、容易に汚
れを落とすことができ、お手入れも簡単で
す。

押して歩くと、アヒルの
がパタパタと動きます。愛
らしく動くアヒルがまるで
応援をするように、歩く練
習をする子どもたちを先
導してくれます。

1.BAJ73110J
2. パッケージ：

76

ゆらゆらシーソー

スイング
ゆりかごのようにやさしい
前後の揺れが特長の木
です。本体が動かないよう
に、床と接する面には滑り
めがついており、床を
つけません。

1.GE2951
2. パッケージ：
33 90 31.5cm

3. ブナ
4.1 頃～
5. ゴイター
6. ドイツ（ドイツ製）
7. 本体：8.35kg
（耐

重：20kg）

カポコ
ア
アカ
キイ
手でひ もを引っぱりなが
ら、足を前に出すという2
つの動きを同時に行うこ
と で、バランス 力 や 力、
手と足の協応動作を促し
ます。使った後は、重ねて
コンパクトに収納できます。

1. HP6723-B

HP6723-R

HP6723-Y

2. 高さ：19cm、ひもの長さ：
約 50cm 3. ポリエチレン
4.3 頃～
5. ダントーイ
6. デンマーク デンマーク製）
7. 耐 重：約 50kg
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ボブルス

ボブルス

ボブルス
デン ークの

学

が室内用の体遊び道具と

カーブに沿って歩く、アー
チ 部分を下にして揺れる
など、さまざまな 動 きの
体験を通して交差運動や
バランス感覚を育みます。

り方・動

します。乳幼

の発達を支える、 ばい・ハイハイ
・

歩く・ ャンプ・バランスの つの動きを体 験でき、
遊びながら体を動かすきっかけをつくります。

1つのブロックでも、 ・横、上下など向きによって異なる動きを楽
しめます。子どものアイデアを最大限に引き出すデザインが特長です。

1.BO01024 色品番
2. 約31 54 24cm
3.E A
4.6 ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7.2.5kg

安 ・安心な素
環境ホルモンを含まない環境に優しい E A 素材を使用。軽くて耐久
性も抜 。室内で使っても音が響かず、丸洗いもでき衛生的です。

すべらない・くずれない

222

444

666

ピンク

ブルー

グリーン

パープル

カラー

キン

動きのあるあそび

子どもが れた足で乗ってもすべりにくく、またブロックを積み上げ
た時にも、くずれにくい E A 素材です。

111

手・指先遊び

き方によってさまざまな動きを生み
児期の運動機

ゾ

あそびの多様性

して開 発した「ボブルス」は、 き方・

はじめてのあそび道具

特長

サカナ

1.BO45024 色品番
2.11 26 24cm
3.E A
4.6 ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7.500g

1.BO05024 色品番
2. 約30 30 24cm
3.E A
4.6 ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7.1.7kg

111

222

444

666

カラー
ピンク

ブルー

グリーン

パープル

111

222

444

666

ピンク

ブルー

グリーン

パープル

カラー

ニ
HINT

あそびのヒント

ベビー

動
うつ せで
ってみよう

幼児期

まず は チキン やゾウ、
ワニの上にねそべっ
てみよう。首や 背 筋
などの発達を無理な
くサポートし、視界と
好奇心を広げます。

78
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たくさんの種類のピースを
並べて、自分で考えたコー
スをつくり、わたってみよ
う。空間認知力も育みます。
111

222

444

666

ピンク

ブルー

グリーン

パープル

カラー

発 に合わせて
動いてみよう
上にねる、乗る、のぼ
るだけでも、うつ伏せ
からハイハイ、立 つ・
歩く、ジャンプ、バラ
ンスをとるなど 発 達
に合わせた体遊びを
無 理なく楽しむこと
ができます。

