
① グッド・トイセット（乳幼児向け・子育て支援）

品名 画像 メーカー 遊び方

1 コノレル
Click Block社（アメリ
カ）

ブナの木から作られたブロックに、丈夫なポリカーボネイト
容器に入れられたマグネットが埋め込められています。
ブロック同士を近づけることで、マグネットが磁力に合わせ
て回転しくっつきます。

2 ベビークーゲルバーン HABA社（ドイツ）

積木の基本「積み上げる」「並べる」がおもしろくなってき
たころ、本格的な組み立てクーゲルバーンの前におすすめで
す。1歳半からでも玉の転がる道=クーゲルバーン造りが楽し
めるように、ジョイントで固定しやすくなっています。

3 りんごつみき 合同会社tecoLLC

赤いりんごと無垢の木の２色のリンゴを使って、収穫ごっこ
やおままごと、八百屋さんごっこがたっぷり楽しめる。
縦に積むことはもちろん、斜めにアーチに積むこともできる
不思議なつみき。

4 ネコの自由積み木 銀河工房
表情もポーズもすべて異なる12匹のネコ。
バランスよく積み上げるだけでなく、しっぽや足を引っかけ
たり、つり下げたりとさまざまな組み合わせが楽しめます。

5
ラクコマⅡ　(大）
ラクコマⅡ　(小）

隈本木工所

ヒモを巻く部分にらせん状の溝が入っているためヒモ巻きが
容易で、回しやすくなっています。指回しもできて、手の大
きさに合わせて大小2サイズが用意されているので、小さい子
でも回すことができ、達成感も得やすい。

6 パタパタカメッカー スタジオノート

前でも後ろでもヒモを引っ張ると、心地の良い音を出しなが
ら、頭としっぽを上下に動かしながら、リズミカルな動きを
見せてくれる。カラフルなビー玉の動きや色の変化も楽しめ
ます。

7 スネーク プラントイ社

ひもを引っ張ると胴体を左右にくねらせながら進むプルト
イ。早く引くと細かく動くなど、引っ張る速度によっていろ
いろな動きが楽しめます。タイヤには、滑り止めのラバーが
ついていて音が静かです。

8 ノシリス　キュリオ
アイ・シー・アイデザイ
ン研究所

しなやかで柔らかいシリコン製のいろいろカタチの新感覚お
もちゃ。思いもよらないカタチに変身します。指先を使う練
習にもなります。立体に重ねることもできます。シリコン製
なので、煮沸消毒も可能。衛生面も安心です。

9 キックトーイ（あひる）
自由学園
生活工芸研究所

赤ちゃんの時には、ベビーベッドにつけておくと、足で蹴る
ことができます。元気な赤ちゃんにいかがですか？歩けるよ
うになったら、ひもを引っ張って
一緒にお散歩遊びができます。表地はお洗濯ができます。

10 コロコロ木の実
自由学園
生活工芸研究所

丁寧に刺繍された木の実型の中に球体のオルフォンが入った
ベビートイ。チョコンとい触るとコロン，ポロンと鳴りなが
ら揺れます。ひとつひとつ手作りで安心の日本製。ファース
トトイににピッタリです。

11 スターコマ ハイメス社

中心の球をひねったり、周りについた球に指が当たるだけで
もコマが回転するため、赤ちゃんでもコマ遊びを楽しむこと
ができます。なめても安全な塗料、接着材を使用せずにゴム
紐を使用するなど、安心設計の赤ちゃんおもちゃ。



12 ソリッドドラム プラントイ社

子どもが思いっきりたたいても壊れず、安全なドラム。太鼓
の表面にある長さの違う切り込みによって３つの音色が楽し
める。バチのヘッドの部分には、ゴムが使われていて柔らか
な音色が出るようになっています。

13
ハノイの塔(虹）
【パズル遊び】

銀河工房

赤い柱の円盤を他の柱へ移す数学パズルです。小さい円盤に
大きい円盤は乗せられないなどのルールがあるため、単純そ
うで複雑。赤ちゃんのときにはペグさし遊びとしても使えた
りと幅広い年齢層で楽しめます。

