4

心と頭を育む
デジタル機器が生活の隅々にまで行き
わたるようになって、子どものあそびや
教育の現場も大きな変貌を遂げています。
一方、体や感覚を使う「あそび体験」か

4

ら学んだ事柄は、社会や道具が変わっ
ても、身についた知恵として活かすこと
ができます。
ここでは、心と頭を強く、元 気にする
遊具や教材を紹介します。
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開店と同時に多くの親子が押し寄
せる1号店「LiMOLiMO もりた」
。

ショールームの車を目の前にしながら、車のごっ
こ遊びが楽しめる（LiMOLiMO しずおか）
。

LiMOLiMO
しずおか

天井が高く開放的な空間が広がる2号店「LiMOLiMO しずおか」
。1号店のニー
ズを反映してベビーコーナーや幼児向けのゾーンを広げたつくりに改善している。

EXAMPLE

スズキ販 売新静岡 スズキアリーナ森田内

スズキ販 売新静岡 スズキアリーナ静岡南安倍内

規 参入したスズキアリーナ森 田は、後 発 店

で幅広い年令層に受け入れられるもの、3）

る」という社 長の言 葉 通り、LiMOLiMO の

の 弱点を克 服するために試 行 錯 誤 を重 ね

お母さんたちが憧れるブランド力。

オープンから2年、スズキアリーナ森田の売

「ボーネルンドさんの商品は、子どもがひと

上は1.5 倍に向上。
「それまでは図書館のよ

FM の公開放送などさまざまなイベントを行

つの遊具に集中して遊ぶ時間が長いんです。

うな静けさだったこともある」店舗が、今では

スズキアリーナのショール ーム内にある子

なったものの、どれも一過性の効果で終わっ

そしてキドキドで遊んでいる子の年令の幅も

全13 店舗の中でトップレベルになっています。

どものあそび場です。2015 年にオープンし

てしまう。そんなときにヒントになったのが、

広い。それで、お客様が継続的に店に足を運

効果は売上だけではありません。来 店客

た 浜 松 市 の「LiMOLiMO もりた 」に 続 き、

横浜みなとみらいにある親子の室内あそび

んでくれることが望めると思いました」
。

2017年5月に静岡市にオープンした 2 号店

場「キドキド」でした。当時、未 就 学児だっ

LiMOLiMO の立地は、2 店舗とも表が幹

ションもアップし離職率が低下。新しいサー

「LiMOLiMO しずおか」も、ボーネルンドが

たわが 子が 夢中で 遊 ぶ姿 を見 た宮 崎 社 長

線 道 路、裏が 住宅 街で、近隣の人が自転車

ビスを自発的に提案することも増え、活気に

は、スズキの顧客が女性やファミリー層であ

やベビーカーを押しながら歩いて来られる

あふれる店に様変わりしました。2号店オー

ることを改めて思い出し、子どもが遊べるス

場所に位置しています。さらに車での来店に

プンの折に、1号店の常連のお客 様が浜 松

ペースを設けることを思いついたそうです。

備えて、専用の駐車場を多数用意。店内には

から80 キロ離れた静岡まで応援団として駆

ていること。さらに誰にでも無料開放し、来

LiMOLiMO のスペース以外にも授乳やおむ

けつけてくれるほど、お客様と強い絆が結ば

店ポイントを貯めてプレゼントがもらえるス

つ替えに使える多目的スペースも設けていま

れています。2号店の出足もよく、オープンか

マートフォンのアプリまで提供していること

す。最 近では、幼稚園の関係 者や子ども関

ら半年後には効果が期待できるとの予測で、

係の NPO などからの要望に応えイベント会

立地条件が合う物件が見つかった折には、3

場として提供するなど、地域に寄り添った憩

号店出店も視野に入れているそうです。

ていました。他 店との差 別化を図るために、
静 岡 県 内にある2 つの「LiMOLiMO」は、

手掛けました。
LiMOLiMO の特長は、ショールームの約
半分、それも一等地である窓際に設営され

です。そこまでのサービスを提 供しな がら、

ショールームの一等地にあそび場を
設け、地域の人たちに無料開放して
モ

リ

のドライブをイメージ（LiMOLiMO しずおか）
。

8

カーディーラーの
ショールームを
子どものあそび場に

リ

ボールプールとクライミングウォールは海と山へ

モ

いる LiMOLiMO 。子どもたちの賑
わいが、かつては閑散としていた店
舗に活気を与えるとともに、お客様

あそび場を利用する方に対して車の購入を

LiMOLiMO がつくられた背景には、社長

おすすめする営業は一切していません。その

自身が子育て世代の等身大の視点をもって

理由について、LiMOLiMO を運営する株式

いたことが関係しています。さまざまな子ど

会社HoQホールディングスの宮崎貴久社長は

も向けの施設を見て歩き、多くの人で賑わう

「店の価値を落とさず、来店のハードルを徹

場とそうでない場をリサーチした結果、自社

底的に下げたかったから」だといいます。

とお店との間に深い 絆 が 生まれま
した。

が 数十 倍になったことで、社 員のモチベー

いの場として進化し続けています。
DATA :

2

1

にあそび場を導入するポイントを次の3つに

同 社でスズキ車を扱うようになったのは

絞り込んだそうです。1）子どもがいつまでも

「あそび場が売上に直結するとは限らなく

2012 年。スズキの 城 下 町 である浜 松に 新

熱中して遊べること、2）幼児から小 学生ま

ても、ある程度の確率で本業に結びついてい

住所：静岡県浜松市中区西浅田1-4-1
オープン：2015 年 5月 面積：約80㎡
住所：静岡県静岡市駿河区西中原1-9-1
オープン：2017 年 5月 面積：約90㎡

株式会社HoQホールディングス
代表取締役社長 宮崎貴久さん
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EXAMPLE

10

子どもは遊び
親はくつろぐ
新発想の
キッズスペース

ヒーとボーネルンドのコラボレーションによ

等地。ファミリー向けの店舗であることを前

るキッズスペースが誕生しました。
吹田グリー

面にアピールしています。

ンプレイスは、JR 吹 田 駅 から徒 歩 約 7分 の

このキッズスペースの特長は、床を高めに

場所に新設された、オープンモール 形式の

上げ、アメーバ状の曲線を描くことで、大人

ショッピングセンターで、同店はその一角を

がどこにでも腰かけられる縁側のようなつく

占めています。

りにしたこと。限られたスペースに最大限の

吹田市は住宅地として人気が高く、再開発

席数を設けることが可能になりました。さら

により相次いで大規模マンションが 建設さ

に、子どもが遊ぶ床と同じ高さに座ることで、

れている地域です。特に30 代の子育て世代

親子のコミュニケーションが円滑になり、親

の人口が増加したため、親子で入店しやすい

同士がテーブルを囲んで団らんしながら、子

カフェの需要が高まっています。こうした立

どもにも目が行き届くので安心です。
また、壁面や床のくぼみなど、いたるとこ

ミリー向けのコンセプトショップ「with U」で

ろにあそび要素が盛り込まれているので、子

す。
「通常のキッズスペースよりもプレミアム

どもは何時間遊んでも飽きません。連日多く

なものにしたい」とのご要望を受け、親子の

の親子が訪れ、
「子どもがあそびに夢中になっ

目線に立った新発想の憩いの場を、タ

円滑なコミュニケーションが図れるキッズス

ている間に、つかの間のコーヒーブレイクが

リーズコーヒー with U に設けました。

ペースを提案しました。

楽しめた」というお客様の声も届いています。

子ども連れでは行きづらい。そんな悩

には、体を大きく動かせる遊具を多数配置。

キッズスペースを設けたのは、外からも入
り口からも見通しのよい、明るく開放的な一

地に構えることになったのが、
タリーズのファ

たまにはカフェでくつろぎたい。でも、

ビーチをコンセプトにした開放的なあそび場

2016 年 6月、「タリーズコーヒー with U
吹田グリーンプレイス店」に、タリーズコー

みを解消するために、親子それぞれの

DATA :
エアトラックのトランポリンで、砂浜
ボールプールの海なら、幼児を遊ばせても安心。

EXAMPLE

を思いきり走るようなあそびを体験。

9

リゾートホテルに
季 節・天候を
問わない
あそび場が
ANAインターコンチネンタル
万座ビーチリゾート内

住所：沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣 2260
オープン：2016 年 5月 面積：158 ㎡

候を問わず、1年を通じて幅広い年令層の子
どもが遊べる環境を提案しました。
「ANAインターコンチネンタル万座ビー チ
を望む、岬全体を敷地にした広大なリゾート
ホテルです。紺碧の海に囲まれた大自然のな

万 座 キッズプレイランド の 面 積 は158 ㎡、

か、子どもから大人まで体を存分に動かして

定 員は子ども10人。開放 感あふれるビーチ

遊べる、さまざまなアクティビティがそろっ

のシーンをイメージした室内には、跳びはね

ています。こうした好環境に加え、2016 年5

て 遊 ぶ 大 型トランポリン「 エアトラック」や、

月にオープンしたのが「万座キッズプレイラ

360°回転する「サイバーホイール」など、屋

ンド」。沖縄県内のホテルで最大級の子ども

外のアクティビティの代替になるような、体の

の室内あそび 施 設です。

動きを最大限に引き出す35 種類の遊具を配

屋外レジャーは、天候のよし悪しに左右さ

置。万座の海に浮かんだり、砂浜を走ったり

れるものですが、それを補うホテル内の施設

しているような体験ができるあそび環境を整

は大人向けのものが中心で、子どもが楽しめ

え、海で遊べない子どもや、屋外で遊び足り

る環境はあまり整っていません。こうした現

なかった子どもも満足できるようにしました。
オープン以来、国内外を問わずお客様から

をより高めるため設置されたのが、万座キッ

多くの反響を呼び、
「キドキド」をよく利用さ

クティビティを諦めざるを得ない。そ

ズプレイランドです。
「マリンメニューをご利

れている方からも「限られたスペースにすべ

んなときにも満足できるあそび場を、

用できないゲストに、楽しい思い出をつくっ

ての遊具がそろっているので、十分に遊ばせ

リゾートホテルの室内に設けました。

ていただきたい」との意向を受け、季節や天

られる」と満足の声をいただいています。

124
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住所：大阪府吹田市片山町 2-3-11
吹田グリーンプレイス内
オープン：2016 年 6月 面積：16 ㎡

リゾート」は、沖 縄 屈指の景 勝地「万座 毛」

状をふまえ、ファミリー層の観光客の満足度

天候に恵まれず、楽しみにしていたア

DATA :

親子、子ども同士、親同士、それぞれのコミュ
ニケーションを円滑にする新発想の設計。

入り口から見通しがよく、開放
的な空間にあるキッズスペース。

限られたスペースを有効活用しながら
子どもが集中して遊べるアイテムを用意。

125
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ごっこ遊び・想像遊び

ごっこ遊びがはじまる、歩きは
じめの子どもにぴったりなサイ
ズのキッチンが新登場。限られ
た空間のなかでも組み合わせ
次第でシステムキッチンを実現
できます。

役割意 識や生活での追体 験を促す「ごっこ遊び・想
を膨らませ、年齢を重ねるごとにより多くの道具を使

3.ラッカー加工木材、

いながら遊 べるように発 展します。役 割 分担や会 話

4. 2 歳頃〜
5. ウェスコ
6. フランス（チェコ製）

教育遊具

像遊び」は、体験した記憶をつなぎ合わせてイメージ

ステンシル

を楽しみ、仲間と一 緒に遊ぶことで社会 性や協調性
を学べるよう、あそびの舞台を整えましょう。

1. WE50962
2.40×30×30cm

1. WE50965
2.31×30×30cm

1. WE50961
2.40×30×30cm

1. WE45108
2.46×45×30cm

1. WE45112
2.46×55×30cm

組み立て遊び

1. WE50964
2.31×30×30cm

アート＆クラフト

機能と実用性を重 視した本 格的なキッチンは、食
事がどのようにしてつくられ、食卓に並ぶかを体験
しながら学べます。切ったりまぜたり、道具を使い
ながら料理をする追体験は、大人と同じことをして
いる喜びも感じられます。その 一つひとつの作 業
は手や脳などの身体的な発育も促し、生活上必要

ゲーム・パズル

な技術も身につけることができます。

「ここは子どもたち専用のキッチンだ」ということ
が、一目瞭然にわかる、明るいカラーのキッチン
セット。抜群の耐久性で、大勢の子どもが同時に遊
ぶことができます。

1.BKA0246
2. キッチン 81×176×32cm
テーブル 直径100cm×高さ46cm
チェア 座面高さ26cm

3. ブナ
4.2 歳頃〜
5. ベカ
6. ドイツ（ドイツ製）

日常生活に登場するさまざまな
家具と、空間を活かしたレイア
ウトができる木製キッチン。子
どもの体にぴったりのサイズで、
ごっこ遊びの幅が広がります。

3. 合板、MDF
4. 2 歳頃〜
5. ウェスコ
6. フランス（リトアニア製）

1. WE53421
2.52×60×40cm

1. WE53416
2.52×40×32cm

1. WE53412
2.52×40×32cm

1. WE53413
2.52×40×32cm

1. WE53423
2.52×80×32cm

1. WE53418
2.77×40×32cm

周囲の家具とも調和する、白木のシンプルなキッチ
ン。テーブル遊び、キッチン遊び、組み立て遊びなど、
ゾーンによってコーナーづくりをするときに活躍し
ます。

1.BK11901100
2.120×102×32cm
3. ブナ
4.2 歳頃〜
5. ベカ
6. ドイツ（ドイツ製）
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ごっこ遊び・想像遊び

