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０,１,２歳児クラス（もも組）の室内環境の例



□たとえばこんなおもちゃたちです（主に０,１歳の例）

この子が遊んでいるのは「ハンマートーイ」というおもちゃ。突き出た木をハンマーで
叩いて遊びます。手は「第２の脳」といわれるほどに人間にとって重要なパーツです。
このようなおもちゃで遊ぶ姿から、手の発達がどこまで進んでいるのか推測することが
できます。こどもの手の発達は「内から外」が原則。つまり、「肩→ひじ→手首→手→
指」の順でコントロールできるようになっていきます。この子の場合は「ハンマートー
イ」が上手にできるので、手首までは確実に発達していることがわかります。逆にうま
くできない場合は一段落簡単な「ノックアウトボール」で遊んでみます。これはハン
マーで叩けばボールがストンと落ちますので、手首を使わずにひじの運動だけで可能で
す。ノックアウトボールが物足りなくなった（＝ひじが十分発達した）ら「ハンマー
トーイ」に移行します。
このように、こどもの発達段階に応じておもちゃは設計されています。「こどもができ
ること＝やりたいこと＝楽しいこと」という理念が生きていますね。

この子が遊んでいるのは
「HAVOカラービーズ」という
おもちゃ。こどもたちは手首ま
で発達が進むと次は指を使う遊
びに夢中になります。木のボタ
ン状のものにひもを通していく
だけの単純な遊びですが、こど
もたちにとっては十分チャレン
ジングです。これを繰り返すう
ち、複雑な指の操作ができるよ
うになっていきます。もちろん
集中力も身に付きますね。

これは「プラステン」というお
もちゃです。カラフルな5色の積み
木状のものを棒に落として並べて
遊びます。最初のうちは落とすだ
けで満足。そのうち色別に揃えて
みたりより複雑なパターンに挑戦
してみたりと遊びがどんどん広
がっていきます。乳児の遊びを考
える上では、「並べる」という要
素はとても魅力的なようです。

この子が遊んでいるのは「ネフスピール」という積み木です。ご覧頂いてわかる通り、
とてもカラフルで美しいおもちゃです。下の写真はもも組１歳児の部屋にあるネフ積み
木（左から「リグノ」「キーナーモザイク」「ネフスピール」）。こどもたちの遊びた
い気持ちに十二分に応えてくれるおもちゃたちです。

１歳児部屋には「ごっこ遊び」の素材としてベッドと人形を配置しています。こどもの
ごっこ遊びは「自分ができること」から始まります。１歳児がまず最初に自分でできること
は「寝ること」ですので、ごっこ遊びも人形を寝かせることから始まります。写真は「ジル
ケ人形」。シンプルな表情はこどもの気持ちによって笑ったり泣いたり怒ったりといつもこ
どもたちに寄り添います。こどもたちは人形の赤ちゃんたちを自分がお母さんにしてもらう
ように優しく寝かしつけてくれます。２歳児以降により活発に展開していく心の安定と社会
性を育む豊かなごっこ遊びの入り口です。
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□遊びはどんどん広がります（主に２歳の例）

「テディメモリー」という
ゲームで遊んでいます。い
ろいろなくまさんの絵が描
かれたカードを裏返して神
経衰弱のようなゲームがで
きます。「ルールを理解す
れば遊びはよりおもしろ
い」ということが自然にわ
かってきます。

「ムンツ積み木」で遊んでいます。
積み木はおもちゃの定番ですが、本
当にたくさんの種類があります。異
年齢クラスにはより複雑なものを作
れる積み木もありますが、乳児期に
こういったシンプルかつ親しみやす
い色合いと構造のものでたくさん遊
んでおくことによって、数年後によ
り遊び込むことができるようになり
ます。もちろん２歳児にとってはこ
れでもなかなか難しい要素はありま
すが、試行錯誤を繰り返し、時にい
やになって他のおもちゃでリフレッ