14
つのつのサイコロ(40
個）

株式会社ボウンディア
雪の結晶のような形状のサイコロ。高く積み上げたり、つの
をさして作品を作ったり、コマのように回したりといろいろ
な遊びを展開できます。

15 へんてこどうぶつえん 北幸加工

北海道の旭山動物園にいるホッキョクグマやゴマフアザラシ
などの動物8種類の顔を3分割した木のパズル。違う動物のプ
レートを合わせていくとへんてこな動物が誕生します。プ
レートを自分の顔に当てて変身してみるのも面白いです。

16
マイファーストゲーム
果樹園

ハバ社

カラスよりも先に果物を収穫できれば勝ち、というとても簡
単なルールで、「はじめてのボードゲーム」にイチオシの
ゲームです。遊びながら・みんなで協力する・順番を守る・
色や形（果物）を認識するといった学びも得られます。

17 魚釣りパズル 株式会社ボーネルンド

お子さまの年齢や習熟度に合わせて、釣り糸で釣る遊びやモ
リで突くような遊びにするか選べます。釣り上がった時の適
度な重さもまた手ごたえがあって楽しく、パズルにすれば程
よい難しさもあり、長く遊べるおもちゃです。



② 木育セット（子育て支援向け）

品名 画像 メーカー 遊び方

1 まあるい積木mini
株式会社郡上割り箸
（岐阜県郡上市）

河原の石をモチーフにした積み木。
無塗装なので、音や香り、手触り、色合い、重さの違いを遊
びながら体感できます。刻印は巾着袋の印刷の柄を見ると樹
種がわかるようになっています。

2 玉入れ
赤い鳥
（東京都八王子市）

玉を上の穴から落とすとコトッという音をさせ、横の穴から
出てきます。
何度も試してみたくなり、初めての繰り返し遊びに最適で
す。

3 イナイ・イナイ・バア
ＫＥM
（北海道旭川市）

赤ちゃんが大好きな「いない・いない・ばあ」遊び

4 イヤ・イヤ（２個）
ＫＥM
（北海道旭川市）

でんでん太鼓タイプのガラガラ。
子どもが成長するとイヤ・イヤしていた頃の自分に気づくよ
うになる

5 クルミ・コロコロ(L)
ＫＥM
（北海道旭川市）

振ると木とクルミがぶつかって「カラカラ」と優しい音がし
ます。中に入っているクルミつまもうとする動きは自然と指
先を使う練習になります。また、転がしてハイハイしながら
追っかけっこするなど、たくさんの遊び方ができます。

6
どんぐりころころ
（パパ、ママ、ぼく）
どんぐりの坂(大）

おもちゃのこまーむ
（埼玉県川口市）

コトコトと愛らしい姿で坂道を下っていきます。
予測できないその動きに誰もが魅了されます。カラーバリ
エーションも豊富。

7 北の夢 トレーラー
北の夢木工
（北海道）

3台の自動車が積める台車を牽引車につなげて走らせる木製の
大型トレーラー。お友達と分けあいっこしながらそれぞれで
遊ぶこともできます。5つのパーツは一つ一つが美しく、誰も
が充実感を覚える作りです。

8 ローリングパズルＮＥＯ
ニチガンオリジナル
（東京都台東区）

同じ形の穴にブロックを入れる型羽目パズル。転がすときれ
いなグラデーションが。

9 十二輪車
銀河工房
（長野県上田市）

伸ばしてムカデのような形や重ねてピラミッドのような形な
ど色々な形に変形させて引っ張ることができるプルトイで
す。

10
小さな森の合唱団
琉球音階版

オークヴィレッジ
（岐阜県飛騨高山市）

ドレミから「レ」と「ラ」を抜いた琉球音階（ドミファソシ
ド）で構成されています。
誰が演奏しても琉球民謡のような曲を奏でられます。

11 カットベジタブル
ｍoku
（東京都新宿区)）

ざくざくとした切れ味がたまりません。
上手に切るための指の使い方の練習になります。



12 たっちゃんげす
エドインター
（兵庫県尼崎市）

お目当ての積み木を探り当てる事が出来るととっても嬉しい
です。積み木以外のものも楽しみにいれ使う方法もいいです
ね。 「木片」だと思ったら、「ゴム」だったなどと、触感の
違いも楽しめます