COLUMN

実生活とあそびの世界を意識的に区別して理解できる

ボタンを押すとチーンとい
う音とともにトレイが開き、
カードを通すとピッと音が
鳴ります。計算機能もつい
ているので小 学 校 低 学 年
まで遊べます。買い物ごっ
この中で、
コミュニケーショ
ン力や社会性を養えます。

ようにという配慮から、ヨーロッパの保育施設には、先
生が使うキッチンと子どもが使える本物のキッチンがあ
り、その近くに遊ぶためのキッチンが用意されていると

教育遊具

ころが多くあります。大人が料理をする姿が身近にある
ことで、見る楽しさだけではなく、料理の匂いや音を五

1.LNR2629
2.15.5×28.5×25cm
3.ABS 樹脂、紙、ポリスチレン
4.3歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

感で感じ、食べ物に対する興味や感謝の気持ちにもつな
がります。

カゴいっぱいに入ったソフトプラ
スチック製の食べ物セット。まる
で本物のような見た目が「どんな
料理を作ろうかな？」と子どもの
想像力をかきたてます。

1. LNR9733
2. バスケット：10×21.5×17.5cm
3. ポリプロピレン、ポリエチレン、ビニー

1. ❶WE44778 ❷WE44779
2. 75.5×38×71.5cm
テーブル高さ40cm

4.3歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

1.WE46940
2. 116×38×84cm
テーブル高さ48cm

3. 合板、MDF
4.2 歳頃〜
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
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9cm

3. シナ、ブナ、ナイロン
4.2 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）

ゲーム・パズル

お 店 屋さんごっこが 楽し
める、薄型のマーケット棚。
備 えつ け の 天 秤 計 りを
使って遊べば、まるで市場
でお買い 物をしているか
のようにごっこ遊びを楽し
めます。

128

1.BLK103
2. パッケージ：25.8×25×

ル、ABS 樹脂他

3. 布、木
4.2 歳頃〜
5. ウェスコ
6. フランス（チェコ製）

1. ❶WE41627 ❷WE41726
2. ❶ 60×60×90cm ❷120×60×90cm
3. ❶合板、MDF ❷合板、布
4.2 歳頃〜
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）

面ファスナー部分をザクッ
と切って遊べる、木製の野
菜と果物のセット。まな板
と包丁がついており、お料
理をするごっこ遊 び が 楽
しめます。

アート＆クラフト

下の段に陳 列ができる、お店屋さんごっこに
ぴったりのマーケット棚。横に黒板があるので
お絵かきができ、車輪がついているので移動
も簡単です。

たっぷりとした奥行きのあるマーケット棚。向か
い合ってやり取りをしながらごっこ遊びを楽しん
だり、下段の陳列棚の幅が広いため、食 材遊具
の収納場所としても機能します。屋根つきタイプ
と屋根なしのカウンター仕様があります。

組み立て遊び

※単 3（1.5V）電池×1本使用

バーベキューをイメージし
たセットで、まねっこ遊び
が楽しめます。耐久性のあ
るプラスチック素材なので、
外で思う存分使っても安心
です。

まるで本物のようにアイス
クリームをコーンにすくっ
て遊びます。子どもたちが
大好きなアイスクリーム屋
さんのまねっこ遊 びが 楽
しめます。

1.HP4600
2.24.5×30×9cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2 歳頃〜
5. ダントーイ
6. デンマーク（デンマーク製）

1.HP4830
2. パッケージ：6.5×48×
34cm

3. ポリエチレン
4.2 歳頃〜
5. ダントーイ
6. デンマーク（デンマーク製）

46
64
布製の食材がたくさん入ったセット。
材料を組み合わせてハンバーガー
などの調理をまねしたり、お店屋さ
んごっこをして楽しめます。

1. ❶ WE38431 ❷WE50305
3. 布
4.0 歳頃〜
5. ウェスコ
6. フランス（タイ製）
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の観察力が発揮されるあそびです。赤ちゃんにど
んな風に話しかけているかな？どんなお 世 話をし
をごっこ遊 びという小さな社 会で 表 現しています。
存分に表現しながら社会性や他者への思いやりな
どさまざまな感情を育んでいきます。

1.MAN152425
2.40×19×11cm
3. ポリエステル、磁石
4. 1歳半頃〜
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）
7. 人形：約 250g

教育遊具

ているのかな？子どもたちは見たこと、聞いたこと

ごっこ遊び・想像遊び

身近な人物になりきることは、日常生活のなかで

やわらかい肌触りで、抱っこし
たときの重みは本物の赤ちゃん
のよう。洋服の着せ替えが小さ
な子どもでも簡単にできます。

組み立て遊び

ベッドの底 がカーブしていて、
押すとゆらゆら揺れるベッド。

子どもの等身大で再現されたキッチンは、お
父さんやお母さんのお料理を真似するのに最
適な場所。シンプルなデザインはどんな空間
にもマッチします。お料理に必要な調理器具
はすべてセットされています。

1.HP4240
2. パッケージ：33×42×51cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.1歳半頃〜
5. ダントーイ
6. デンマーク（デンマーク製）
7.4.2kg（パッケージなし）

6人用の食器がそろってい
るので、一度にたくさんの
子どもたちが遊べるおまま
ごとセットです。コミュニ
ケーションを通して心を育
みます。

大人と同じものを使いたいという子どもの欲
求に応える、本物に近い色使いとデザインの
食器セット。日常に近い道具を使うことで想
像力を刺激します。

1.HP4204
2. パッケージ：29×20×10cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン、SBC 樹脂
4.2 歳頃〜
5. ダントーイ
6. デンマーク（デンマーク製）

※人形は別売りです。

ミルクを飲ませたり、ごはん
を食 べさせたり、子どもをお
世話をするうえで欠かせない
シチュエーションを体 験でき
るセット。

1.MAN117390
2. パッケージ：16×29×5cm
3. コットン、ポリウレタン、
ポリエステル

4.2 歳頃〜
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

1.HY800710
2. パッケージ：48×52.5×13.5cm
3. カエデ、シナ、ポリエステル、コットン、木
4.3歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）
7. 約 4.5kg
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※人形は別売りです。

1. MAN149240
2. 台紙サイズ：25.5×17.5cm
3. EVA、ナイロン、ポリエステル
4.2 歳頃〜
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

家族の会話や日常生活を表現しながら、あ
そびのなかで役割意識や社会性を育みます。
開口部が多く、複数でも同時に遊びやすい
構造です。家具や6体の人形もセットです。

130

ポリエステル

4.2 歳頃〜
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）
7. 本体：1.2kg

お世話をしながら遊べる子ど
もサイズのだっこひもです。

1.HP6940
2.38×24×9.5cm
3. ポリエチレン
4.2 歳頃〜 5. ダントーイ
6. デンマーク（デンマーク製）

1.MAN117440
2. パッケージ：27×72.5×11cm
3. ポリプロピレン、スチール、

※人形は別売りです。

ゲーム・パズル

1.HP4256
2. パッケージ：22×38.5×14.5cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2 歳頃〜 5. ダントーイ
6. デンマーク（デンマーク製）
7.1.4kg

1. MAN153170
3. ポリエステル、木
4.2 歳頃〜
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）
7.1.6kg

アート＆クラフト

柔軟性のあるプラスチック製で、割れにくく、
80℃までの耐熱性もある、耐久性に優れた
キッチンセット。調理器具から食器まで幅広
いセット内容があり、道具を使いながら指先
の巧緻性も養います。
※4人分＋調理器具のセットです

ステラを乗 せておでかけ
することができます。シー
トベルトは、両側をマジッ
クテープ で 留める構 造で、
低年令でも操作が簡単で
す。

おむつやミルクなど赤ちゃんとのおでかけ
に必要な道具がそろったセットです。

1.MAN144610
2. バッグ本体：26.5×16×3cm
3. ポリエステル、コットン
4.1歳半頃〜
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）
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膨らませながら動かせるミニチュア・カーは、いつ

農場で働く車がそれぞれ10
台ずつセットになっています。
※車種はお任せください

1.SK-BLDSETPL1
3. ABS 樹脂、ポリカーボネート、

1.SK-BLDSETPL2
3. ABS 樹脂、ポリカーボネート、

ポリスチレン、亜鉛ダイキャスト

の時代も子どもたちを魅了します。街を駆け抜ける

ポリスチレン、
亜鉛ダイキャスト

4.3歳頃〜 5. ジク
6.ドイツ（中国製）

4.3歳頃〜
5. ジク
6.ドイツ（中国製）

物そっくりの車とその舞 台があれば、空想の世界

教育遊具

スーパーカーや、工事現場や農場で働く車など、本

ごっこ遊び・想像遊び

街で見かけた車や絵本で見た乗り物を、想像力を

街で働く車がそれぞれ10
台ずつセットになっています。
※車種はお任せください

と現実とを行き来しながら、夢中で楽しむことが
できるでしょう。

ジクは1921年に創業した老舗ブランドで、ドイツ流の質実剛健の
の細部にわたる精巧なつくりや機能で、子どもの想像遊びから大人

9枚のプレートを結合し、信号機や標識、ガ
ソリンスタンドを設置して好きな道路のコー
スがつくれるキット。ドイツらしい緻密さが感
じられるつくりです。迫力満点の街並みで、空
想の世界が広がります。

1.SK5501
2. パッケージ：38.5×28×12cm
3. ABS 樹脂、ポリカーボネート、
ポリスチレン、亜鉛ダイキャスト

4.3歳頃〜 5. ジク
6.ドイツ（中国製） 7.2.6kg
す。

に まれていない

も

います。

のコレクションまで幅広く支持されています。 街で活躍する消防車
やパワーショベルなどの働く車はもちろん、車メーカーとのライセン
ス契約を結び、メルセデスベンツや BMW のドイツ車をはじめ、多
様な車種の名車をそろえています。現在は約500 種類もの製品を取
や農村とさまざまな環境で暮らす子どもたちのために、それぞれ身

自分の好きなように自由に
コースを組み換えることが
できるパズルです。積み木
や人形の見立て遊びがはじ
まる頃におすすめです。

1. OC289
2. パッケージ：30.5×26×
1.HP7530
2. パッケージ：36.5×29×
13cm

3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.1歳頃〜
5. ダントーイ
6. デンマーク（デンマーク製）

9cm

3. 紙
4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

ゲーム・パズル

り扱い、世界 60 ヶ国以上へ輸出しています。ドイツ本国では、都会

本格的なミニチュア・カー
遊びをスタートするまでの
間にぴったりの車遊びセッ
トです。安心して遊べる丸
みのあるデザインで、金属
製の車軸が無いので錆び
る心配がなく、まるごと洗
えて衛生的です。スピード
を出して坂を下る、扉を開
けて出し入れをする、駐車
場に何台も車を並べるなど、
何度もくり返すのが楽しい
頃の欲求に応えます。

アート＆クラフト

精神のもと、徹底した品質管理で製品を生み出し続けています。そ

R

組み立て遊び

S

近な暮らしを再現し文化を学べるよう「シティ」と「ファーマー」とい
う2つのシリーズを開発しました。また、乗り物遊びをダイナミック
に広げ、あそびの背景となる街のジオラマも製造しています。

S

ダイナミックな吊り橋が魅
力的な木 製 列車のセット。
ヨーロッパの街を、特急列
車が走ります。

R

最上階のスロープからミニカーを押すと、一
気にグルッと地上階まで降りてくるパーキン
グタワーです。手巻き式のエレベーターや踏
切など、細かな仕掛けもたくさんあり、ジオ
ラマ遊びを楽しく体験できます。

1. BX759692
2. パッケージ：50×34.7×

1.SK5505
2. タワー完成時：約 51×70cm
3. ABS 樹脂、ポリカーボネート、ポリ

12cm

3. 木、ポリエチレン、スチール、
ポリプロピレン他

スチレン、亜鉛ダイキャスト

4.3歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）
7. 約3.3kg

4.3歳頃〜 5. ジク
6.ドイツ（中国製）

農 村 を 走る 蒸 気 機 関 車と
レールのセット。のんびり草
を食べる動物たちの間から、
まるで汽笛が聞こえてきそう
です。

ボーネエクスプレスのジオラマをつくっ
て遊べるテーブルもございます。
（詳しくは P42をご覧ください）

1. BX959693
2. パッケージ：36×26×12cm
3. 木、ABS 樹脂、スチール、ポ
リプロピレン他

4.3歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）
7. 約 2kg
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ごっこ遊び・想像遊び

良質なブナ材を使用した、適度な重さがあ
り積みやすい積み木。木目が透き通る美し
い着色を施したカラー積み木と、シンプルで
見立て遊びがしやすい白木タイプがあります。

あらゆることを、五感を使って学ぶ子どもたち。発達
子どもによってさまざまで、同じことを学ぶ場合でも
一人ひとり学びの入り口は異なります。色・かたち・数・
言葉を、楽しく体験しながら学べるように工夫された

教育遊具

1. ❶BZID001 ❷BZID002
2.31.5×45×7cm
3. ブナ
4.1歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本 (日本製）
7. 積み木・箱：5kg

段 階や好み、今いちばん何に興味を持っているかは、

優れた道具が、遊びながら知への好奇心を刺激します。
組み立て遊び

S

せながら遊ぶ 積み木は、子どもの成長にそって遊

上

に

ひと

び方も自由に変化する、まさに「あそびの基本」と
なる遊具です。正確なかたち、最小限におさえた面
取り、美しい色彩にこだわっています。
「本物の積
み木」で遊ぶ経験が、将来の数学的な概念や造形