シュして・・・を繰り返すうちにきっと思いに沿ったもの
が作れるようになるでしょう。保育者にとってもそれはと
ても楽しみな瞬間です。

２歳児のこどもたちにとっても「並べる」という
遊びはとても楽しいようです。気の向くままに並
べてみるうちにそこには様々なパターンが存在す
ることに気づきます。すると今度は頭の中でイ
メージを湧かせながらそれに沿って並べてみる、
あるいは同じ色・同じ形などルールを設定して並
べてみる、などなど遊び込むにつれてより集中し
て取り組めるようになります。
ちなみにこの子たちが遊んでいるのは、左から
「タイルモザイク」と「ジャンボモザイク」。ど
ちらもシンプルかつ色合いも鮮やかなおもちゃで
す。こどもたちを自然と惹き付けます。

「HAVOカラービーズ」で
遊んでいます。１歳児部屋
にも同じおもちゃがありま
すが、２歳児もこれに夢中
になります。また、通すと
ころからさらに発展して物
に見立てて遊ぶこともあり
ます。

トンカチと釘を使っ
てコルク板に思い思
いの造形を楽しむ
「小さな大工さん」
（左の写真）という
おもちゃです。２歳
児になると手の発達
もかなり進み、この
ような複雑な作業も
可能になります。造
形が出来上がる楽し
みはもちろんですが、
狙いをすませて釘を
持ってトンカチで叩
いて・・・という作
業自体が楽しい。こ
どもの発達段階とお
もちゃが要求するス
キルが見事に合致し
ています。

「シロフォン付き玉の塔」（左）と「ジャンピングカー
トレイン」（左下）です。どちらも動きがおもしろく、
前者は美しい音まで奏でます。こどもたちも大好きなお
もちゃですが、これらのポイントは想定外のことが起こ
らずに必ずこどもが期待した通りに動いてくれること。
「癒し効果」のようなもので、何度も繰り返し同じパ
ターンが現れることによってこどもたちの心が安定しま
す。

ネフ積み木「リグノ」で遊ぶこどもたちです（右の写真）。ネ
フの積み木は（種類こそ違うものもありますが）異年齢クラス
も含めた全保育室に配置しています。遊びには継続性が不可欠
で進級したとしてもいつも同じもので遊び続けられることは遊
びの発展にもつながります。また、これはネフ積み木に限らず
「よいおもちゃ」に継続的に触れてほしいと考えています。感
性豊かな育ちには感性豊かな環境が必要で、それは屋外におけ
る自然と共に屋内におけるおもちゃによって果たされる部分が
非常に大きいからです。
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□遊びはこどもたちを確実に育てていきます

左が「クイップス」、右が「言葉カード」と
いうゲームです。
「クイップス」はボードを各自１枚ずつ持ち、
1から3までのサイコロと色決めのサイコロを
振り、白く抜けた部分をサイコロで決められ
た数と色のチップで埋めていき、1番早く絵
を完成した人が勝ちというルール。サイコロ
の数を全員がわかるということではなく、わ
かる子が教えてあげたりしながら遊んでいま

す。２歳児のみの関係性の中で「みんな」で「いっしょ」に「ルールを守って」遊べるとはなかなか驚きですね。
また、「言葉カード」は親（カードをみんなに見せている子）がひいたカードが手元の持ちカードの中にあれば
重ねていけて、1番早く揃った人が勝ちというルール。慣れてくるとカードに書かれた絵を親が言葉だけで表現し
てゲームを展開していきます。保育者はルールをきちんと確認することと、特に「言葉カード」ではカードを投
げたりせずに「どうぞ」「ありがとう」というコミュニケーションが培われるような配慮を心がけています。主
体的で自由な遊び環境の中で、こどもたちは人間関係のルールも体得していきます。

２歳児になるとごっこ遊びがどんどん豊かになっていきます。前述の通り、ごっこ遊びは自分ができることか
ら始まり、できることの幅が広がるにつれて遊びも発展していきます。

人形の赤ちゃんの寝かしつけは、自分が同じようにしてもらってうれしかっ
たことが1番の動機です。だからこどもたちは楽しくてうれしくて、人形にや
さしく接してあげることで気持ちも落ち着きます。
ごっこ遊びはこどもの「やってもらったこと」という経験や「やってもらっ
てうれしかったこと」の表れです。幼いこどもは言葉を巧みに使うことはで
きませんが、自分の心をままごとを通して表現しています。