コース くり

学童期
組み合わせて
遊 う
ワニ とチキン、ゾウとチキ
ンなど、2つ のピースを 組
み合わせて遊んでみよう。

アリクイ
（4

コースをつくる、テーブル
とイスにするなど 複 数個
のパーツを並べてあそび
が広がります。底面に丸み
がある内側ブロックは、揺
れる動きを生み出します。

1.BO50024 色品番
2. 約18 59.5 24cm
3.E A
4.6 ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7.1.8kg

1.BO81024 色品番
2. 約 41 48 24cm
3.E A
4.6 ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7.4.5kg

111

222

444

666

ピンク

ブルー

グリーン

パープル

イモムシ

ドーナッツ

丸みが ある面を底にして
座 ると、ユラユラ動きます。
横 にしてまた が る、ね そ
べって転 が ることで 全 身
を動かすきっかけをつくり
ます。

上に乗って揺れて体 幹 を
刺 激 する、空 気 を入れて
床で弾ませる・転がすなど、
弾力のある素材を活かし
て体遊びを促します。

1.BO60040 色品番
2. 直 ：30cm、高さ：39cm
3.E A
4.6 ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7.2.8kg

111

セット）

複 数個 並べた際のスター
トにも使 用できる、階 段
状のフォルム。ステップや
ひっくり返してつくった
道を歩くことで、 力や足
首の柔軟性を育みます。

カラー

222

444

666

カラー

1.BO50 色品番
2.50 18cm
3.E A、プラスチック
4.3 頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（台湾製）
7.1.5kg

お散歩へ行こう

横に して両手で押す、体
の下に置いて乗るなど、転
がすことで動きを生み出
します。踏み台やイス、飛
び 石として使いやすい大
きさです。

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

うつ伏 せの赤ちゃんを上
にねかせたり、ハイハイや
ヨチヨチ 歩 きの高 低 差と
して使うことで、平らな地
面とは異なる体や筋肉の
動きを生み出します。

111

222

44

006

ピンク

ブルー

グリーン

パープル

カラー
ピンク

ブルー

グリーン

パープル
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タイニートット

タイニートット

タイニートット
乳 児 が 遊 ぶ ことを

提 に つ くら れ た「 タイニー

トット」は、適 度 な

さの高

を体 験できるように

されています。 い代は

安全性に
ができて

み、 面には
的に

り

めをつけるなど、

。 れても

く、コースの組み変えやお

に

き取り

づけも

14
4cm

き

フォーム

4.0 ～3 頃
7.10.46kg

手・指先遊び

る、くぐるなど多様な 動き

に

1.WE38483
2.216 144cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難 性ビニール、本体：高密度ウレタン

度 のウレタンで つ

くられ、ハイハイ、の
内

はじめてのあそび道具

タイニートット・
プラットフォームキット

です。
216

動きのあるあそび

cm

5. ウェスコ 6. フランス（フランス製）

タイニートット・ベンドキット

タイニートット・
ッグコーナーキット

1.WE38478
2.144 144cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難 性ビニール、本体：高密度ウレタン
フォーム

4.0 ～3 頃
7.4.86kg

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

1.WE38482
2.168 192cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難 性ビニール、本体：高密度ウレタン
フォーム

4.0 ～3 頃
7.11.9kg

お散歩へ行こう

m

4c

144

14
cm

タイニートット・
アクティ ティコース
キット
1.WE46639
2.168 168cm
（展開時必要スペース）

3. 表地：難 性ビニール、本体：高密度
ウレタンフォーム

4.0 ～3 頃
7.8.37kg

タイニートット・
リトルトンネルキット

タイニートット・
ッグ ェーブキット

1.WE51881
2.192 48cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難 性ビニール、本体：高密度ウレタン

1.WE38486
2.168 168cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難 性ビニール、本体：高密度ウレタン