もの
なものを と

の

本とな
に

安全なのはもちろん、心
地よい手触りや美しい発
色に仕上げるために、ひ
とつの行程の間に手作業
で行います。

もの から
、
わ ました。

❶
木目が美しく適度な重さがあるブナを
使い、子どもが手のひらで握りやすい
大きさ。1.5cm刻みのサイズの積み木
となら、合わせて遊ぶことができます。

❷
三角を2つ合わせると、
面と面がぴった
り合い、
きれいな四角になる丁寧な面
取り。正確なかたちの積み木で、かた
ち・数・量の概念を学ぶことができます。

に

ってい た 、
けも し ながら

の
えます。
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16
1.AF3201
2. パッケージ：12.8×12.8cm
3. カエデ 4.2 歳頃〜
5. アトリエフィッシャー
6. スイス（スイス製）

36
1.AF3203
2. パッケージ：17.6×17.6cm
3. カエデ
4.2 歳頃〜
5. アトリエフィッシャー
6. スイス（スイス製）

HINT

形にゆがみがない正確な形で適度な
重さがあるので、積み重ねたときに安
定感があります。高く積みたい、
という
子どもの欲求にも存分に応えることが
できる積み木です。

無地でシンプルな積み木は子どものい
ろいろな発想をかたちにすることがで
きます。自由に組み合わせ、経験的に
かたちの認識ができるようになります。

「色や模様がぴったり合う
ことが、遊 ぶ子ど もの 感
性には大切」という思いか
ら、スイスの工房でかたち
と色づけの正確さにこだ
わってつくられたキューブ
パズルです。
模 様 がぴったりと合わさ
ることで、遊ぶ子どもの感
性や創造性を刺激します。

サイズ対照図

かたちや大きさがさまざ
まなピースによって、適し
た方法に改良し、均一で
無駄のない面取りを実現
しています。

❸

❹

1.BZID003
2.27.5×27.5×4.5cm
3. ブナ
4.1歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）
7. 積み木・箱：2kg

ゲーム・パズル

的な概念の基礎を育みます。

積み木の面が斜めになら
ないよう、正確さを要する
この行程は30年以上つく
り続けている熟練工が担
当します。

小さめなサイズなので、より細かいピース
を使った作品づくりや指先を使った組み
立て遊 びにおすすめです。3cm 角なので、
4.5cm 角のＭサイズと一 緒に使いやすい
仕様です。

アート＆クラフト

積む、くずす、並べる…さまざまな立体を組み合わ

の、
な
が
られています。 から
が ん った
の
の を して、
に
られています。

塗 装 や 研 磨など、6つ の
行程を経て、美しい発色
に仕上げます。渋みのあ
る独特な色は、長年の研
究で生まれました。

子どもは発達段階に応じて

別に並べる練習をする頃か

あそび の 欲 求 が 異 なるた

ら、かたち合わせやごっこ

め、その時々の欲求に応え

遊 び、玉転がしのコースを

られるかたち・重さ・量を

つくる道具として遊ぶ頃ま

選んで遊べることが大切で

で遊び方もさまざま。年令

す。積み木は赤ちゃんのあ

の異なる子どもたちが遊ぶ

そび道具のように思われて

環境になくてはならない遊

いますが、実際は積む・色

具です。

せた
の

に 、
に合 わ
の
を
した
ん が いています。
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はじめて出合う楽器、はじめての音階。それは正確
で美しいものであるべき。聴く力を養う時 期だか

1.RPMS9008
2. パッケージ：24×23×

物と同じ木材や近い製法でつくられたものを選ぶ

1.RP485
2. 直径18ｃｍ
3. ABS 樹脂、ポリスチレン
4.1歳頃〜 5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

7.5cm

3. ABS 樹脂、スチール、

ことが大切です。

教育遊具

らこそ、子どもの楽器には音のくるいが少ない、本

ごっこ遊び・想像遊び

表面の透 明シート部分を
手で叩くとなかのビーズが
振動し、太鼓のように音を
鳴らして遊べます。カラフ
ルなビーズの動きが 視 覚
的にも楽しく、ゆっくり動
かすとやさしい波のような
音がします。

赤ちゃんの手の大きさに
ぴったりなサイズの5 種類
の楽器が入ったセットです。
お友だちや家族みんなで
楽しめる「はじめてのリズ
ム遊び」にぴったりです。

ポリスチレン

4.1歳頃〜 5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

は中国製）※

は中国製）※

本 物 のドラムと同じ 素 材
で音やつくりは本格派。子
どもが安心して使えるよう
に、バチの 先 の 形が 工 夫
されているなど、音へのこ
だわりだけでなく、安全性
に配慮したデザインです。

振 り 方 に よって、波 の 音、
雨 の 音、風 の 音と、さ ま
ざまな音が 再 現できます。
不思 議 な 音 色やカラフル
なビーズの流れに、みんな
が夢中。転がして追いかけ
るなど年令ごとにあそび
が広がります。

1.RP807
2. パッケージ：21.5×11×

鍵盤：アフリカン・パドック

18cm

1.RP200
2. パッケージ：21×直径 5cm
3.ABS 樹脂、ポリエチレン
4.6 ヶ月頃〜 5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

3.ABS 樹脂
4.1歳頃〜
5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた
は中国製）※

は中国製）※

※色は選べません。

絵 の 具を混 ぜるパレット
のようなかたちのこのシロ
フォンは、床に置いて子ど
もが座って叩くのにちょう
どよいように、とデザイン
され ました。その 音 色は、
自 然 が 育んだナチュラル
で透明感のある響きです。

音階はわらべ歌に使 用さ
れるペンタチューンの5音
（レ、ミ、ソ、ラ、シ）で、ど
こを 叩 いて もメロディー
が奏でられます。※バチは
1本になります。

1.BZ8010
2.28×18×3cm
3. 鍵盤以外：ホワイトウッド、

1.RP608B
2. 直径16.5cm
3.ABS 樹脂、スチール
4.2 歳頃〜
5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

鍵盤：アフリカン・パドック

4.6 ヶ月頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）

おさかなシロフォンは群馬県にある楽器専門

軽 く動 かすと、にぎ や か
な音が響くタンバリン。シ
ンバル 部分はカバーされ、
小さな子どもが 直接その
部分を口に入れられない
ようにデザインされていま
す。

1.BZ9000
2.61.5×31.5×6cm
3. 鍵盤以外：ホワイトウッド、

鍵盤：ブラジリアンカリン

4.3歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）

1

2

は中国製）※
※色は選べません。

3

3

組み立て、調律など 13もの工程をすべて人の
手を介してつくられています。鍵 盤の材料は
ではなく音色まで丁寧に確認。はじめて出合
う「音」を、美しく共鳴できる豊かな心を育む

※シロフォンの鍵盤の材質は変わる場合がございます。
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っとした
れ た 、
れ 。

が
の

に

が ない
まん んな
す のも
の
。

1.RP5008
2.28×3.5×14cm
3.ABS 樹脂、ポリスチレン、鉄
4.1歳頃〜 5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまたは中

ピンク
（003）

オレンジ
（007）

国製）※

3

1. ❶WE50185 ❷WE41962
2. ❶30×26×26cm ❷38×26×26cm
3. 木
4. ❶2 歳頃〜 ❷ 4 歳頃〜
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
7. ❶2.6kg ❷2.9kg

良質なものを選び、専門の調律師が音階だけ

り続けています。

澄 んだ 音 が 美しいカラフ
ル な 鉄 琴。自然に バチを
手にとり音 遊 び がはじま
ります。鉄琴が剥き出しに
なっておらず、丸いフォル
ムをしたやさしいデザイン。

側面を手のひらで叩くことによりリズム遊
びが楽しめるスツール。複数個使って、グ
ループでセッションをしても楽しむことも
できます。

の工 房で、木材選びから成型、面 取り、着色、

きっかけに、との思いのもと心を込めてつく

ゲーム・パズル

4.1歳半頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）
7.900g

アート＆クラフト

1.BZ8000Y、BZ8000B
2.48×24×7cm
3. 鍵盤以外：ホワイトウッド、

組み立て遊び

専門家の手で調律された、美しい音色を
奏でる本格派の木琴です。鍵盤が大きいの
で叩きやすく、1オクターブの音階がある
ので、知っている曲を奏でて遊べます。

と

、
しっか
れ 。

ホワイト
（001）

※色を選べます。

ブルー
（002）

グリーン
（008）

※ハリリット社製品は工場移転にともない、入荷時期により製造国が異なります。
（製造国のご指定は受けかねますので、
ご了承ください。）
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ごっこ遊び・想像遊び

六角形のピースに大きなつまみがついたパ
ズル。隣り合うピースで絵柄が完成するよ
うに並べます。どのピースから並べても完
成するので、失敗なく遊べます。

パズル遊びで大切なのは、子どもの「できた！」と
いう達 成感です。はじめから難しいパズルを選ば
チーフにしたもの、色やかたちがはっきりしている
ものからはじめましょう。徐々にステップアップす
ることで、達 成感を感じながら集中力や認 知力が

教育遊具

1. ❶RL2203532 ❷RL2203533
2.28×28cm
3. カバ合板
4.2 歳半頃〜
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

ずに、大きなピースや、生 活に密 着した 題 材 をモ

育まれていきます。

ピースを持ち上げると数
字が隠れているピックアッ
プパズル。て ん と う 虫 の
大きさ、ドットなどの数を
「数 量 」
「大きさ」
「文字」
で理解するきっかけとなり
ます。

1.HY711920
2.29×20.5cm
3. シナ
4.2 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）

1. ❶HY704610 ❷HY704611
2. ❶パッケージ：37×37×3.5cm
❷38cm

3. ❶シナ、スチール、マグネット
❷マグネット、木 4.4 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル 6. 日本（中国製）

138

PLAYSCAPE_2017_134-143_CS6.indd 138-139

2 層になった乗り物をモチーフにした木製
ジグソーパズル。上面には乗り物の外観が、
下面にはその内部の構造が描かれています。
パズルと同時に乗り物の構造を学べます。

1. ❶RL2204005

❷RL2204006

❸RL2204007

2.28×40cm 3. カバ合板
4.4 歳頃〜
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

ゲーム・パズル

ライオン、キリンやゾウな
ど親しみのある動物をモ
チーフにしたパズル。ピー
スをつまみ上げると、下に
は動物のシルエットが隠れ
ています。

マグネットのついた「さお」で魚をつりあげ
ていきます。魚が全部つれたら、青色の下
地のカタチをヒントにパズルを完成させま
しょう。あそびを通して集中力を養い、色彩
やかたちの認識力を高めます。さおは追加
用に別売りもあります。

2

1.HY711900
2.29×9cm
3. シナ
4.2 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）

1.HY711890
2.29×20.5cm
3. シナ
4.2 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）

1

2 層になった乗り物をモチーフにした木製
ジグソーパズル。上面には乗り物の外観が、
下面にはその内部の構造が描かれています。
ピースの少ない 6 種のパズルのセット。

1.RL2203509
2. 各21×30cm
3. カバ合板
4.3歳頃〜
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

アート＆クラフト

丸、三角、四角などのシン
プルな形の下には模 様や
絵 柄 が 隠 れてい るので
「何が 出るかな？」と会 話
も 生 ま れ ます。は めたり、
つまんだりしやすく、くり
返し遊 び たくなるパズル
です。

2

組み立て遊び

6

子どもたちの生活に親し
みのあるものをピックアッ
プパズル に。丸 い か た ち
は、少しず つ 大 きさの 違
いがあるので、まわりの絵
柄をヒントにしてはめて遊
びます。

1.HY711910
2.29×20.5cm
3. シナ
4.2 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）

1
10 種類の乗り物が描かれ
た 木 製 パズル。役 割 の 違
う乗り物を学びながら、1
人でも、グループでもパズ
ル を 楽し めます。車 体 の
一 部と色をヒントに 完 成
させましょう。

1.RL2203035
2. 各12×18cm
3. カバ合板
4.2 歳半頃〜
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

森を舞台に春夏秋冬を描
いた木製パズル。青々とし
た自然の森で冬眠から目
覚 め る動 物 や、美しく紅
葉した森で木の実を食べ
るリスなど、動物の生態も
学べます。

1. ❶RL2203179
❷RL2203177

2.37.5×37.5cm
3. ブナ、カバの木、合板
4.4 歳頃〜
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）
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ごっこ遊び・想像遊び

イギリス・オーチャードトイ社は、イギリスの国家カリキュラム「読み
書き」
「数」
「色の認識」
「社会性」に基づき、パズルやゲームの商

小さなピースを扱 える年令になったら、高い 集中

品開発を行っています。低年令向けのパズルは分厚く、紙製ながら

力を維持しながら、指先を使って遊ぶ「ひも通し」

も小さな子どもたちが あそび場でくり返し遊 んでもへたれない

教育遊具

にチャレンジ。遊び 進めていくうちに、色やかたち、

丈夫さ。発達に応じて難易度が選べるパズルや、床面いっぱいに広

数に触れるため、それらに対する関心も高くなりま

げて複数人で楽しむフロアーパズルなど、教育現場で子どもたちが

す。シンプルなピースは、色・かたち分け遊びやゲー

楽しく学べる遊具を生み出しています。

ムなどにも遊び方が広がります。

組み立て遊び

S
ピース数の異なるパズルが
４つ入っており、ピース数
が増えるとピースのサイズ
も小さくなります。小さい
ピースは、１ピースに描か
れている絵も細かくなるの
で全体像を想像する力や
記 憶 力、観 察力が 育まれ
ます。

