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キッズ＆マム

「おもちゃ」は子どもにとってはじめて出会うアートであり、成長を支えてくれる
重要なツールでもあります。東京おもちゃ美術館の副館長であり、日本グッド・
トイ委員会の石井今日子さんに「おもちゃ選び」のアドバイスを伺いました。

「Kids&Mom（キッズアンドマム）」は、子育て中のママたちが

気になるテーマを毎月ピックアップして、専門家の方にお話を

伺う子育て応援特集です。

P r o fi l e

　子育て中のママから、よく「どんなおもちゃを与えたらいいで
すか?」という質問を受けるのですが、できれば与えるだけではな
く、まずはママが一緒に遊んで見せてあげてほしいですね。特に
0歳～1歳児は、はじめて見るおもちゃがママの優しい声と笑顔
で動いているのを見たらより興味を持ってくれます。あとは国産
の木で作られたおもちゃがおすすめです。木のぬくもりはもちろ
ん、スギやヒノキ、ブナ、サクラなど種類によって、色やさわり心
地、香り、重さが違うので、子どもの五感を刺激してくれます。

東京おもちゃ美術館

上記は東京おもちゃ美術館公認 トイギャラリー「Apty （アプティ）」から購入可能
http://goodtoy-guide.com　TEL.03-5367-9603

東京おもちゃ美術館副館長

石井 今日子 さん

認定NPO法人日本グッド・トイ
委員会子育て支援事業部部
長。幼稚園教諭、保育士、子育
て支援センターに勤務した経験
を活かし、幅広い年代の人が楽
しめる東京おもちゃ美術館を設
立。美術館の中の一部屋「赤
ちゃん木育ひろば」を通じて、日
本の木の良さを伝える「木育

（もくいく）」を広めている。

館内にはグッド・トイの展示室や実際におも
ちゃを使って遊ぶエリアや自分で作ること
ができるおもちゃこうぼうもある。ボランティ
アのおもちゃ学芸員が居て、遊び方も教え
てくれる。入館料/大人800円、6ケ月～小
学生500円　※詳細はHPで

ごっこファーム、ごっこショップ、ご
っこハウスがある、「おもちゃのま
ち　きいろ」。

東京都新宿区四谷4-20 四谷ひろば内
営/10時～16時　(入館は15時半まで)
木曜休館　203-5367-9601
http://goodtoy.org/ttm/

子どもの健やかな成長のための「おもちゃ選び」

東京おもちゃ美術館
認定NPO法人日本グッド・トイ委員会

［取材協力］

おもちゃは「与える」のではなく「共に遊ぶ」もの

　年代別でのおすすめポイントは、0～1歳は「音が楽しめて、
さわり心地の良いもの」。1～2歳は立って歩くことができるよう
になるので「プルトイ」と呼ばれるひっぱってカタカタと動くもの
を。このプルトイはまだハイハイの時点でもママが動かしてあげ
ると興味を持って見てくれます。2～3歳になると、指先がある
程度器用になるので、積み上げたり、転がしたりするものや、他
の子と一緒に遊ぶことができるようになるので、「ごっこ遊び」
などで自然にコミュニケーション力を育めるものがおすすめ。い
ずれにしても、おもちゃは目で見て、手で触れて、脳にも良い刺
激を与えてくれるもの。もし、お子さんが夢中になって遊んでい
る時には少し見守って、納得するまで遊ばせてあげてください。

夢中になっている時は、とことん遊ばせてあげて

石井さんがオススメする年代別・木のおもちゃ

0歳～1歳 1歳～

2歳～ 3歳以上

イナイイナイ・バア（KEM工房）［1,296円］

棒を押すと小さな可愛い顔がのぞき、捧を引っ張る
と顔がかくれてしまいます。さわり心地もgood!

パタパタカメッカー（スタジオノート）［6,480円］

プルトイタイプ。ヒモが真ん中についているので、
横に並んで仲良くお散歩することができます。

かえるくん24匹セット（木のおもちゃ杢）［7,776円］

かえるの目や手足、頭、肩、腰など積める位置がい
くつもあり、積むたびに新鮮な驚きが味わえます。

コマ落とし リンゴの木（木遊舎）［8,316円］

３８０×３８０×１４０ｍｍの大きさも魅力。りんごの実
のコマ5個入り。何度でも飽きずに転がして遊べる。

蛍池・遊びのプロジェクト（HAP）（豊中市）　
スタート／2009年　活動／不定期（依頼による）　場所／主に蛍池地域　問／090-3036-0194（谷川）

メンバーは、現役を引退した市職員
や民生委員、ボーイスカウト指導者
など、得意技や人脈を持つ強力な
10名。10月にはペットボトルを使っ
た新作ゲーム「起き上がりペット」
と竹と脚立で作ったくじで「蛍池ハ
ロウィンバル」を盛り上げた。