フォーム

フォーム

4.0 ～3 頃
7.10.5kg

4.0 ～3 頃
7.24.18kg

ルドキット
コンストラクション
「動き」と「組み立て」を一
緒に 楽しめる、等 身 大の
ソフトブロックです。

1.WE24839
2.24cm 角（立方体）、48
24 12cm（長方形）
、直
24cm（円

）
、72 48

72cm（収納時）

3. 表地：難 性ビニール、本体：
高密度ウレタンフォーム

4.2 頃～
7.12.8kg
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赤ちゃんが 暮らす空 間 の 遊 具

パー テ ーション

ちゃんが
いた

やかな

したいもの。発 達にそくした

感を

切ることで、動きを っくりと身

につける乳児と活発な動きができる幼児が同じ空

い環

間で安心して過ごすことができます。プレイ ーテー

気になるように

具や、体を動かす道 具をそろえ、保育
と

に

機的に空間を

手・指先あそび

境を整え、 ち

パーテーション

らす空 間の 遊

ち んの時期の保育は、できるだけ家

はじめてのあそび道具

第２章 ｜ 乳 幼 児 のため の 遊 具

ションであれば、空間を 切るだけでなく、 ち ん

する遊

の目線の高さにあそびをつくり、外と中をつなぐ

である大 人

けがあるなど、発

わり合いながら安心して過ごせる環境をつくる

や動きを生み す環境もつく

ることができます。

道具をご紹介します。

動きのあるあそび

5. ウェスコ 6. フランス（フランス製）

（展開時必要スペース）

3. ビニールカバー、
ウレタンフォーム

4.0 ヶ月頃～
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製） 7.11.9kg

ストレー ・ キシ ット
たっ り遊 具を収 納できるボック
スが 4つもついた、プレイコーナー
用マット。１カ所で複数人が異なる
あそびを楽しめます。

1.WE39772
2.192 192cm（展開時必要スペース）
3. ビニールカバー、ウレタンフォーム
4.0 ヶ月頃～
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
7.16.7kg

バリアキット・ファンタ ー
コーナー・ ープン
壁面部分と組み合わせて、遊ぶス
ペースをつくるパーテーション。自
由に出入りできるオープンタイプ。

1.WE38168
2.124 219.5cm（組立時）
3. 高密度 維
7.55kg

バリアキット・ファンタ ー
コーナー・グリーン
や回転 など遊べる仕掛けがつ
いたパーテーション。 の内側から
外の様子が見えます。

1.WE38165
2.220 124cm（組立時）
3. 高密度 維
7.50.59kg

お散歩へ行こう

軽量のマットを敷き詰め、ソフトブ
ロック製の収 納ボックスを配置す
ることで、簡単に赤ちゃん用のプレ
イスペースがつくれます。スペース
に合わせて大きさとかたちを変え
ることができます。

1.WE39569
2.192 144cm

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

アシス・ ット

ベ ーシート・キット
ネスト
背もたれのあるベビーシー
トは、小さな子ど もたちの
空間として最適です。落ち着
いて絵本を読んだり、たくさ
んのあそび 道 具のピースを
持ってきて遊んだり、シート
そのものがあそびのステー
ジとなります。
※色はオレンジ/ 青/ 緑 から
選べます。

1.WE39828
2. 直 150cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難 性ビニール、本体：高密度ウレタン
フォーム

4.0 ヶ月頃～ 5. ウェスコ
6. フランス（フランス製） 7.5.91kg

バリアキット・ファンタ ー
スクエア・エリア
方を囲ったタイプのパーテーショ
ン。部屋の中にどこでも赤ちゃん専
用のスペースをつくることができます。

1.WE52268
2.194 194cm（組立時）
3. 高密度 維
7.113.75kg

バリアキット・ファンタ ー
レクタングラーエリア
ゆったりと赤ちゃんが過ごせる、もっとも
広いスペースをつくることが できるパー
テーションです。

1.WE52269
2.289.5 194cm（組立時）
3. 高密度 維
7.141.68kg

ベ ーシート・キット
リング

1.WE39832
2.150 205cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難 性ビニール、本体：高密度ウレタン
フォーム