1.OCJP05
2. パッケージ：19.5×14×
9cm

数字と絵柄を組み合わせ
る1から20までのナンバー
パズル。一つひとつ違った
イラストが描かれているの
で、
「１匹」
「12羽」
「19 個」
など、単 位の 違 い を学 ぶ
きっかけにもなります。

1.OC219
2. パッケージ：19×14×8cm
3. 紙
4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）
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1.OC220
2. 完成サイズ：21×15cm
3. 紙 4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

両面がパズルになっている
リバーシブルパズル。ピー
ス数は少ないですが、両面
に絵柄があるので難易度
は高くなります。色や絵柄
をヒントにどちらの面か考
えながら挑戦できます。

巨大な街を15ピースでつく
ることができるジグソーパ
ズル。各ピースにはたくさん
の人物や建物、お店屋さん
が描かれており、ミニカーな
どを組み合わせるとごっこ
遊びの世界が広がります。

1.OC301
2. パッケージ：19.5×14×5cｍ
3. 紙
4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

1.OC288
2. 完成時：85.5×69.5cm
3. 紙
4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

ビーズが 半透 明なのでひ
ものなかを通っていく様子
が見え、はじめてのひも通
しにおすすめです。付属の
サイコロで 分 類 遊 び も楽
しめます。

1.JE4240
2. パッケージ：直径13cm
3. ポリスチレン
4.3歳頃〜
5. ジェグロ
6. オランダ（オランダ製）

1.JE04220
2. パッケージ：42×30cm
3. ポリスチレン
4.3歳頃〜
5. ジェグロ
6. オランダ（オランダ製）

さまざまな 色・かたちの
ビーズ が たっぷり入った
セット。分類遊びやままご
との材料にも使えます。

1.JE04252
2. パッケージ：直径 20ｃｍ
3. ポリスチレン 4.3歳頃〜
5. ジェグロ
6. オランダ（オランダ製）
7.1.4kg

ゲーム・パズル

3. 紙
4.1歳半頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

はじめてひも通しをする子
どもにもつまみやすい大き
めのビーズ。ひも通しとし
てだけでなく、数、色分け、
大きさの認識遊びでも活
躍します。

アート＆クラフト

１歳 前 後の子どもにも親
しみのあるシンプルな絵柄
とカラフルな色合いで、は
じめてのパズルにぴったり。
再生紙を使っており、十分
な厚みがあって丈夫です。

180 個のビーズを色・かた
ちで分 類したり、棒さし・
ひ も通しをして遊 べます。
カードと同じように通して
いくことで、目と手の協応
運動を促します。

1.JE905030
2.5.5×33.5×32cm
3. ポリスチレン 4.3歳頃〜
5. ジェグロ
6. オランダ（オランダ製）
7.2.9kg

S
150ピースの 世 界 地 図 パ
ズル。生息する動物や歴史
的建造物などが描かれて
います。同じ大きさのポス
ターも入っているので合わ
せて楽しむことができます。

1.OC280
2. パッケージ：26×30.5×
9cm

3. 紙
4.5歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

ひとつのピースに２つの穴が開
いているので、ひもを２方向へ
通すことができます。ペンで動
物のかたちを写せば、塗り絵
や切り絵遊びに発展もできま
す。内容量の異なるＳとＭの2
タイプがあります。

1. ❶JE989961S ❷JE989960M
2. パッケージ：直径13cm
3. ブナ 4.3歳頃〜
5. ジェグロ
6. オランダ（オランダ製）
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子どもたちは、身近なものをよく観察し実際に触れ
てみることをくり返して、抽象的な色やかたちを認
識する力を養います。だからこそ、そこで使う道具
が必要です。自分の手で操作することで、遊びなが

1.RL2996002
2. パッケージ：25×25×6cm
3. 紙
4.4 歳頃〜
5. ロルフ 6. オランダ（オランダ製）

ら図形構成力や巧緻性、自由な構成力と想像力を
広げましょう。

6.5cm

3. ABS 樹脂、HIPS（耐衝撃性
ポリスチレン）
、マグネット

プロダクト

6. アメリカ（中国製）
7.700g

シンプルな「線 」のピースを使って、模 写
のように好きな絵や文字を表現する遊具
です。幾何学的なパーツを重ねたり並べた
りして問題カードの絵 柄を完成させたり、
パーツを使って絵を描くようにイメージを
かたちにすることで、まだなかなかイメー
ジ通りにお絵かきができない年令でも表
現する楽しさを体験できます。

1.NA310065
2. パッケージ：28×28×6cm
3. ポリプロピレン、紙
4.4 歳頃〜
5. ナターン
6. フランス（中国製）

1.RL2996001
2. パッケージ：25×25×6cm
3. ポリエチレン、紙
4.3歳頃〜
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

ゲーム・パズル

4.3 〜 8 歳頃
5. レジャーラーニング

ライトな 質 感と鮮 やか な
色、細かく異なるピースの
かたちが 特 長 の遊 具。問
題カードに描かれたピース
を探して順番に差していく
ことで、色・かたちや数の
認識、グループ分け、順番
の理解、数と量の一致、指
先遊びを促します。

アート＆クラフト

1.LLP40102
2. パッケージ：14×22.5×

組み立て遊び

磁石がついたカラフルな幾
何学図形のピースを、問題
カードのシルエットに合わ
せて配置。徐々に難問へと
ステップアップできます。

小さな子どもにとって難しい、複数の絵を
見比べて違いを認識することや記憶する
ことを、フタを開けて見つけるあそびの要
素が加わることで、楽しく色やかたちを見
分ける認 知力、物の位置関係を覚える記
憶力を育みます。カードの図柄はイラスト
と写真の全 8 種。また動物の木製ブロック
もついているので、多様なあそびに広がり
ます。

「円」という限られたかたちのなかで、まっ
すぐな線・曲がった線・多様な色を使って
問題カードに描かれた模様や絵柄を再現
するあそびです。色をヒントにピースのかた
ちや角度を変えながら遊ぶことで、図形構
成力を育みます。モザイク画のように自由
な表現遊びを楽しむこともできます。

1.RL2996000
2. パッケージ：25×25×6cm
3. ポリスチレン、紙
4.5歳頃〜 5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

1.NA310071
2. パッケージ：28×28×7cm
3. 紙、ポリスチレン、木 4.3歳頃〜
5. ナターン 6. フランス（中国製）

36
問 題カードに描かれてい
る立体を、ブロックを使っ
て３次 元の立体に再 現し
ます。遊びながら２次元か
ら３次 元に転 換する発 想
力や、立体 を多 角 的に 見
る空間認知力を養います。

1.NA310072
2. パッケージ：28×28×6cm
3. 紙、木、ABS 樹脂
4.3歳頃〜
5. ナターン
6. フランス（中国製）

問題カードと同じになるよ
う、指定されたブロックを
使って組み立てます。上・
左右・表裏、どの面から見
るのか を考え、再 現する
ことをくり返すことで空間
認知力を育みます。

1.LNR9284
2. パッケージ：21.5×30×5cm
3.ABS 樹脂、紙
4.5歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

COLUMN
オランダ で は1985 年 に 幼 稚 園 が 小 学 校
（basisschool）に統合されてから、小 学 校1

文字による説明がありません。先生の力量で、

年生のクラスには、早ければ 3歳から入学でき

年令ごとの学びを促すように指導をします。こ
れは日本の幼稚園、ひいては家庭学習におい

すが、6歳までは、教育遊具を使用しながらの

ても効果のあることです。なぜならば、同じ子

「あそび」を通した学びが中心です。この期間

どもでも、4 歳の時の遊び方、学び方と、6歳

は文字や数の概念など、認知的な成長を徐々
段階・認知レベルの子どもたちがともに遊び、
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学び合えるよう、教室にある教育遊具は極力

ます。2年生からは教科書を中心とした学習で

に遂げる時 期です。同じ教 室で異 なる発 達

142

教育遊具

には、できるだけ具体的で違いを体感できるもの

ごっこ遊び・想像遊び

問題カードに描かれた絵柄を相手の背中
に指 で描いて、その 絵 を当てるコミュニ
ケーション・ゲームです。
「どんな大きさで」
、
「どれくらいの速さで」
「どのような順番で」
描けば相手に伝わりやすくなるだろう、と
考えながら指で描くことで、かたちに親し
んだり相手のことを想像するコミュニケー
ションの力が身につきます。

の時とは教育遊具の使い方も異なるからです。
「長く使い続けられる理由」は、そんなオラン
ダならではの教室の在り方にあります。

143

2018/03/27 10:56

まずは「大きい・小さい」や「重い・軽い」などの
簡単な比較から。やがてそれが 数字で表せること
を学びます。そのプロセスを子どもの理 解 度に合
教育現場で採用されている遊具。自分の手を使っ
て実感した経験が、将来の算数への興味を自然に
生み出してくれます。

5

1.IV178259
2.17×23×4.5cm
3. ポリスチレン、ポリプロピレン
4.4 歳頃〜
5. インビクタ
6. イギリス（中国製）

組み立て遊び

2
1

教育遊具

1.LNR2095
2.13×13cm
3.ABS 樹脂
4.3歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

わせてゆっくりと、着実に進めてくれるのが世界の

5
5

数が大きいほど 重たくな
るおもりを使い、
「どっち
が 大 き い？」か ら、
「 ９と
つり合うためには？」など、
「重さ」と「足し算・引き算」
を楽しく学べます。

S1
大人の方が、数字や数式
（答え）を声で伝
えながら、カードを見せる「フラッシュカー
ド」です。表と裏に問題があり、表の問題
の答えが 裏の右下に小さく出ているので、
出題者は、テンポよくカードを扱いながら
問題を出すことができます。たし算や引き
算には、量を示す絵も描かれており、数え
て計算ができるようにもなっています。
（問
題カード46 枚入り）

1. ❶JE18301 ❷JE18303 ❸JE18304
2. ❶29×22×9cm ❷18×21×9cm
❸ 6×15×11cm

アート＆クラフト

仕切り板の向こう側にビーズを動かせるの
で、数の大小や増減を目で見て納得できま
す。小さな子どもでも指でつまみやすいつ
くりです。
❶「1 〜 100」までの数を学べます。❷「1
〜 50」までの数を学べます。❸コンパクト
で、持ち運びにも便利なサイズです。

1. ❶EBO-FLADD2❷EBO-FLSUB2

3. ポリスチレン、木、スチール 4.2 歳頃〜
5. ジェグロ 6. オランダ（オランダ製）
7. ❶1kg ❷740g ❸235g

ゲーム・パズル

❸EBO-FMULT2❹EBO-FLDIV2

2. カードの大きさ：14.5×10c ｍ
3. 紙 5. イ―ブー 6. アメリカ（中国製）

左の列の数字（上から下
の順番）
に真ん中に書か

色分けをしながら棒にビー
ズを通して遊んだり、棒に
差したビーズの高さの違い
を見て量の概 念を学 べま
す。
セットのサイコロを使っ
て、ゲーム感覚で数に親し
めます。

↓START

2
12
11
6
5
7
9

1.JE05100
2. パッケージ：17.7×17.7×
3.1cm

3. 木
4.4 歳頃〜
5. ジェグロ
6. オランダ（オランダ製）

5色の木製ブロックを使っ
て、算数の基礎となる量の
概 念、たし算や 引き算 の
仕組みを、目と手を通して
学ぶことができます。

1.JE05200
2.22×22cm
3. ブナ、ポリスチレン
4.4 歳頃〜
5. ジェグロ
6. オランダ（オランダ製）

4

×
１

4
11
5
12
2
6
3
1

れた計算をして、右の列
から答えの数字を探して
ひもをかけます。

2×1=2
12×1=12

裏を見て答え合わせをし
ます。答えが合っていれ
ば、本体に書かれた線と
ひもが重なっています。

1.JE11111
2.34×23×2.5cm
3. 木、ポリスチレン
4.5歳頃〜
5. ジェグロ
6. オランダ（オランダ製）

サイコロ で 出 た 色・数 の
リング を棒 に 差 すことに
より、指先遊びをしながら
「色」や「数」
、
「量」に親し
むことができます。

ごっこ遊び・想像遊び

長針
（青）を動かすと連動
して短針
（赤）が動く仕組
み の 時 計です。大 きな 文
字盤で見やすく、時間と分
の関係を理 解しやすいつ
くりです。

左側の数字と、真中の数字を足す／引く／
かける／わった答えを、右側から探し、ひ
もを引っ掛け、答え合わせ。裏返して巻い
たひもが答えの線に重なっていれば正解
です。算数の計算を楽しくゲーム感覚で行
えると同時に、両手を使うので手の刺激に
もなります。

1.WU-K❶101❷102❸103❹104
2.15×5×2.5cm 3. ポリスチレン
4.5歳頃〜 5. ラーニング・ラップアップス
6. アメリカ（中国製）

COLUMN
子どもの学びのプロセスには、まだ解明され

に数と数字はわかりやすく伝えることが難し

ていない謎がたくさんあります。ただひとつ

い概念のひとつ。
「サン」という音としての言

確実なことは、
「からだを通して理解する」と

葉、
「3」という記号としての数字、
「リンゴが

いうことです。大人はすでに抽象的にものを

3つ」という具体的なものの数など、いくつ

捉えることができますが、子どもは実体験を

もの段階を経て理解をします。
「多い少ない」
、

伴わないと、その意味が理解できません。目

「長い短い」を比べて量を知る、1つずつピー

で見て、手で触れたものを疑わず、
「こうした

スを動かして数えるなど、遊具で体験するあ

らどうだろう？」という試行錯誤を生み出し、

そびを通して、捉えにくい「数」は確実な理

さらに新しい発見と学びへと進みます。その

解へとつながります。

手助けをするのがあそび道具の役割です。特
144
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ごっこ遊び・想像遊び