13 かえるくん30匹セット
木のおもちゃ（MOKU)
（山口県萩市）

思わず微笑んでしまう愛らしい表情のかえるくん。
幼児の手につかめる大きさの積み木です。
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。

14 歩く動物（ぞう）
ディラス社
（チェコ）

坂の上に置くと、カタッカタッと音をさせながらゆったりと
したスピードで動物が坂をくだっていきます。
チェコ製おもちゃの傑作です。

15
スリットボックス

株式会社アドヴァン

大きさが異なる円盤、2種類のサイコロ、丸棒とひもが4本、
と豊富なパーツが入っています。「つかむ」「入れる」「落
とす」「積む」「並べる」などの機能的な遊びはもちろん、
早くひも通しできた人が勝ち、というようなゲームにも。

16
パターンブロック
ファーストステップ

株式会社東洋館出版社

三角形、四角形、台形、ひし形、六角形の木製パターンの
ピースを組み合わせることでさまざまな模様を造り出せま
す。厚みもほどほどにあるので、積み木のようにして遊ぶこ
ともできます。

17
気分屋けん太くん(赤）
けん太くんミニ(青）

独楽工房　隈本木工所
（福岡県）

皿に乗るたびに表情がクルクル変わる顔のけん玉。
上下に大小のお皿が付いているデザインで初心者でも簡単に
遊べます。お皿に乗ったときの音も爽快です。
ミニサイズは小さなお子様でも玉が床に付かず遊べます。



③ 高齢者アクティビティ入門セット

品名 画像 メーカー 遊び方

1
木製てんとうむし
ジャンケン

平和工業（日本）

親てんとうむしを、子どもてんとうむしの上からかぶせて勢
いよく左右に振ると子どもがひっくり返って、グー、チョ
キ、パーがあらわれます。カップを振る動きやタイミングに
集中しているうちに、自然と手首が滑らかに動きます。

2 サボテンバランスゲーム
プラントイジャパン
（タイ）

大きさの違う18個のピースをうまくつなぎ合わせていき、サ
ボテンをつくります。バランスをとるのが意外に難しいの
で、全部さし終えたときの達成感は格別。ピースが丸いため
握りやすく、遊び方が簡単なので、誰にでも楽しめます。

3 チロリアン・ルーレット メスピ社（イタリア）

コマを回して、赤や白の小さな玉を弾かせます。30や100と
いった数字の書いてある溝や穴に、玉が入れば得点できま
す。溝にくらべて穴のほうが高得点なので、入ればラッキー
です。勝つか負けるかは「コマまかせ」です。

4 かえるさんジャンプ
バイキングトイズ社
（スウェーデン）

かえるの背中を指で弾いてジャンプさせます。バケツに入る
数や、距離を競って遊びましょう。

5 スティッキー ハバ社（ドイツ）

サイコロを振って出た色のスティックを抜いて、束を倒さな
いように遊びます。スティックは色ごとに太さが違います。
一対一でもいいですし、チームをつくって仲間とスリルを味
わえば楽しさ倍増。勝負事が好きな男性にもオススメです。

6 NEWタングラム くもん出版（日本）

形の違う７種類のピースを使い、様々な形を作りましょう。
ガイドボードにはめこんでみたり、ガイドブックのシルエッ
トだけを頼りに形作ったりします。難易度が様々なので、簡
単なものからチャレンジしてみてください。