4.0 ヶ月頃～ 5. ウェスコ
6. フランス（フランス製） 7.10.5kg
※イメージ内の いぐるみやブロックは付属されていません。
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眠 る空 間

眠 る空 間
はじめてのあそび道具

眠る空間
日の大

を

て過ごす

まし う。無
体を

ち んには、保育 現 場

ることができる環 境を整え

手・指先あそび

においても安心して

なく横になることができ、 っくりと

めることができる「

な

り」を

す道具

をご紹介します。

コクーンベッド
ットレス ック

マットレス付き

エト ール

スモールサイズ
ラー サイズ

1. CD684121 CD684091
2.74cm（長さ）
3. カバー：コットン、
クッション：ポリスチレンマイクロビーズ（中

cm

（本

25 74 134

（本体）
、

60 120cm（マット）

3. ポリエチレンフォーム
4.0 ヶ月～ 2 頃
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
7. 4.92kg 7.69kg

114

cm
オレンジ
ライトオレンジ

ブルー
ライトブルー

グリーン
ライトグリーン

お散歩へ行こう

中～おすわり期
（ ヶ月頃）まで
4.
5. キャンディード
6. フランス（フランス製）

2. 30 64 114

体）
、50 100cm（ マット）

赤ちゃんの 眠と大 人の
関わりやすさに配 慮して
デザインされたベビーベッ
ド。軽い 素 材は 積み重 ね
る時にも保育者の負担に
ならず、汚れた時には簡単
にふき取ることもできるの
で衛生的に使うことがで
きます。

134
）

WE51978
WE51974

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

赤ちゃんがお座りする頃まで、長く使える
多機能クッション。授乳クッションとしては
もちろん、ベルトつきサポーターが付属さ
れているので、 で過ごす場に赤ちゃんも
一緒に過ごせる居場所をつくることができ
ます。

1.

動きのあるあそび

ル リラックス

ブラ ン

グレー
ホワイト

ベ ーまくら 1
化器官の機能が未熟で、 がまっすぐな
赤ちゃんの き しを回避し、母乳やミル
クの 化を助けるちょうどよい角度で設計
されているまくらです。

1.CD262007
2.54 34 7cm
3. カバー：コットン、まくら（2 層構造）：
ポリウレタン（上）
、ポリエステル（下）

4.0 ヶ月～ 2 頃
5. キャンディード
6. フランス（フランス製）

ベ ーまくら
プティ・ ンダ Ai

プラス

スタッキング・
ベッド

中 央 にくぼ みが あり、赤
ちゃんのお 寝に安心の
まくら。持ち運べるコンパ
クトなサイズです。

1.CD394693
2.19 21cm
3. ポリエステル（本体）
4.0 ヶ月～ 2 頃
5. キャンディード
6. フランス（中国製）
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スモールサイズ
ラー サイズ

生児スリー ー
赤ちゃんに着せたままねんねがで
きる 利グッズ。寝相が悪い赤ちゃ
んでもはだけづらく、寒い日のお出
かけや冷房の効いた部屋など、1年
を通して活躍します。

1.CD104444
2.55cm
3. コットン（中 ：ポリエステル）
4.0 ヶ月頃～ 3 ヶ月頃
5. キャンディード
6. フランス（チュニジア製）

マットとフレームを一体型
にし、 隅にありがちな
間をなくすなど、衛生面と
安全性に徹底的に配慮し
ました。メッシュ素材なの
で、通気性も高く、水 き
で簡単に汚れを落とせ、軽
い素 材でできているので、
収納やお手入れの負担も
軽減します。

1.