COLUMN

出して他の人に聞かせる「ストーリーテリング」は、エンターテ

文字や単語に親しむことから、考えたことを表現す

インメントや教育の一環として、また文化継承のためにたくさ

る「お話づくり」、相手に自分の考えを正確に伝え、

んの国で行われています。低年齢の頃から、想像力を働かせ

相手の気 持ちを受けとめる「コミュニケーション」、

ながら論理的に話すあそびや、相手と言葉のやりとりをして進

外国語の学習まで、言葉に触れるあそびを通して

1.EBO-TTALP2
2. パッケージ：15×15×15cm
3. 紙 4.2 歳頃〜
5. イーブー
6. アメリカ（中国製）

めるコミュニケーション遊びを取り入れることで、言葉を覚え

語彙力や表現力が育まれます。

る力・単語と単語をつなげて文章やお話をつくる技術・物の
名前を覚える力など、言葉に関する力を養うことができます。

組み立て遊び

さまざまな絵が描かれたカードを表向き
に並べ、好きなカードを1枚選びます。カー
ドに描かれている絵を説明したり、その続
きの展開のカードを選び、複数のカードを
つなげて物語をつくってみましょう。カード
には言葉が書かれておらず、決まったあら
すじはありません。言葉をつなげていくこ
とで、語彙力や表現力を育みます。

1.LSRR525
2.21.5×29cm
3. 紙
4.3歳頃〜
5. レイクショア
6. アメリカ（アメリカ製）

12×9.5cm

3. 紙 4.3歳頃〜 5. イーブー
6. アメリカ（中国製）
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8.8cm

3. 紙 4.4 歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

アルファベット を 書 く 時
の特 有の手の動かし方に、
運 筆を通して慣れ 親しみ、
上手に書く準 備ができる
キット。

1. ❶EBO-TSSCH ❷EBO-TSVIL2
2. パッケージ：13×10.5×2.5cm、カードサイズ：

146

1.OC004
2. パッケージ：14×19.5×

1.OC024
2. パッケージ：19×14×5cm
3. 紙
4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

ゲーム・パズル

1.NA310073
2. パッケージ：28×35×6cm
3. 紙、ポリプロピレン、磁石
4.4 歳頃〜 5. ナターン
6. フランス（中国製）

1.BZ101
2. 木箱：23.5×43.5×8.7cm
4.1歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）
7. 約 2.4kg（積み木・木箱も含む）

言 葉ボードの上に書かれ
ているアルファベットと同
じ文字カードを置いて、綴
りと 発 音 を 学 習 で き る
セット。言葉ボードの裏側
は空 欄になっているので、
単語を覚えた後に自分で
スペルをつくるゲームにレ
ベルアップできます。

も の の 英 語 名とイラスト、
頭文字のアルファベットが
描 か れ たカードが２６枚
入っているセット。1文 字
ずつ覚えることから、発音、
頭 文字からはじまる単語
を覚えることまで、段階的
に使うことができます。

アート＆クラフト

「相手に風景を伝える人」
「風景をつくる
人」に分かれ、見本カードから1枚好きな
ものを選びます。
「相手に風景を伝える人」
は、自分が見ているカードの風景を言葉に
して相手に伝え、
「風景をつくる人」は相手
の言葉をよく聞きながら、聞いた通りにマ
グネットシートの上にピースを配置します。
対話をしながらゲームを進めることで、相
手にわかりやすく伝える力や情報を正しく
理解する力を育みます。

「あいうえお」のほかに、
「ゃゅょ」などの小
さい文字や、カタカナ、濁点、半濁点まで
入っている積み木セット。付属のかなあそ
びの本や木製プレートを使い、描かれた絵
と文字をみて文字集めをしたり、言葉づく
りを楽しめます。

教育遊具

くり返し積 んだり重 ねた
りして楽しめる紙製ボック
スに、動物やアルファベッ
トが描かれており、遊びな
がら自然と言 葉に親しめ
ます。数字も描かれている
ので、順番に並べることで
数も学べます。

言葉・想像力・擬音などを使い、出来事や物語を実際に声に

「WHO?
（ 誰が）
」
「WHAT?
（何を）
」
「WHERE?（どこ
で）
」のボックスから出て
きたカードを使って、文章
を組み立てるゲーム。英語
で相手に伝わりやすいよ
うに話す練習です。

1.LSLL904
2. パッケージ：40×10×
16.5cm

3. 紙、ポリエステル、PVC
4.4 歳頃〜
5. レイクショア
6. アメリカ（アメリカ製）

家のかたちをしたボックスに、屋根に描か
れている単語と同じ「韻をふむ」単語カー
ドを50 枚のなかから探して入れるゲーム。
語彙や発音を知るきっかけになります。

1.LSJJ157
2. パッケージ：34.5×9×20.5cm
3. 紙
4.4 歳頃〜
5. レイクショア
6. アメリカ（アメリカ製）
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科学への興味は、自然や人間への興味に他なりま
せん。ものや現象に目を向けて、そこに面白さを発

グ」を、楽しく実験しながら体感できる教育遊具シ

見する力を育てるためには、まずは身近に感じるこ

リーズです。机に向かって学ぶだけでなく、子ども

とが大切です。
「人間の体はどうなっているの？」
「も

たちが実生活で直面するさまざまな問題を解決す

のの中身はどうなっているの？」そんな子どもたち

る力を身につけられるよう促します。

の旺盛な知的興味、欲求を刺激し応えられる道具

教育遊具

文 部 科 学 省 も提 唱している「アクティブラーニン

ごっこ遊び・想像遊び

子どもの手に持ちやすい
設 計 で、倍 率 4.5 倍 の 大
きな虫めがねです。スタン
ドが つ いてい るので、ス
ケッチなどハンズフリーで
観 察する際の道 具として
も活躍します。

1.LNR2775
2.20×11.5×2.2cm
3. ＡＢＳ樹脂 4.3歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

が子どもの科学の芽を育みます。

カラー：赤・オレンジ・緑・黄・
青・紫
（色は選べません）

ST

12cm

3.ABS樹脂、ポリプロピレン、

1.EDJS003
2. パッケージ：26×32×12cm
3.ABS樹脂、ポリプロピレン、

PVC他

4.3歳頃〜 5. エデュトーイ
6. 香港（中国製） 7.500ｇ
※正確な重さを測ること
はできません。

PVC他

ゲーム・パズル

ST

小さな子どもでも扱いや
すい、倍率30 倍の LEDラ
イトつき顕微鏡です。目が
当たる部分は柔らかいゴ
ムでできており、レンズを
上下に 動 かしてピント の
調節ができ、はじめての観
察体験にぴったりです。

1.EDJS002
2. パッケージ：26×32×

1.LNR2833
2.35×25.5×7.5cm
3.ABS 樹脂、紙
4.5歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

1.LNR2822
2.35×25.5×7.5cm
3.ABS 樹脂、紙
4.5歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

4.3歳頃〜 5. エデュトーイ
6. 香港（中国製） 7.700g

ST

水に入るときの角度や 物
の乗せ方は浮き沈みにど
う関係するのか？など、潜
水 艦 やいかだ、重 さの 違
うボールを使って、ものが
水に「浮く」
「沈 む」とい
う概 念を実験を通して学
べるセットです。

重いものを小さな力で運
ぶ ために、古代に発 明さ
れ た 滑 車 やネジ など6 種
類の「単一機械」
。その仕
組みを10 種類の問題と実
験を通して、試行錯誤しな
がら体感できるセットです。

1.LNR2827
2.35×25.5×7.5cm
3.ABS 樹脂、紙、ポリウレタン
4.5歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

1.LNR2824
2.35×25.5×7.5cm
3.ABS 樹脂、紙
4.5歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

COLUMN
ＳＴＥＭとは、アメリカが発祥の教育分野で

E ➡ Engineering（工学）

す。かつて、技術・科学分野の優秀な人材に

M ➡ Mathematics（ 数学）

より産業が栄え、世界のリーダーとして活躍

の 4つの科目を統合し、関連性を持たせて

をしていたアメリカですが、近 年は「理 系 」

学ぶ「ＳＴＥＭ」という分野が誕生しました。

と呼ばれる分野を専攻して就業する人材が

学 校教 育にも取り入れられ、
「どうしてこう

減少しています。そこで、未来の産業を支え

なるの？」「実際にやってみて、こんなことが

る人材を育てる教育として

さらにわかった」など、ものの仕組みや成り

S ➡ Science（科学）

立ちを体 験を通して学ぶことで、科 学的思

T ➡Technology（科学技術）

考や問題解決の力を育てます。
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液体を入れてものの「重さ
を測る」体 験をしたり、容
量の異なるビーカーとはか
りを使って「量のたし算」
を体感できるセットです。

アート＆クラフト

磁 石の大きさと磁 力の強
さの関係や反発を利用し
てものを動かせることなど、
問題や実 験を通して磁石
や磁力の仕組みを体感し
ながら学べるセットです。

車や道路パーツ、振り子の
ボールなどを使い、
「動き」
と「力」の仕組みを体感しな
がら学 べるセットです。坂
道の傾斜や振り子の振り幅
などの実験を通して、日常
生活でも使われている物理
学の法則を学べます。

148

組み立て遊び

ST

各地に住む動物や歴史的
建 造 物が 描かれた、学び
のきっかけに最 適な地 球
儀。土台にあるボタンを押
すとライトが点き、海の部
分に魚が浮かび上がりま
す。※単三電池4 本
（別売）
が必要です ※国名などの
表記は英語です

1.EDG2855
2. 球体：直径 28cm、パッケー
ジ：30.5×30.5×30.5ｃｍ

3.ABS 樹脂、塩化ビニルセット
4.4 歳頃〜 5. エデュトーイ
6. 香港（中国製） 7.1.5kg

高倍率のレンズ、プレパラ
ートからピンセットまで、
観察に必要なものがセッ
トになった顕微鏡。暗いと
ころで も光 源ランプ で 鮮
やかに対象物を観察する
ことができます。

1.EDMS083
2.32×28×12cm
3. 本体：金属
4.8 歳頃〜
5. エデュトーイ
6. 香港（中国製）
7.1.7kg

5層 のパズル は 上 か ら洋 服・
はだか・筋肉・内臓・骨、と体
の内部がわかる仕組み。自分
と違う性別や自分のからだや
健康の大切さを学ぶために作
られた教育遊具です。

1. ❶BE17128 ❷BE17129
2.28×14×2cm
3. 木 4.4 歳頃〜
5. ベルダック
6. ドイツ(中国製）
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かたち合わせ

つくりたいものを決めてイメージに合った色・形のブ

ごっこ遊び・想像遊び

かたちの認識や

3
正三角形と正方形のみの、遊びや
すいセット。磁力を操り簡単な造
形遊びが楽しめます。

す組み立て遊び。様々な角度から見たり、記憶をたど

教育遊具

1.MF701005J
2. パッケージ：28.9×5.1×24.4cm
7.600g

ロックを選び、つけ外しをくり返しながら完成を目指
り類 似性を見出したり。想像力や発想力を存分に刺
激しながら、指先の巧緻性を養うことができます。遊
ぶたびに異なる作品に出合え、ブロックでつくる自分

62

だけの世界が膨らみます。

組み立て遊び

正三角形・正方形・五角形のセッ
ト。基本の形だけで複雑で大きな
立体物にまで発展。

空間
認知力を
育みます

1.MF701007J
2. パッケージ：30.5×5.1×32.4cm
7.1.1kg

好奇心を刺激するブロックです。つけ外しが簡単な

9

ので小さい子どもから楽しむことができ、磁 力の

基本的な形のすべてとカーブを描
くも の 全13 種 の 形 が あり、バリ
エーション豊かに遊べます。

性 質を活かして平面から立体へスピーディーに組
み立てられます。遊びながら数学的センスや空間把
握力、科 学的思考など、未 来に向けて身につけた

1.MF703004J
2. パッケージ：58×7×

い力を育みます。

7.2.1kg

アート＆クラフト

カチッとくっつく感 覚が 磁力の不思議を体感でき、

33cm

ゲーム・パズル

3.ABS 樹脂、磁石 4.3歳頃〜 5. ジムワールド 6. 韓国（中国製）

7
図形の構成や立体の成り
立ちなど、遊 び な がら算
数の理解が深まるセット。

COLUMN

磁石ならではのスピーディーな組み立てが 可能。インスピ
レーションが浮かんだ瞬間に、ピースがカチッとつながり
ます。
3 歳から小 学生まで、発 達に合わせて遊び方もステップ

1.MF711002J
2. パッケージ：46.3×6.8×
35cm

7.2.3kg

12

1
シリーズ最 大のセット。20
種以上のパーツとさまざま
なアクセサリーを使ってブ
ロック遊びはもちろん、算
数の理解もさらに深まりま
す。

1.MF712004J
2. パッケージ：50.2×21.8×
35.6cm

7.7.3kg

アップし、作品も複雑になります。
読むより、書くより、まず遊ぶ。幼少期からブロック遊び
を通して図形に慣れ親しむことで、知らず知らずのうちに
数学的センスが磨かれていきます。