サークル・クラブ・ボランティアなど、地域で仲間と共に活動しているみなさんをご紹介します。　

集え、元気なサークル・クラブ・ボランティア

　“子どもらの歓声聞こえるタコ公園”。新旧の町名や池、神
社仏閣、公共施設、風物詩などを織り込んだ郷土かるた「蛍
池かるた」をつくった同会。小学校や公民館などをボランティ
アで訪れて、身近な素材で作ったオリジナルの工作やゲー
ムを使ったプログラムを提供するなど、“遊び”をキーワードに
蛍池で活動中だ。「蛍池かるた」は蛍池小学校で3学年に
わたって教材として使われ、「全部覚えている！」という
子どももいるほどの浸透ぶり。「退職年齢チームが地
元のために活動することを知ってもらい、他の地域で
も世代間交流などで郷土愛が育まれたら嬉しい」と
いう、代表の山田さんの言葉が印象的だ。

　自然な笑顔を引き出して最高の思い出の一枚に仕上げてくれる
「スタジオアミュ」。12月は七五三後撮り＆新成人振袖記念キャン
ペーンを実施。七五三後撮りは特大ポスター、写真入カレンダー、
高画質スマホ待ち受けのいずれかをプレゼント。振袖記念は着付
け・ヘアメイク付きの前撮りがお得！式当日の撮影予約も受付中。
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火曜定休 12/27（火）～1/3（火）休み　　　
営／平日10時～18時　土日祝日9時～18時　Ｐ有

20120-753-039
HP：http://www.studioamu.com
ブログ：http://studioamu.citylife-new.com/

●七五三後撮りキャンペーン（12/1～26）
撮影料金 ・・・平日1,500円、土日祝3,000円
　　　　　（写真代金別途） 特大ポスター
　　　　　or写真入りカレンダーor高画質
　　　　　スマホ待受用進呈
●新成人振袖記念キャンペーン（12/1～26）
撮影料金 ・・・平日8,000円、土日祝12,500円　
　　　　（写真代金別途） 
※上記2つとも撮影着物、着付け、ヘアメイク、
多ポーズ撮影含む

お得なキャンペーン12月1日～
七五三後撮り＆新成人振袖記念

フォトスタジオ

　　　　　こども写真館
フォトスタジオ・アミュ

吹田

吹田市山田西1-1-11　

　「ダンスってすっごく楽しい」「運動が
苦手でリズム感がなかったけど、今では
ハマっている」そんな声が多数！もちろん
「もっとダンスが上手くなりたかったか
ら！」という経験者にも応えてくれる同教
室。ヒップホップの他、アクロバット、ダ
ブルダッチなどの本格的な内容でクラ
スも充実。優しくて生徒に人気のある
講師陣はＴＶや世界で活躍している。
高学年クラスが新たに開講したので、
初めての方は今がチャンス。12月には
楽しい体験会も開催。

吹田市青葉丘のダンス教室
冬休み企画の特別キャンペーン

2070-4085-3721

吹田市青葉丘北１３-１
日曜定休

　　

ストリートダンス

● 年末年始の特別キャンペーン
　体験無料＋入会金無料に加え
　12月・1月は月謝6,800円
● 高学年クラス
　毎週水曜日18時～19時
　基礎からゆっくりとレッスンしていきます。
● 体験会inクリスマスパーティー
　12月11日（日）13時～15時　ブランコラボ青葉丘教室内
　誰でも簡単に覚えやすいように工夫したダンス体験会をメ
　インに子ども達による発表会やゲームに余興、講師陣によ
　るパフォーマンス等、盛りだくさんのイベント。参加無料。

人気の理由
● 受け放題コース
　16個のクラスが受け放題（小学生～）
　※幼児クラスは（3才～）は週１で月謝3,000円
● 子どもたちに人気の安全設備
　エアーマットや大型トランポリンあり
● 会員になるとレッスン以外の時間も無料開放
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　12月に新規開講する「レプトン上野
東教室」。英語は習熟度にバラつきが
出やすいが、レプトンなら個別＆自立学
習なのでつまづいた箇所も自分のペー
スで楽しく意欲的に学習でき、好きなだ
け頑張れる。英会話や英文法学習だけ
では世界標準の英語力は身につかない
ようだが、同校ではこれから主流になる
コミュニケーション英語を身に付けるべ
く「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能

をすべてマスターしてTOEIC®・TOEFL®に対応できる英語力を身に着けていく。独自開発
したテキストはレベル別に81冊あり、いつでもどのレベルからでも安心して始められる。まず
は無料レッスンに参加してみて。

小学生からTOEIC®600点を目指す
4技能が身に付く子ども英語教室

年中～小学6年生
個別 英語教室

特典 開校キャンペーン（先着10名様）
● 授業料1ヶ月分無料
● 新規ご入会でLeptonオリジナルリュックプレゼント
さらに、早期入会特典として
12/31（土）まで ご入会の方には入会費無料

授業料（塾生価格）
● 週2回（1回60分）で10,800円　※週1回も応相談
※曜日は自由に選べます。

説明会＆無料体験開催
12/11（日）10時～11時半、13時～14時半
参加申込は電話にて

「できた！」の喜びが体験できる子どもの好奇心を引き出すレッスン。

206-6842-2236
https://www.lepton.co.jp/class/429001

豊中市東豊中町6-1-2
豊中大成ビル2F
営／10時～22時

（日曜日 休み ※ＴＥＬ可）

　　　　

　　　　 青藍塾
Lepton上野東教室
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