7 いきいきパズル やのまん（日本）

高齢者のために開発されたジグソーパズル12枚セットです。
日本の風景や動物、花などの癒し系の絵柄で、ピースは20
Ｐ、40Ｐ、60Ｐ、96Ｐの４タイプ。完成見本もあるので、見
ながらパズルに取り組むことができます。

8 ハリガリ アミーゴ社（ドイツ）

判断力と瞬発力を競います。順番に１枚ずつカードをめくっ
ていき、場に出ているカードの中で同じ果物が５個揃い、
もっとも早く鐘を鳴らした人が、めくったカードを全てもら
えます。より多くの枚数のカードを集めた人の勝ちです。



④ 高齢者アクティビティセット

品名 画像 メーカー 遊び方
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6
セーフティ
マグネットダーツ

カワセ（日本）

矢に強力なマグネットがついている、安全なダーツです。
「カチッ」と的に当たるときの手ごたえが非常に良く、本格
的な気分が味わえます。スタッフが的を持ち、お年寄りの腕
の動きや振る強さを見て、距離や高さを調整します。

7 コリントゲーム（大）
ユシラ社
（スウェーデン）

昔懐かしい、パチンコの原型的なおもちゃです。スティック
で弾いた玉が、くぎに当たりながら落ちていき、入ったコー
ナーの点数を競います。玉をまとめて弾いてもおもしろく、
玉が転がる音も心地よいです。特に男性に人気です。

8 お月さまバランス
エド・インター
（日本）

色サイコロを振って出た色のブロックを、三日月の上に積み
重ねていくゲームです。単純ですが、ユラユラ揺れて積みに
くいので、夢中になります。積み上げるときに微妙な力加減
が必要なので、指先の運動効果も期待できます。

9 ボトルチップス 平和工業（日本）

サイコロを振って出た枚数のチップを、ボトルの上に積み上
げて行きます。ひたすら上に積み上げても、ヨコに広がるよ
うに積んでいっても構いません。崩した人の負けというバラ
ンスゲームです。

10 さわってなぁーに
エド・インター
（日本）

絵カードをめくって、そこに描かれた形と同じ形の木片を、
袋や箱の中から手探りで探すというゲームです。袋には四角
や丸、三角、動物や木などの形のカラフルな木片が入ってい
ます。

11 おはしでどーぞ 平和工業（日本）

サイコロを振って、出た目と同じ色の駒をおはしでつまんで
積みあげていきます。ひとりでも、少人数で塔の高さを競っ
ても楽しめます。おはしが苦手な人は、おはしを使わずに指
で遊ぶこともでき、ものをつまむ訓練にもなります。



12
メイク＆ブレイク
ライト

ラベンスバーガ―
（ドイツ）

10色の積み木を使って、制限時間内にカードに描かれたとお
りのパターンを出来るだけ多く作り上げるゲームです。
カラーのカードが出たら色も同じ積み木を積み、グレーの
カードは何色の積み木でもかまいません。

13
魚魚（とと）合わせ
（江戸前編）

総合環境テクノス
（日本）

魚偏の漢字と絵を合わせるカードゲーム。神経衰弱、かる
た、絵合わせなどさまざまな遊びができます。魚の絵は美し
い千代紙の切り絵を使っていて、デザインも芸術的で美しい
ので、見ているだけでも会話がはずみます。

14 いきいきパズル やのまん（日本）

高齢者のために開発されたジグソーパズル12枚セットです。
日本の風景や動物、花などの癒し系の絵柄で、ピースは20
Ｐ、40Ｐ、60Ｐ、96Ｐの４タイプ。完成見本もあるので、見
ながらパズルに取り組むことができます。

15 リングウェーブ
スピール＆ホルツデザイ
ン社（ドイツ）

らせんの針金に木のカラーリングを通しただけの、シンプル
なおもちゃです。傾ける角度により落ちる様子が変わり、さ
らさらとすべり落ちる様子に目が釘付けになります。自然と
腕を高く上げたくなるおもちゃです。