必要なパーツごとに購入できるセッ
トが登場。よく使うピースや、つくり
たい作品に合わせて補充できます。

1. ❶MF713010J ❷MF713011J
❸MF713012J ❹MF713013J
❺MF713014J ❻MF713018J
❼MF713015J ❽MF713019J

2. パッケージ:
❶6.8×8.3×7.1cm
❷6.9×8.3×7.1cm
❸6.8×8.2×10.2cm
❹13.5×8.3×7.1cm
❺13.5×8.2×11.8cm
❻6.9×8.3×12.3cm
❼13.6×8.2×11.7cm

since 2005

2005年の発売開始以来、世界中
の人々に愛用されています。

世界65ヶ国で
人気沸騰中！

世界水準の
安全テストをクリア

日 本を含むアジアをはじめ 、ヨー
ロッパ、アメリカなどにも広がって
います。

世界でも厳しいと言われる欧州の
安全基準
（CE）
やアメリカの安全基
準
（ASTM）
もクリアしています。
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ごっこ遊び・想像遊び

2
ドライバ ー な どの 本 物 そ っくり の 工 具 を 使 って、
ごっこ遊びをしながら組み立て遊びができるネジ
遊 び。ネジを留めたりはずしたりするには、
「押さ
が必要となり、巧緻性にもつながります。ネジ留め
の練習から、立体的なかたちをつくるまでステップ

1.KL8686
2. 組み立て時：76×44×

アップしながら遊べます。

3. ポリエチレン、

うまくかみ合うように歯車を組み合わせて回すギ
ア遊 び や、くぼみを活かして立体をつくる棒 状ブ
ロック、回転・伸縮自在な関節をモチーフにしたブ
ロックなど、年令やつくりたいものに応じて選べる
ブロック各種をそろえました。想像力を働かせなが
ら、あそびを通して物事の仕組みを学ぶことがで

32cm

きます。

ポリプロピレン

ピースが大きく、磁石が内
蔵 さ れてい るので、まだ
手や指の力が弱い小さな
頃から楽しめます。積み木
遊びの次のステップとして、
本 格的な組み立て遊びに
チャレンジできます。

教育遊具

える」「回す」など右手と左手で異なる指先の動き

ドイツの自 動 車 部 品・電
動工具メーカー「BOSCH」
デザイン の リアル な 工 具
ステーション。お父さんの
大 工 道 具を使う前に、本
物 そっくりのあそび 道 具
でたっぷり練習です。
※単 4電池×2 本別売り。

1.PPT18301
2. パッケージ：22×28×6cm
3.ABS 樹脂、ポリアセタール
4.2 歳頃〜
5. ポピュラープレイシングス
6. アメリカ（中国製）

32mm

18mm

32mm

8mm

32mm

18mm

8mm

32mm

カラフルな 色使 いが 特 長
的なブロックとギアのセッ
トです。ギアを上手く噛み
合わせ、すべてのギアを動
かす 方 法 の 発 見や、回 転
するギアの模 様の楽しさ
を体験できます。

1.PPT19000
2.20.5×18×16.5cm
3. ポリスチレン 4.2 歳頃〜
5. ポピュラープレイシングス
6. アメリカ（中国製）

1.QR2341
2.31×29×9cm
3. ポリエチレン
4.3歳頃〜
5. ケルチェッティ
6. イタリア（イタリア製）
7. 約1kg

組み立て前

T
ネジと工具が、持ち運びできるケー
スに入った、組み立て遊びのキットで
す。工具を実際に使って、平面にも立
体にも組み立て遊びができます。ワッ
シャーやナットの役割や、スパナで固
定してドライバーを動かすなど、日常
生活でも使うことの多い工具の使い
方も覚えることができます。

18mm

8mm

18mm

1.QR6140
2. パッケージ：17×31.5×23cm
3. ポリエステル、ポリエチレン
4.5歳頃〜
5. ケルチェッティ
6. イタリア（イタリア製）

ゲーム・パズル

1.TC8531
2.29×40×13.5cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2 歳頃〜
5. テクニコ
6. ドイツ（ドイツ製）

輪 切りにしても切り口が
六角形になるブロック。す
べてが 6つの 辺と頂 点を
もつ正六角形で、異なるサ
イズや 角度 ではめたり重
ねたりして組み合わせるこ
とができます。

アート＆クラフト

ネジ式の組み立て遊 具の
なかでもパーツが大きめ
なので、小さな子どもから
挑戦できます。ボッシュシ
リーズとも互 換 性 が あり、
組み合わせるとダイナミッ
クに遊べます。

32mm

組み立て遊び

4.3歳頃〜
5. クライン
6. ドイツ（中国製）

S

縦・横・斜 め に 入った 切
れ込み同士を組み合わせ
て繋げる、八角形のブロッ
ク。光を 通す透 過 性の 特
長 を活 かし、完 成した 作
品に 光を当てる、異 なる
色を2 枚重ねるなど、色を
使ったあそび も楽しむこ
とができます。

に
え と れ

し が
す。
合が
ます。

にひ った 、

な を

1.GT1004837
2.1ピース：5.5×5.5cm
3.ABS 樹脂 4.4 歳頃〜
（中国製）
5. ガルト 6. イギリス
7. 約 500g

125
生活に身近な接合道具「ネジ」
と工具を使っ
て、精巧な作品をつくることができる組み
立て遊具です。精密な図面を読み取り、工
具を使いこなして、手順に沿って組み立て
る工程は、まさに本格的なものづくり体験
の入口となります。取り外しもできるので、
たっぷりと時間をかけて、試行錯誤を重ね
られます。

32mm

1.ET00006
2.25.4×15.2×30.5cm
18mm
3. スチール、プラスチック
4.8 歳頃〜
5. アイテック
6. ドイツ（ドイツ製）

8mm

25

5 種類の独特なかたちのパーツ同士をつな
げ、組み合わせによってさまざまな動きを
楽しめる組み立て遊具です。人間の関節の
動きを元に設計されているので、完成した
作品を回転・伸縮・スピンさせるなど、自
在にパーツを動かして楽しめます。

1. ❶IF11125 ❷IF11250
3.ABS 樹脂
4.6歳頃〜
5. ズーブ
6. アメリカ（中国製）

8mm
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ごっこ遊び・想像遊び

ドイツ東部のエルツ地方の小さな村、ノイハウゼンにあるカデン・
カデン社は、大学でプロダクトデザインを教える父・ゲルト氏と、木

ばれ、昔から親しまれているあそびです。落とした

工職人の息子が営む工房です。ドイツの伝統的な木工技術を反映

玉が上から下へ転がっていくシンプルなつくりであ

しながら、数学的均衡のとれた美しいデザインのクーゲルバーンを

る一方、ゴールを目指して試行錯誤しながら組み立

開発・制作しています。木のぬくもりが感じられる自然素材を使い、

てていくあそびは、子どもから大人まで、好奇心を

シンプルながらもくり返し遊びたくなるデザインの遊具は、子ども

刺激します。

たちに上質で豊かな時間を届けます。

直 線とカーブのコースの
キューブを組み合わせなが
らボールの通り道をつくる、
基本セットです。

スパイラルレールやシーソーが入った、組み
立て式クーゲルバーンのセット。直線レール
がたくさん入っているので、交差するコース
や大きなコースをつくって楽しめます。

1.QDE6005AB05
2. パッケージ：34×43.5×
8cm

1.QDE8253AJ
2. パッケージ：22.5×52×
8.5cm

3. 木、ポリプロピレン、スチール
4.4 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製） 7.1.2kg

ベーシックセット＋
ミュージック
拡張セット

1.QDE6009AB05
2. パッケージ：34×53.5×13.5cm
3. ポリプロピレン、木、ガラス 4.4 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル 6. 日本（中国製）
7.4.8kg

ツイスト＆レールセットなど
他のセットと合わせること
で、コースがさらに充実する
拡張セット。よく使うブロッ
クとレールを増やすことで、
コースが多様に変化します。

1.QDE6010AB05J
2. パッケージ：22.5×52×
8.5cm

3. 木、ポリプロピレン
4.4 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）
7.1.6kg

つくったコースの出口に設
置することで、ビー玉が飛び
出さないようにするキャッ
チャーです。

1.QDE6030BB05
2. パッケージ：18×15×8cm
3.ABS 樹脂
4.4 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）

曲線を描くコースを走り抜け
たり、ソーサー部分で回転す
るなど、さまざまなボールの
表情が楽しめる基本セット
です。

1.KK46/01
2. パッケージ：40×40×11cm
3. ブナ
4.3歳頃〜
5. カデン・カデン
6. ドイツ（ドイツ製）
7.9kg

1.KK80/03/1T
2. パッケージ：28×29×6.5cm
3. ブナ 4.3歳頃〜
5. カデン・カデン
6. ドイツ（ドイツ製）
7.1.6kg（木箱を含む）

4.6cm

ボールがうず巻き状に回
転しながら留まるソーサー
部分パーツを含 む セット。
ボールの動きに表 情が生
まれます。

1.KK46/03
2. パッケージ：40×40×11cm
3. ブナ
4.3歳頃〜
5. カデン・カデン
6. ドイツ（ドイツ製）
7.9kg
4.6cm

ゲーム・パズル

3. ポリプロピレン、木、ガラス
4.4 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製） 7.2.3kg

ツイスト＆レールセットなど
他のセットと合わせること
で、コースがさらに充実する
拡張セット。ビー玉が通るた
びに、音階の異なる鉄琴が
音色を奏でます。

合わせて遊べるスモールサイズ 2種

アート＆クラフト

色によって穴の開き方や仕
掛けが異なるブロックを使
いながら、組み立てるクー
ゲルバーン。コースを組み替
えるごとにビー玉がどんな
動きを見せるのか、好奇心
やあそび心を刺激します。

組み立て遊び

合わせて遊べるラージサイズ 3 種

教育遊具

ドイツではクーゲルバーン、日本では玉転がしと呼

2.6cm

ボールが通るたびに音を響
かせる鉄琴は、順番を考え
てメロディをつくっても楽し
めます。

1.KK80/04P
2. 木箱収納時：28×14×22cm
3. ブナ
4.3歳頃〜
5. カデン・カデン
6. ドイツ（ドイツ製）
7.4kg
2.6cm

ボールが 通るたびに音が
響く、鉄 琴入りのセットで
す。玉転がしと音遊びが両
方楽しめます。

1.KK46/04
2. パッケージ：40×40×11cm
3. ブナ
4.3歳頃〜
5. カデン・カデン
6. ドイツ（ドイツ製）
7.9kg
4.6cm
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構成遊び、造 形遊び、工作遊び、ビーズ 遊び。自由に

「寒天」が原料のかんてんネンドは、保湿性が高く、やわらかく、

思いを表現していく楽しさ。そこに適した「素 材」が

くっつきにくいので自分のペースで思い通りの造形が楽しめま

あれば、どんなものをつくろうかと、どんどんインス

す。手やテーブルにもつきにくく、好きな場所で存分に造形遊
天然素材を主原料にしている安全なネンドでのびがよく、はじ

ながら遊ぶことで、巧緻性を育て、脳を刺激する、幼

めてのネンド遊びにおすすめ。絵具のように色を混ぜて新色を

児期に必要不可欠なあそびです。

つくることもできるので、色遊びをしながら作品づくりを楽し
めます。

5cm

3.EVA、紙
4.5歳頃〜
5. オーブ・ファクトリー
6. カナダ（中国製）

4

無機塩、食品色素

4.2 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）
7.60g×4

1.OR73343
2. パッケージ：32.5×27×
5cm

1. ❶NS011 ❷012 ❸013 ❹014 ❺015

❸

❻ 016 ❼ 017

2. 直径 6.5×高さ5.5cm
3. 寒天、セルロース、にがり、無機塩、食品色素
4.2 歳頃〜 5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製） 7.80g

❸黄

❹青

❺緑

❻オレンジ

「モザイク」。数字が書いてある台紙にステッカーを貼る「ス
ティッキー・モザイク」や、布を押し込んで作品をつくる「プラッ
シュクラフト」は、モザイク技法を表現する遊具です。与えら
れた指示を理解して、物事を進めていく練習は、集中力を高
めることにもつながります。

❶

S

❷赤

紀元前2600年頃から世界各地で行われていた装飾技法の

ゲーム・パズル

3.EVA、紙 4.5歳頃〜
5. オーブ・ファクトリー
6. カナダ（中国製）

COLUMN

アート＆クラフト

ステッカーを貼ってモザイ
ク画を完成させます。台紙
の 裏 面には、それぞれ の
動物の生態や生息地につ
いての情 報が 書かれてお
り、図鑑として活用できま
す。

1.NS001
2. 直径12×高さ6.5cm
3. 寒天、セルロース、にがり、

❶白

1.QR880
2.33×40×6.7cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.4 歳頃〜
5. ケルチェッティ
6. イタリア（イタリア製）

1.OR73886
2. パッケージ：32.5×27×

組み立て遊び

S

番号にそって指定のステッ
カーを貼っていき、モザイ
ク画 を 完 成 させます。つ
くった後は、リングに通し
て絵 本や紙芝 居のように
して楽しむことができます。

❼ピンク

❷

❸

教育遊具

びができ、イメージを立体で表現する楽しさを教えてくれます。

ピレーションがわいてきます。自分の手や指を動かし

頭に浮かぶイメージを、ボ
ードにペグを差して描く表
現遊び。さまざまな色と4
種のサイズのぺグを使って
細かい 描 写も楽しめます。
3 枚のボードをつなげたり、
単体にしたりと人 数に合
わせて遊べます。