ままごと遊びを楽しむこどもたちです。
（左から順に）調理台のまな板と包丁で野菜をカットしています。こどもたちは家庭での様子を再現して遊びま
す。家庭は最も小さい単位の社会です。一般的に保育園や幼稚園のメリットとして「社会性を身につけること」
がありますが、それは「こども同士の社会」とか「集団という意味での社会」とか「親以外の大人がいる社会」
という意味だけではありません。むしろ乳幼児にとって第一義に大切なのは、家庭という社会にきちんと帰属し、
そこでなにが行われているか（なにによって自分が生かされているか）を知ることです。そういう意味で、まま
ごとはこどもたちが家庭において家族を構成する人たちの役割、自分の立場を理解していく最適の遊びであり、
本能的に人間が自らの立ち位置・拠り所を確認する必要性（アイデンティティーの確立）を求めるからこそ、こ
どもたちは教えられることもなく、環境さえ整えてあげれば主体的かつ自発的にままごと遊びを始めるのです。
豊かなままごと遊びにはそのための環境・道具が必須です。女の子が持っている黒い布のようなものは海苔で

す。それを使ってのり巻きを作っています。出来上がったらテーブルを囲んでみんなでお食事です。男の子も隣
に座った赤ちゃんにごはんをあげています。家族という社会の単位を遊びの中で再現することによって、こども
たちは社会性獲得の第一段階をクリアします。ままごとは「人間の根っこが育つ遊び」といえるでしょう。
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3歳以上児クラスでは、その遊びの多様性とダイナミックな展開に対応できるように、おもちゃやゲームの
種類も増え、必要なスペースを確保できるよう工夫しています。絵本コーナーには絵本だけでなく図鑑や
写真集なども設置してこどもたちの好奇心に応えられる蔵書になるよう心がけています。
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□広がるごっこ遊びの世界

こどもは模倣することによって育ちます。従って、ごっ
こ遊びは「こどもの遊びの原点」ともいえます。未満児
の頃も同じようにままごと遊ぶに興じてきたこどもたち
は、その成長に伴って、できることやわかることも増え、
その分ごっこ遊びもますます活発になっていきます。
左の写真では、お父さんとお母さんと人形のこども2人
（写真下で切れていますがもうひとり人形がいます）の
家族のようです。きれいに整えられたテーブルの上に食
事が盛られています。お椀にある白いチェーンリングが
ごはんでしょう。親である自分のごはんの量に比べて、
こどものごはんの量が少ないのがおわかりになるでしょ
うか？こどもたちは日々の生活を本当によく観察し、そ
れをままごとの中で忠実に再現しながら遊びます。

右の写真では、赤ちゃん2人のためにお食事を用意して
あげたようですね。お皿の中にはいろいろな料理が
いっぱい。ただの人形であってもいったん遊びの世界
に没頭すれば大切なわが子に変わります。

このようにこどもたちが大好きなごっこ遊び。それに
はどのような力が必要なのでしょうか。実際に保育園
で見られる遊びの様子を例に見てみましょう。

年中児のある女の子のごっこ遊びは、驚くほどリアル
で細かいところまで再現できていました。その子はま
ず食べ終わった後の皿や料理後の鍋を流しに運びます。

そして、洗い場に立ち、そでをまくり、水道の蛇口をひねり、手を洗い、洗い物にとりかかります。ひとつひ
とつ丁寧にスポンジで汚れを落とし、流しにためていきます。全部洗い終わったらまた水を出し、スポンジの
洗剤を絞り出し、ためすすぎを始めました。その間こども役の友達にあれこれと指示もしていましたが、手は
休むことなく動いています。最後の皿をすすぐと、フキンを手に持ってまた1枚1枚丁寧に水気を拭いて、拭き
あがった皿をこども役の友達に食器棚に片付けるように言っていました。