WE42305
WE42304

2. 130 54cm
150 60cm

3. ポリプロピレン
4. 2 頃～ 3 頃～
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
7. 3.6kg 4.6kg
※15 個まで重ねられます

スタッキングベッド用
キャスター（4 セット）
スタッキング・ベッドにつけるこ
とができるキャスターです。重
ねて移動させる際に 利です。

1.WE53
2. 直 5cm
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
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食べる空 間

食べる空 間
はじめてのあそび道具

お
用エプ ン
（ブルーグレー） （グレー）
簡単に洗えるプラスチック製のエプロンは、
手づかみで食べる離乳食の時期に 利な
アイテム。 部分にはやわらかな素材を使
用し、5 段階で留め場所を調整できます。

食べる空間
事の時間は、 日の成長には欠かせない大切な
りと座って

りの人たちと同じ視 線で

るイスや、 れにくく
と

1. TH2154073 TH2154087
2.29 24cm
3. ポリエチレン、SBS
4.6 ヶ月～ 3 頃まで
5. サーモベビー
6. フランス（フランス製）

事をサポートしやすく、しっか
りにくい

事ができ

など、乳 幼児

事をする環境を整える道具をご紹介します。

※耐熱温度：60
※

不可

お出かけミルクコンテナ

ベ ー用ソフトスプーン（2 入り）
ブルーグレー
グレー

3 段 に 分 か れ、200ml 分 の ミルク3回
分を測り置きできるケースです。ふ たが
ロート状になっているので、 乳 に移す
時にこぼれにくく、ボーロなどのおやつを
入れておくのにも 利です。

ちょう

キッドヒットナ ュラル

GE4737-104
GE4737-132

2.45 50 25cm
3. コットン
4.6 ヶ月頃～
5. ゴイター
6. ドイツ（ドイツ製）

1.TH2174873
2.19cm（高さ）
3. ポリプロピレン
4.0 ヶ月～ 3 頃まで
5. サーモベビー
6. フランス（フランス製）

1. TH2164973 TH2164900
2.14.5cm（長さ）
3. ポリプロピレン
4.6 ヶ月～
5. サーモベビー
6. フランス（フランス製）

※耐熱温度：100
※電子レンジ・

可

※耐熱温度：100
※電子レンジ・

イグルー・
アーム ェア

イグルー ェア用
クッション

お座りができるようになっ
た子どもが、安心して座る
ことができるチェア。ロー
テーブルで使え、小さな子
どもが自分で座りやすい
高さです。

アームチェア用のクッショ
ン。カバーはビニール製な
ので、汚れても簡単に き
取ることができます。

1.WE51309
2.1cm（ さ）
3. ビニールカバー
4.0 ヶ月～ 3 頃まで
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）

1.WE49428
2.50 42 42cm
3. ポリエチレン、無 材、
ニス

ホワイト グレー ライトグリーン
（037） （001） （006）

イグルー ェア用
落下
バー
アームチェア用 の サポー
ター。子どもがイスから滑
り落ちるのを ぎます。

1.WE49409
2.15.3 34cm
3. 無 材、ニス
4.0 ヶ月～ 3 頃まで
5. ウェスコ
6. フランス（リトアニア製）
※イスは別売です

4.0 ヶ月～ 3 頃まで
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
7.4.34kg
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可

ラン プレート
ハッ ーエレファント
くまの イルド ベリー
子どもにも扱いやすい軽くて耐久性のある
プラスチック製。離乳食の時期から普通食
に移行する年齢まで使えます。縁には奥行
きがあり、スプーンですくいやすいのも特
長です。

1. SG24432 SG24518
2.21.5（直 ） 3cm（高さ）
3. メラミン
4.6 ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）
※耐熱温度：100
※電子レンジ使用不可

イグルー ェア用
落下
バー
トレー き）
アームチェア用のテーブル
つきサポーター。プレイタ
イムはもちろん、食事のと
きにも重 します。

1.WE49412
3. 無 材、ニス
4.0 ヶ月～ 3 頃まで
5. ウェスコ
6. フランス（リトアニア製）
※イスは別売です
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お散歩へ行こう