ごっこ遊び・想像遊び

6

COLUMN

3

4

クッション本体に書かれた番号の切れ込み
に、対応する色の布片を付属のプッシュペ
ンで押し込んで、かわいらしいクッションを
つくることができます。色とりどりの布を専
用のペンでパンチしていくだけで、あっと
いう間にグラデーションが美しい、
ゴージャ
スなアート作品が完成します。

2

ネンド遊びに便利なめん棒やカッター、型
のセット。道具を取り入れることで、さらに
指先を使って遊べます。※型の形は選べま
せん。写真と異なる場合がございます。

1. ❶HP4770A ❷HP4770B ❸HP4770C
2. ❶パッケージサイズ：27×14cm

1. ❶ OR77242 ❷ OR73411
2. ❶25.2×25.2×7.8cm

❷波型カッター全長：14.5cm

❷25.5×25.5×7.5cm

❸めんぼう全長：23cm

3. ポリエステル、ポリプロピレン
4.5歳頃〜 5. オーブ・ファクトリー
6. カナダ（中国製）

3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2 歳頃〜 5. ダントーイ
6. デンマーク（デンマーク製）

S
1.NS002
2. パッケージ：11×28×7cm
3. 寒天、セルロース、にがり、
無機塩、食品色素

4.2 歳頃〜
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）
7.900g（各色 80g）

宝石のようなかたちの、
握っ
て使うクレヨンです。蛍 光
色を含んでいたり、細い部
分で線を、広い面の部分で
大きなスペースをぬるなど、
バリエーション豊かな色や
線、描き方でお絵かきが楽
しめます。

1. ＭＭＤ6596
2.23.3×14.3×4.5cm
3. ワックス
4. 3歳頃〜
5. キッド・メイド・モダン
6. アメリカ（中国製）
7. 約 400g
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素材・質感・色合いの異な
る材料が詰まった、クラフ
ト素材のセット。ビーズや
モール、フェルト、糸など
好きな素 材を組み合わせ、
工作がもっと楽しくなりま
す。

1. ＭＭＤ6909
2.25.6×42×10.5cm
3. 木・フェルト・アクリル・金属他
4. 6歳頃〜
5. キッド・メイド・モダン
6. アメリカ（中国製）
7. 2.5Kg
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ハマビーズの遊び方
ビーズをボードに並べて好きな絵柄をつくり、アイロ
ンの熱でビーズが溶けてくっつくアイロンビーズ。デ
ザインをかたちづくる楽しさを味わいながら、指先

2

75

大小さまざまなかたちが15 種入っ
た、ボードのセット。つくりたい作
品に合わせてぴったりのボードが
選べます。

ボードに並べてアイロンをかけるだけ。
簡単に作品をつくって楽しめます。

1

ごっこ遊び・想像遊び

S

3

1.MH380
3. ポリエチレン、ポリスチレン

教育遊具

の巧緻性も高めます。世界ではじめてアイロンビーズ

※セット内容：ボード75 枚＜丸
（大）
・ハー

を開 発したデンマークのマルタハニング社は、作品

ト（大）・つながる正方形・ウサギ・プリ

の完成度が高まるよう、正確なピースの大きさにこ

ネコ・テディベア・ちょうちょう・フラワー・

ンセス・星
（大）
・六角形
（大）
・ウマ・イヌ・
イルカ・リス 各5 枚ずつ＞

だわり、50 年にわたりビーズをつくり続けています。
を

な
て

に
を

せて、

をの
をかけ

1

らい まして、
から
を
すと
の
が

組み立て遊び

4.4 歳頃〜 5. マルタハニング 6. デンマーク(デンマーク製）

12

1.MH2081JAP
2. パッケージ：高さ20cm、直径11.5cm
3. ポリエチレン、ポリスチレン

1.MH2095
2.31.5×24×5.7cm
3. ポリエチレン
※セット内容：ビーズ×9600、アイロン
シート×1

アート＆クラフト

原色、パステル色など使いやすい色
のビーズに、はじめて作品をつくる
時に安心なＳサイズのボードの基本
形 4 枚が付いているセット。

S

それぞれのセットに２種のボードと2000 個のビーズ、
アイロンペーパーが入っています。クリスマス会や催事
のプチギフトにぴったり。

1. ❶MH3502 ❷MH3503

※セット内容：ビーズ約10,000ピース・

❸MH3504 ❹MH3506

S ボード4 枚 (正方形・ハート・星・丸型

2. パッケージ：12×17×6cm
3. ポリエチレン、ポリスチレン

各1枚)・アイロンペーパー 3 枚・テキスト
ブック付

ゲーム・パズル

※ 共通セット内容：Sビーズ×2000 個、デザインシート×1、
アイロンシート×1枚、日本語説明書
※セット別同梱ボード内容
（各1枚）
：❶恐竜・くるま ❷ねずみ・
きつね ❸ぞう・うま ❹いぬ・鳥

S
S

3
1

大きな作品づくりやたくさんの作品をつくる
時に便利なバケツに入ったビーズのセット。

1. ❶MH208-00 ❷MH202-00
2. ❶19×27×14cm ❷13×19×11.5cm
3. ポリエチレン

さまざまな動物や基本の型のボードが入った、
集団遊び用のセット。同梱されているアルファ
ベットパターンを見て自分のイニシャル をつ
くったり、完成した作品を動かしながら物語
の世界を再現して遊べます。

1.MH3094 2.25×37.5×8.5cm
3. ポリエチレン、ポリスチレン他
※セット内容：ビーズ 21,000ピース、スタンド20 個、
ボード21枚＜つながる正方形2 枚、四角
（小）・丸型
（小）・六角形
（小）・六角形
（大）・ハート（小）・プリ
ンセス・ウマ・イヌ・ネコ・テディベア・ちょうちょう・
フラワー・イルカ・カバ・ティーンエイジガール・クル
マ・ネズミ・タツノオトシゴ・トラック各1枚＞、
「ハマ
ビーズ用 テキストブック12」1冊、アイロンペーパー、
アルファベット作成用見本シート1枚付

COLUMN
ハマビーズは色遊びや作品をつくる工程を楽しめるのはもち
ろんですが、つくった後も楽しめるあそび道具です。
こいのぼりやクリスマスオーナメントなど行事にちなんだモ
チーフをつくって壁にかざり、季節感を演出する、作品を立た
せて動物園や水族館などのミニチュア模型をつくる、複数個
つくり絵合わせパズルにする、爪楊枝をさしてコマとして遊ぶ、
など活用方法はいろいろ。
教育現場の教室や放課後の活動、イベントなどでぜひご活用
ください。
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ハマビーズには、前ページで紹介している直径0.5cm
の Sビーズの 他に1cm の「ハマビーズ・ジュニア
（L

す。単に勝ち負けを競うものではなく、勝負を通じて

1.MH8240
3. ポリエチレン、ポリスチレン

表現をする Sビーズとは異なり、3 歳からはじめられ

※セット内容：四角形
（大）4 枚、ぞう・い

る Lビーズは、小さな子どもでもひも通しやモザイク

女の子・男の子・くじら・かめ・船・恐竜・

画づくりなどの指先遊びが楽しめます。

手を使うアナログゲームは思考力や社会 性を養いま
集中力、判断力を身につけたり、ルールや順番を守る

1.OC190
2. パッケージ：20.3×14.2×

などの社会 性も育みます。そして、自分１人でやり遂

ぬ・あひる・テディベア・くるま・ハート・

4cm

げるパズルゲームなど、ゲームは子どもたちの達成感

ひこうき・トラック・ちょうちょう・ピエロ・
丸型 各2 枚

教育遊具

ビーズ ）」があります。小さなビーズで細かい絵柄の

シンプルなデザインと明快なポリシーをもった、頭と

アイロンをかけずにモザイク遊びの
ようにも使える、大きめのビーズ用
のボード。

ごっこ遊び・想像遊び

出てくるカードと色もしく
は形が同じモンスターがあ
れば、カードを出すことが
でき、最初にカードがなく
なった人が勝ちです。文字
を使わずに遊 べるので小
さい子どもも楽しめます。

3

3. 紙
4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

や自信も育みます。

組み立て遊び

4.3歳頃〜 5. マルタハニング 6. デンマーク(デンマーク製）

1.MH8803
2. パッケージ：19×26×13cm
3. ポリエチレン、ポリスチレン

色のタイプ別に2300ピースが入っ
たビーズの瓶。

1. ❶MH8582 ❷MH8586
2. パッケージ：25×12×12ｃｍ
3. ポリエチレン

裏 返しにした品 物カード
で 神 経 衰 弱 をし な が ら、
買 い 物リストと同じ 品 物
を探し、一番早くカートを
いっぱいにした人が 勝ち
です。楽しく遊 び な が ら、
英単語にも親しめます。

ルーレットで出た数の分だけ
バスに乗客を乗せたり降ろし
ながらすすみ、一番多く乗客
を乗せてゴールしたバスが勝
ち。あそびを通して量や数の
増減を学ぶことができます。

1.OC192
2. パッケージ：22.5×25.5×

1.OC191
2. パッケージ：14.3×20.3×

5cm

3. 紙 4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

ボード3 枚〈四角形
（大）
、丸、ピエ
ロ〉
、説明書、デザインシート1枚
（3
種類）
、アイロンペーパー、スタンド

ゲーム・パズル

3. 紙、ポリプロピレン
4.4 歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

4cm

※セット内容：ビーズ 3000ピース、

アート＆クラフト

大きめのビーズがたっぷり入っ
たバケツのセット。ビーズを置
いて絵柄をつくる練習を何度
もくり返したり、ひも通しとし
て遊んだり、指先あそびの幅
が広がります。

6個

童話「三匹のこぶた」をモ
チーフにしたすごろくです。
サイコロを振り、止まった
マスに従い、ワラ・木・レ
ンガのそれぞれのお 家を
完成させ、ゴールの赤いレ
ンガの家を目指しましょう。

子ども1人でも出し入れをしやすい、蓋付きの透明ボトル。
なかにはそれぞれの色の鮮やかなビーズがぎっしりと入っ
ています。

1. ❶MH8570 ❷MH8571

1.OCFL15
2. パッケージ：20×14.5×

1.OC193
2. パッケージ：19×25×8.5cｍ
3. 紙、PE
4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

❸MH8572

2. パッケージ：9.5×12.5×12.5cm
3. ポリエチレン

ビーズ・ボード・アイロンペーパーと作品づく
りに必要なものがすべて入っています。下絵に
合わせて絵をつくることができるので、はじめ
てのお試しセットとしてもおすすめです。

1. ❶MH8908 ❷MH8909
❸MH8918 ❹MH8928

2. パッケージ：29×19.5×3cm
3. ポリエチレン、ポリスチレン
※セット内容：ビーズ約 250ピース、各セットボード1
枚、アイロンペーパー、スタンド2個
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1日のスケジュールが時刻
とともに描かれているボー
ドに、同じ時刻の絵のカー
ドを集めながら、時計の読
み方や1日の生活の過ごし
方について学ぶゲームです。

4cm

3. 紙
4.5歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

ルーレットを回して止まっ
たマスの指示に従いながら、
バナナを集めるゲームです。
慎重に集めるか、なくなる
リスクを承知でどんどん進
むか、作戦を立てながら遊
びましょう。

ルーレットであたった色や
形のカードを集め、
ピッツァ
のかたちが完成したら「あ
がり」です。相手のカード
を取ったり、あがりまでを
計算して狙いを定めたりと、
先を読む力が試されます。

1.OC068
2. パッケージ：22.5×26×

1.OC060
2. パッケージ：22.5×26×

5cm

3. 紙 4.4 歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

5cm

3. 紙、ポリプロピレン
4.3歳頃〜
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）
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P163

LNR3410
正 解 の 道を見 つけ たら、手 持ちの
キューブとバーを使って一番早く再
現した人の勝ち。

交互に、
ブロックピースでブロックさ
れていない橋を通ってスパイピース
を移動し、
ブロックピースを好きな場
所にひとつ置きます。

2

交互に移動し相手のスパイピースを
追い詰めて、
どこにも移動できない
ようにすれば勝ちです。

ごっこ遊び・想像遊び

ゲームカードに描かれた無数の道の
中から、2つのキューブを1本でつな
ぐ正解の道を見つけます。

2

1

P162

HQ493

1

2

1

COLUMN
交互に移動し相手のスパイピースを
交互に、
ブロックピースでブロックさ
追い詰めて、
どこにも移動できない
れていない橋を通ってスパイピース
「ブレイン・ティーザー（ 頭をひねる）
」と呼ばれている、
ようにすれば勝ちです。
を移動し、
ブロックピースを好きな場
所にひとつ置きます。
小学生から大人まで夢中にさせるゲームは、数学や幾