16 アウリストロムメール
アウリス
（スウェーデン）

シロフォンは木琴を筒状にしたような、木製の楽器です。長
短８枚の板を玉つき棒でたたくと、「からころからころ」と
柔らかくて素朴な音が鳴ります。ドレミの音階になっている
わけではありません。そこが素朴でいい味が出ています。

17 どんぐりころころ・坂 こまむぐ（日本）

可愛らしい顔のついた木製どんぐりを坂道に載せると、コト
コトと左右に振れたり、回って後ろを向いたり、愛らしい動
きをしながらスロープを下りていきます。ゆっくりながら予
測できない動きは、何度も繰り返し遊びたくなります。

18 色遊び独楽 銀河工房（日本）

長時間安定して回しやすいコマです。テーブルの上にたくさ
ん並べ、回してみて色や柄の変化を楽しみましょう。モノク
ロがカラーに見えてきたり、光って感じたりするものもあり
ます。お気に入りのコマを選んでもらってもいいでしょう。

19 歩く動物（はりねずみ） ディラス社（チェコ）
坂道の上に犬を乗せてお尻を押すと、カッタカッタとゆっく
りと動物が歩きます。ほっと心癒されるひとときを生み出し
ます。

20 オーボール ミニ
ボーネルンド
（アメリカ）

全体が網目状になっているので、とても握りやすいボールで
す。手で強く握るとギュッとつぶれ、離すと美しいボールの
形に戻ります。弾力性に富んでいるのにあまり弾みすぎない
点も魅力です。ゲームやリハビリにもご利用ください。



⑤ グッド・トイ2019セットA（赤ちゃん～幼児向け／見て・触って・動きを楽しむ＆ごっこあそび）

品名 画像 メーカー 遊び方

1 アーチレインボー　大
グリムス・シュピール社
（ドイツ）

フェルトのようなあたたかい感触を持つ積み木です。表面が
滑りにくい木でつくられていて、積みやすいのが特徴です。
また、玉の道にする、シーソーにするなど遊びの発展性があ
ります。

2 おうちごっこ
寺内定夫の木のおもちゃ
てのひらえほん（東京
都）

ドア・窓・壁を置いたら、そこは自分だけのおうち。自由に
配置できるので、お友達やパパ・ママも一緒に、どんな遊び
の空間でも作ることができます。40年以上にわたり子どもの
想像力に寄り添ってきたロングセラー。

3 笑顔のふりころり
ラトル工房ブータレブー
（埼玉県）

笑い顔を指でつつくと、頭を振ってゆらゆら。車輪の方向に
押すと、頭を振りながらゆっくり進みます。やさしい動きと
表情は、ファーストトイにぴったり。ママやパパの気持ちも
なごみます。

4 GARAGE
マストロ・ジェッペット
（福島県）

煙突をポンと押すと、ガレージから車が飛び出します。うま
く走らせるためには弱すぎず強すぎない力加減が必要に。繰
り返し遊びながら、手の力の使い方が身につきます。点数
カードを使ってゲームとしても遊べます。

5 くるカタ
株式会社コンセル
（埼玉県）

2匹のさるが右へ左へ回転しながら降りてきて、ぴたっと組み
合わさって着地。巧みに計算された動きに誰もがあっと驚
き、歓声をあげてしまいます。カタカタという音も心地よ
く、何度も繰り返したくなるおもちゃ。

6
オーガニックハンド
パペット

自由学園生活工芸研究所
（東京都）

肌触りのよいオーガニックコットンでつくられたふわふわの
ハンドパぺット。大人だけでなく子どもも扱うことを考え、
小さめのサイズになっています。動かし方でさまざまな表情
に見えるので遊ぶ人の心に寄り添います。

7 Locomo
woodnote-kou
（埼玉県）

機関車の車輪？いもむし？ウネウネとした独特な動きが楽し
いおもちゃ。坂道を作って転がしたり、ひもをつけて引っ
張ったりして遊べます。赤ちゃんには転がして見せてあげま
しょう。