子ども家具専門の老舗メーカーの食 用
チェア。座面の高さが調整でき、お座りを
はじめたばかりの赤ちゃんから大人まで使
えます。シンプルななかにも、座りやすさ
にこだわったデザインです。

1.GE2333NA
2.90 55 45cm
3. ブナ
4.6 ヶ月頃～
5. ゴイター
6. ドイツ（ドイツ製）
7. 本体：8.6kg（耐 重：85kg）

水分量の多いお や果 をすくう離乳食
の初期から使える、赤ちゃんのお口サイズ
の、口当たりのやさしい素 材でできたス
プーンです。先がやわらかく、ペースト状の
離乳食をかき集める時にも 利です。

赤ちゃんが暮らす空間の遊具

すべりにくく安定した座位
をサポートできる、
「キッ
ドヒット」専用のクッショ
ンです。コットン100 で、
洗 もできるので、衛生面
でも安心です。

動きのあるあそび

キッドヒット用
クッション

1.

手・指先あそび

時間です。大人が

スナックプレート
ハッ ーエレファント
くまの イルド ベリー
離乳食をはじめ、おやつや果 物を
食べる時にも使い勝手のよい深
です。プラスチック製で、裏側には
滑り め加工つき。

1. SG24430 SG24519
2.15.5（直 ） 5cm（高さ）
3. メラミン
4.6 ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）
※耐熱温度：100
※電子レンジ使用不可

ベ ー グ
ハッ ーエレファント
くまの イルド ベリー
両手でつかめるので握力が弱い赤
ちゃんでも飲みやすいデザイン。同
じ絵柄の食器でそろえて、楽しい食
事の時間を 出できます。

1. SG24431 SG24520
2.7.5（直 ） 7cm（高さ）
3. メラミン
4.1 頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）
※耐熱温度：100
※電子レンジ使用不可
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お 散 歩 へ行こう
はじめてのあそび道具

特長
り

第２章 ｜ 乳 幼 児 のため の 遊 具

お散

ブレーキ

へ行こう

の子どもを同時に、かつ安全に外へ連れ

す時

するのが大型バ

ー型のバスです。

景

ながらでも、

日

人にとっても

いやすい

を

フットレール
子どもたちを乗せていても、
段差も楽々。

けられたり、大

ボディなど、 いやす

さがつまっています。世界中の保育施設で
いる

の

人間工学を研究し、握った状態でしか 動かないようになっています。 道でも
安心です。

手・指先あそび

に大活
を

り楽々

子どもたちが自分で乗り降りしやすい、乗降口です。

われて

ストセラーをご紹介します。
動きのあるあそび
赤ちゃんが暮らす空間の遊具

子ども用乗物専門メーカーのデンマーク・
ウィンザー社がつくる、乳幼児のお散歩や
移動に大活躍のバス。軽量で動かしやすく、
パンクをしないようデザインされたゴム製
のタイヤや、手を離すとブレーキがかかる
など、シンプルなデザインのなかにも安全
へのこだわりがつまっています。

扉

お散歩へ行こう

タートルキディバス（ 人 り）

1.WI80100T
2.100 175 75cm
3. 耐 外線性ポリエチレン、アルミ
4.6 ヶ月～ 4 頃
5. ウィンザー
6. デンマーク（デンマーク製）
7. 本体：36kg（耐 重：100kg）
※キャノピーやレインカバーは別売りです

左

303
216

-

4C

B62359D

別売 プションアイテム

キャ

ー

）
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PLAYSCAPE2017（日程仮）

（2 人用屋
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1.WI31324
2.30.5 66 38cm
3. ポリエステル
5. ウィンザー
6. デンマーク（台湾製）

レインカバー

1.WI19091
2.86 150 70cm
加工
3. ウレタン
5. ウィンザー
6. デンマーク（リトアニア製）
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