P163

難易度の上がっていくパズルゲームまで、難しければ難

P163

HQ691

HQ493

上下左右いずれかで、色がつながる
カードを並べれば、
その色のカラース
ティックをゲット！

しいほどゴールしたときの達成感が高まります。小学生
がいる高年令向けあそび場や、親子で一緒に過ごす場

2

教育遊具

何学の奥深さを存分に体感できるロジックパズルから

1

2

1

色の合わないカードを置くことは、
で
きません！もっとも多くのカラース
ティックを集めた人が勝利です。

ゲームカードに描かれた無数の道の
中から、
2つのキューブを1本でつな
ぐ正解の道を見つけます。

正 解 の 道を見 つけ たら、手 持ちの
キューブとバーを使って一番早く再
現した人の勝ち。

2

におすすめです。
1

P163

P163

HQ493

HQ691

自分が持っているカードのいずれか
の中から、毎回「2回」までの移動で
変形させてできるものを選びます。

カードに描かれたかたちをつくること
に成功したら、そのカードをポイント
としてゲットします。もっとも多くの
カードを集めたプレーヤーが優勝です！

1.HQ493
2. パッケージ：14×9.2×5cm
4.8 歳頃〜
5. ヘルベティーク
6. スイス（ポーランド製）

4 本〜6 本の赤いバーを使い、バー
の移動回数「2回」以内でつくる図
形の数を競うゲームです。左右どち
らかの軸を固定したまま回転する
「ピボット」
の活用がポイントです。
2
1

1.PPT70501
2.16.5×12.7cm
3.ABS 樹脂
4.8 歳頃〜
5. ポピュラープレイシングス
6. アメリカ（中国製）

P163

P163

PPT70430

3

2

1
2

自分が持っているカードのいずれか
の中から、毎回「2回」までの移動で
変形させてできるものを選びます。

カードに描かれたかたちを作ること
に成功したら、そのカードをポイント
としてゲットします。最も多くのカード
を集めたプレーヤーが優勝です！

上下左右いずれかで、色がつながる
カードを並べれば、
その色のカラース
ティックをゲット！

順番にカードを出し、同じマッチの
色があれば隣り合うように並べま
す。マッチ棒が1本完成すると、ポ
イント（木製の棒）がもらえ、もっ
1
とも多くのポイントを集めた人が
勝利です。

HQ493

問題シートの指示の通りにチーズのブロックを配置し、
しっぽしか見えなかった
ネズミを、限られた回数だけブロックを転がして、
すべての顔が上に向くようにす
るゲームです。

1

2

P162

LNR3410

P163

PPT70430

色の合わないカードを置くことは、
で
きません！もっとも多くのカラース
ティックを集めた人が勝利です。

1.HQ691
2. パッケージ：14×9.2×5cm
4.6歳頃〜
5. ヘルベティーク
6. スイス（ポーランド製）

2

1
2

自分が持っているカードのいずれか
の中から、毎回「2回」までの移動で
変形させてできるものを選びます。

カードに描かれたかたちを作ること
に成功したら、そのカードをポイント
としてゲットします。最も多くのカード
を集めたプレーヤーが優勝です！

1

2

2
1
交互に、
ブロックピースでブロックさ
れていない橋を通ってスパイピース
を移動し、
ブロックピースを好きな場
所にひとつ置きます。

ゲーム・パズル

色の合わないカードを置くことは、
で
きません！もっとも多くのカラース
ティックを集めた人が勝利です。

1

1
2

車、給 油 機、サ ー ビスス
テーションをスライドさせ、
本体裏側の図柄と同じ配
置になるように 動 かすパ
ズルです。いつでもどこか
らでもスタートできます。

2

2

1

12

アート＆クラフト

1

1.PPT70211
2.14×22×1.5cm
3.ABS 樹脂
4.8 歳頃〜
5. ポピュラープレイシングス
上下左右いずれかで、
色がつながる
（中国製）
6. アメリカ
カードを並べれば、
その色のカラース
ティックをゲット！

正 解 の 道を見 つけ たら、手 持ちの
キューブとバーを使って一番早く再
箱詰め
パズル
現した人の勝ち。

組み立て遊び

ゲームカードに描かれた無数の道の
中から、2つのキューブを1本でつな
ぐ正解の道を見つけます。
キャンプ 場 のにぎやか な
光景をモチーフにした、異
なる形のピースを上手につ
なぎ 合わせて１枚のボー
ドにおさめる頭 脳 パズル
です。問題は全部で36 問
ついています。

3
交互に移動し相手のスパイピースを
追い詰めて、
どこにも移動できない
ようにすれば勝ちです。

問題シートの指示の通りにチーズのブロックを配置し、
しっぽしか見えなかった
ネズミを、限られた回数だけブロックを転がして、
すべての顔が上に向くようにす
るゲームです。

1

2

3

1

2
2

1

問題シートの指示の通りにチーズのブロックを配置し、
しっぽしか見えなかった
ネズミを、限られた回数だけブロックを転がして、
すべての顔が上に向くようにす
るゲームです。

P162

1.PPT70430
2. ボード直径：18cm、チーズの
ブロック：一辺が 3.5cm

問題集の通りにブロックを配置さ
せ、決められた回数だけチーズの
ブロックを転がして、すべてのネズ
ミの顔が上向きになったらゴール
です。

3.ABS 樹脂
4.8 歳頃〜
5. ポピュラープレイシングス
6. アメリカ（中国製）

正 20 面 体 の 数 字 ロジックパズル。
12カ所の頂点に１から１２の数字
を取り付け、その数字を取り囲む
三 角ピースの 黒 点の 数の 合 計 が、
その数字と合うようにすべての面
を完成させるパズル。

1.RT22
2. 直径15cm
3.ABS 樹脂
4.9 歳頃〜
5. リーセントトイズ
6. オランダ（中国製）

P163
162
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LNR3410

黄色の数字ピースを、12個ある頂点 三角ピースのドットが、黄色ピースの数字
の好きな位置にランダムにはめます。 と合うように並べ、
12個すべての頂点と三
角ピースのドット数の合計が合えばクリア！

HQ493

P163

HQ493

交互に、
ブロックピースでブロックさ
れていない橋を通ってスパイピース
を移動し、
ブロックピースを好きな場
所にひとつ置きます。

1

交互に移動し相手のスパイピースを
追い詰めて、
どこにも移動できない
ようにすれば勝ちです。

ゲームカードに描かれた無数の道の
中から、
2つのキューブを1本でつな
ぐ正解の道を見つけます。

2

正 解 の 道を見 つけ たら、手 持ちの
キューブとバーを使って一番早く再
現した人の勝ち。

1.LNR9279
2. パッケージ：21.5×21.5×

1.LNR3410
2. パッケージ：22×25.5×

6c ｍ

6.5cm

ピースで相手の通り道をブロック
し、どこにも進めないように封じ
込 め ることが で きれば 勝ちです。
集中力や判断力、先をよむ力を育
1
てます。

P163

4.8 歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

2

２つのキューブを1本 でつなぐ 通
り道を見つけ、手持ちのキューブと
バーで一番早く再現できた人の勝
1 正 解を見つけ出すために、
ちです。
集中力と瞬間視の力が試されます。

2

4.6歳頃〜
5. ラーニング・リソーシーズ
6. アメリカ（中国製）

HQ691

ゲームカードに描かれた無数の道の
中から、
2つのキューブを1本でつな
ぐ正解の道を見つけます。

正 解 の 道を見 つけ たら、手 持ちの
キューブとバーを使って一番早く再
現した人の勝ち。

上下左右いずれかで、色がつながる
カードを並べれば、
その色のカラース
ティックをゲット！

色の合わないカードを置くことは、
で
きません！もっとも多くのカラース
ティックを集めた人が勝利です。
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OPINION

3

Q4
世界的な冒険家、三浦雄一郎さんは、その冒険スピリットを

三浦 雄一郎
（みうら ゆういちろう）

子どもたちに伝えるために、キッズキャンプを実施。自然遊び

1932年10月生まれ。
プロスキーヤー、登山家、冒険

の体験が、子どもにどんな力を与え、その成長にどう影響する

家。富士山直滑降、エベレスト大滑降など、数多くの

僕は 50 代のときに、自分のやりたいことはすべてやった

のか、ご自身の体験とともに語っていただきました。

偉 業を達 成。80才 7カ月で3回目のエベレスト登頂
に成功し、史上最高令のエベレスト登頂者となる。

と思って、一度はリタイアしたんです。世界中を飛び回って、
エベレストに登ってパラシュートで降りたりして、やれやれ
これで僕の人生は終わったと思った。その途端にどんどん
キリマンジャロに登頂した三浦家の家族写真（1981年）

体力も気力も落ちていきました。原因は飲み過ぎ、
食べ過ぎ、
運動不足。ついには生活習慣病になってしまいました。す
ると、それが悪循環になって、自分の行動範囲や考え方ま
でが狭くなる。いよいよ心臓発作を起こしたり、糖尿病に

Q1

Q2

Q3

なったりした段階になって、このまま死んでもつまらないな、
と思うようになったんです。
こうなった大元の原因は、生活習慣だけでなく、目標を
失っていたことだと気づきました。それで、できるかできな

父親がスキー界の草分けでしたので、僕は子どもの頃か

わずか1週間のキャンプでも、行く前と行った後では違い

自然という大きなスケールのなかに子どもたちが 飛び

ら、冬はスキー、夏は山歩きや海遊びをしながら育ちまし

ますね。山を歩くと、辛いこと、苦しいこともいっぱいあり

込 んで、その多様な変化を感じながら遊 び 回るというこ

た。大人になって思い返すと、自然の中で遊んだ体験が一

ますから、僕たちはあれをやり遂げたんだ、という自信が

とは、子どもたちの体育と脳育の両 面の発育につながる

番おもしろかった。その楽しさを子どもたちに伝えたいと

態度に現れてきます。キャンプ生活は、人間の暮らしの原

と思っています。学校の勉強やスマホの情報に比べて、自

思ってきました。もうひとつは、チャレンジ精神。勉強する

点に近いものですから、最初のうちは、水洗トイレでないこ

然 から得 る情 報 量は、ひと桁 もふた桁 も違うんです。ほ

ときも、将来仕事をするときも、チャレンジ精神があるか

とを嫌がる子もいたりします。今までに経験したことのな

ん のちょっと山 道 を 歩 いただけ で も、気 温、匂い、木 の

ないかで、そのスケールがまったく変わります。

い生活スタイルのなかで過ごすので、最後の方になると、み

葉 が 揺れ た、あそこに虫がいる、雲が 流 れ た、と無 数の

んなたくましくなっていくんですね。親から見ると、短期間

自然の変化、情 報を体で経 験できます。それが 子どもた

でずいぶん成長したという感じがするでしょう。

ちの感 覚・感 性を大きく育ててくれると思っています。ど

子どもたちにとって山を登るということは、すべて未知の
体験です。ちょっとしたスリル、危険というものを感じなが

うしても人間のつくった機械では、その範囲を超えられない。

ら、そこへ飛び込んで、切り抜ける。すると、自然の厳しさの

最 近は、衛生に気を使いすぎる家庭が 増えていますが、

なかで、子どもの我慢強さというものが生まれてくる。それ

それがかえって人間のもつ免疫力を落としてしまうんです。

自然は、それをもうひとつ飛び越えた想像力につながって

がチャレンジ精神を養う一番の原点になると思っています。

自然の中には細菌類がいますし、山を歩いたり岩に座っ

いきます。自然のあそびというものは、われわれが想像する

運動能力をつけるには山の中を走るのが一番いいんです。

たりすれば、どんなに気をつけても汚れます。キャンプは

以上に、そういった要素がある気がします。

山道を走るのは非常に危ないんですけどね（笑）
。細い道を

免疫力を高める、つまり丈夫な体をつくるという意味でも、

走ると、木も草もどんどん通り過ぎていく。その楽しさは

非常に大きな意味をもっているんです。

たとえば、マイクロソフトのビル・ゲイツも、子どもの頃
からずっと今でも、スキーをしたり、山登りをしたり、海に

たまりません。自分の足元の感覚、全知全能を使って走る。

潜ったり、あらゆる自然のあそびを徹底してやっているんで

これはグラウンドを走るのとは意味が違います。それに近

すね。普通の人が思いつかない、次の時代をリードするよ

いことを、キッズキャンプのなかで

うな想像力をもつ人は、子どもの頃から冒険的なことをくり

あそびとしてずっと続けています。
今の子どもたちは、家にいると

2013 年5月23日、史上最高令のエベレスト登頂を果たした三浦さん。

いかはわからないけども、もう一度エベレストに登ってみよ
うと思ったんです。そこから、人生がまた新しくリセットさ
れました。すると、もうひとつ先が見えてくる。ひとつの山
に登ったら、もうひとつの山がある。今度はあそこに行こう、
というかたちで、どんどん次の目標につながっていくんです。
今、僕は85才なのですが、来年はヒマラヤ山脈の8,201m
のチョ・オユーという山に登って、そこからスキーで滑降しよ
うと思っています。心臓に持病があるので、外界ではよくて
も、空気の薄い厳しいところに耐えられるのかという問題
はあります。それでも、できるかできないかギリギリのとこ
ろに目標を定める。もしだめだった場合は、どうしたらでき
るのかを考え直す。人はいろいろな経験を重ねてくると、今
の年代でできる限界がわかるようになりますから、僕はあ
る意味、人類の限界のその上を目指しながら、山をひとつず
つ越えていこうとしています。

返し、それを楽しみながら、最後は命がけでチャレンジする、
というところまでやっているわけです。そういう自然の中で

ゲームばかりピコピコやっている

遊んだ体験の深さが、勉強したレベルのもうひとつ先にあ

でしょう。そこから離れるには、子

る何かを見いだせる要素になっているのだと思います。

ど もたち をみん な 自 然 に 返して、
山を歩き回り、走り回るのが一番
です。そういうことが、我々の子ど

第1回アラスカ少年少女キャンプ（1978 年頃 ）

もの頃よりももっと必要な時代で、
教 育の 大きなバックグラウンドに
なると思いますね。

近年開催されたキッズ・スキーキャンプの様子。
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