8 おやさいモグモグ
山のくじら舎
（高知県）

高知県産のヒノキとサクラで作られた野菜・果物のコマが10
種類。お口を開けた「ベジタくん」に食べさせてあげたり、
同じものを探したり、ままごとの材料にしたり、年齢に合わ
せてさまざまな遊びにアレンジできます。

9
手を使って記憶する
ロックボックス

タグトイズ社
（アメリカ）

10の扉には、それぞれ開け方の異なるカギがついています。
扉の中には宝物をしまうことも可能。このカギはどうやって
開ける？宝物はどの扉の中にある？何度も繰り返しながら手
先の器用さや記憶力を養います。

10 色あわせつみきゲーム
株式会社エド・インター
（兵庫県）

カードに描かれた絵の色を、積み木で立体的に再現。積めた
らカスタネットを叩いて合図し、速さを競います。集中力と
判断力、しっかり積み木を積む器用さがポイントで、大人と
子どもが互角に勝負できるゲームです。

11 ゆらゆらさかなつり
 すいーつばたけ 木工房
（埼玉県）

国産ヒノキで丁寧につくられた魚釣りおもちゃ。立てて置く
とゆらゆら動くお魚を何匹釣れるかな？ たくさんつなげて釣
り上げることもできます。遊び終わったら舟の中にパーツを
収納。お片付けまで楽しく遊べます。



12 バズビー プラントイ社（タイ）

ハチさんを引っ張って手を離すと、ブンブンと音を立てて振
動しながら巣へ戻ります。シンプルな遊びですが、動きや手
に伝わる感覚が面白く何度も繰り返したくなり、小さな子ど
もたちの手先の運動を促します。

13
コロガル
アニマルつみき

 独楽工房　隈本木工所
（福岡県）

積んだり、動物たちのお話を作ったりはもちろん、坂道を作
り、ころんとした形の動物ピースを転がすと、ボールとは違
う独特の転がり方が楽しめます。木目が美しく、手触りも心
地よい丁寧な仕上げです。

14
ジュージューくるりん！
キッチン

 株式会社エド・イン
ター（兵庫県）

フライパンにステーキやお魚をのせて、コンロの上で動かす
と、マグネットの力でくるりん！ひっくり返って焼き色のつ
いた面が現れ、お料理完成です。本当にお料理しているよう
なアクションを楽しめるキッチンセット。

15 く・る・ま　スポーツ
木工工房異紗
（岐阜県）

なだらかな形と木目が美しく、丁寧に仕上げられた心地よい
手触りで、思わず手に取りたくなるおもちゃです。黒檀のラ
イトは生きものの目のようにも見え、どこか愛嬌も感じられ
ます。見立て遊びも楽しめます。

16 CATショベル
ブルーダー社
（ドイツ）

建設現場でおなじみのCATのショベルカーにそっくり！ショ
ベル部分、キャタピラーなど、本物と同じ動きをするように
こだわって作りこまれ、子どもはもちろん大人の好奇心をも
刺激します。



⑥ グッド・トイ2019セットB（幼児～大人向け／積み木・ブロック・ボードゲーム）

品名 画像 メーカー 遊び方

1 QUARTO （クアルト）
ギガミック社
（フランス）

4種類のコマを交互に盤上に並べて、色・形・高さ・穴の有無
のいずれかを揃えた方が勝ち。相手が選んだコマを置くとい
うルールなので、盤面と相手の意図を読み、多面的な思考が
必要とされる名作ゲーム。

2 せんろすごろく INTUS.（広島県）

線路のようにピースをつないで自由にコースをつくり、すご
ろく遊びを楽しめます。コースをつくるだけでもおもしろ
く、自分で考えたコースで遊ぶ楽しさはひとしお。広島県産
のヒノキやクリの優しい手触りも魅力です。

3 ワードスナイパー リゴレ（神奈川県）

カードに書かれたお題と文字に合う言葉を考え、いち早く言
うと得点になります。思いがけない言葉に感心したり、笑い
が起こったり、「これは正解？」と話し合ったり、豊かなコ
ミュニケーションが生まれるゲームです。