この子の遊ぶ姿から、ごっこ遊びにはどのような力が必要なのか、すなわち、どのような力が身に付くのかが
わかります。それは、

①「お母さん」という「ごっこ遊び」の対象への愛着
②お母さんが普段どのように洗い物をしているかを見る観察力
③その様子を覚える記憶力
④それを遊びの中で再現する表現力

です。なにげないこどもの遊びである「ごっこ遊び」には、人
間にとって大切な要素がたくさん詰まっています。豊かなごっ
こ遊びができるということは、その子の育ちが豊かであること
とイコールなのです。

ごっこ遊びは「ままごと」だけでなく、こどもが興味を持った
あらゆるものが対象になります。たとえば、「レストラン」「美容室」「お医者さん」「お店屋さん」など
など。下水工事が保育園の周囲でよく行われていた時期には、砂場を利用して「下水工事ごっこ」が繰り広
げられていたこともありました。このように、こどもたちは社会で起きていることやそこで生きるさまざま
な人たちに常に興味や愛着を持ち、その世界を「ごっこ遊び」を通して再現します。こどもたちが自由な発
想でさまざまな世界に出会ってゆけるためにも、ごっこ遊びコーナーを充実させることはとても大切である
と考えています。
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□「自ら育つ力」をはぐくむ環境とおもちゃたち

積み木遊びの光景です。ともだちと協力して高いタワーを作っています。脚立も用意し
てありますので、時には天井ギリギリまで迫ることもあります。
このようなダイナミックな積み木遊びを存分に楽しめるために、積み木コーナーとして
製作途中のものも壊さずに置いておけるようにしています。人気の遊びですから毎日い
ろいろなものが出来上がっています。時には大きな街、時には高いタワー、時にはお城
といった具合。こどもの創造性が目に見える形で現れるのが積み木コーナーです。

パズル遊びです。パズル
は難易度が異なるものを
いくつか選んで置いてい
ます。こどもたちは好き
なものを好きなときに選
んで、自由に遊びます。

並べて遊ぶモザイク系
の遊びです。自分の世
界をキャンパス上に展
開させていきます。
びっくりするほど複雑
できれいな模様を作っ
てくれますよ。

机上積み木（机の上でじっくり取り組むのでこう呼んでいます）で遊ぶこどもたち
です。左は「ハニカム」と「ジーナボーン」という積み木を組み合わせています。
右は「アングーラ」という積み木です。これらはスイスのネフ社というおもちゃ会
社の製品で、未満児クラスにも何種類か置いてありますが、以上児クラスにはその
発達段階に応じてよりチャレンジングで複雑な造形を楽しめるものを追加して配置
しています。
他にも「セラ」「ヴィボ」「ネフスピール」「キュービックス」といった美しく楽
しい積み木がいろいろあります。これらは数学的にその造形がデザインされ、作る
ものの発想やひらめきを柔軟に受け止めて形にする力があります。積み木そのもの
のシンプルな形から生み出される造形のパターンは数百種類にも及び、こどもの創
造力に十二分に応えてくれるおもちゃです。

「LAQ」という大人気のお
もちゃです。パーツがかな
り小さく、手先の細かい作
業が必要ですがみんな果敢
に挑戦し日々さまざまな作
品が生まれています。下の
写真はこどもが職員のため
に作ってくれたペン立て。

なんでも作れるLAQですので、決ま
ったパターンというものはなくこど
もの自由な発想で遊びこむことがで
きます。家庭用に購入される保護者
の方も多いおもちゃです。

ゲーム各種です。ゲームコーナーにいろいろな種類が揃えてあり、
こどもたちは自由に選んでともだちと楽しんでいます。異年齢です
ので時にルールが理解できない子がいたとしても、年上の子が教え
てあげていっしょに遊んでいるという光景がよく見られます。
どのゲームもシンプルで、ルールも簡単。こどもたち同士の働きか
けのみでそれらを守りみんなで集中して遊んでいる姿からは、こど
もたちの確実な成長を感じ取ることができます。

この他にも紹介しきれないおもちゃが多数あります。ぜひ直接ご覧
頂いて、実際に手にとって遊んでみてください。
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