4 ベビークーゲルバーン ハバ社（ドイツ）

積む・並べる遊びができるようになる1歳半ごろから遊べる
クーゲルバーン。坂道をジョイントで固定するので、スムー
ズに転がすことができます。大きめで扱いやすい木の玉は色
や形、転がり方の違いを楽しめる3種類。

5 カラーコード
スマートゲームス
（ベルギー）

さまざまな図形が描かれた透明タイルを重ねて、問題と同じ
模様をつくってみよう。重ねる順番によって図形の見える部
分、隠れる部分が変わるので、論理的な思考力や洞察力が養
われます。

6 つみマスくみマス
岐阜県 白川町
（製作・販売：株式会社
トーホー）

枡づくりの技術を活かし、組んだり積んだり、さまざまな形
をつくれるおもちゃ。組むことで安定感が増すので、高く大
きな作品をつくることも可能です。伝統の技術を体感しなが
ら自由な発想で作品をつくってみましょう。

7 イプブロック
木工工房異紗
（岐阜県）

ひょうたんや豆のような楽しい形のピースは、バランスを工
夫しながら意外な形に積むことができます。使われている木
の種類もさまざま。紫と黄色のピースもブラジル産の自然の
木の色そのままを活かしています。

8 Cono Lelu（コノレル）
クリックブロック社
（アメリカ）

木製ブロックの中には磁石が埋め込まれており、くっつけて
さまざまな形をつくることが可能。磁石はブロックの中で回
転する仕組みになっているので、どのブロックを組み合わせ
ても反発しません。

9
創造力を養う組み木
ネコ

きこり工房（岩手県）

うまくバランスを取れば、ネコを逆さまにしたり斜めにした
り、さまざまな向きで積んだり組んだり、ユニークな曲線を
描くことができます。「何個積めるかな？」「こんな形にで
きるかな？」と、繰り返し遊びたくなる組み木。

10
ねことねずみの
大レース

ペガサス社（ドイツ）

ねずみのコマを進めながら、チーズを集めます。大きなチー
ズをたくさん集めたいけれど、後ろからねこが追いかけてく
るので要注意！追いかけっこのスリルを味わいながら楽しめ
るボードゲームです。

11 PolyM（ポリエム） ポリエム（ドイツ）

踏んでも痛くないほどソフトな感触のプラスチック製で、小
さな子どもにも組みやすく、遊びに集中することができま
す。家庭用洗濯機で洗濯・脱水もでき、衛生面でも安心。子
どもにやさしいブロックです。

12
ぴょんぴょんしょうぎ
new!

株式会社　幻冬舎
（東京都）

9匹のかえるのコマを動かして相手の陣地に入ろう！相手や自
分のコマをぴょーんと飛び越えると一気に前へ進むことがで
きます。女流棋士の高橋和さんが考案した、将棋の入門編と
して楽しめるゲーム。



13 バレリーナコマ プラントイ社（タイ）

ハンドルに独楽をセットしてひもを巻きつけ、勢いよく引く
と、バレリーナがくるくる回転。ひもの巻き方も簡単、独楽
にも安定感があってよく回ります。スカートや両手が広がっ
ているようなかわいらしい動きです。

14 みんなの逆立ち独楽
有限会社アクティブ
（長野県）

時計などの部品をつくる工作機械で一つずつ製作。さまざま
な色とサイズがあり、いちばん大きなものでも指の先に乗る
ほどの小ささですが、よく回り、見事に逆立ちします。高い
技術に大人も思わず感心してしまいます。

15 みんなのたのしい独楽
有限会社アクティブ
（長野県）

時計などの部品をつくる工作機械で製作。先端や軸、バラン
スなどが細かに計算され、最長で6分間回り続けるほどの精度
を誇ります。独楽が苦手な子も回しやすいので、達成感を味
わえます。

16 ノッカノッカ
ンダノガ　株式会社ヒツ
ジスタジオ（東京都）

5つのコマを交互に動かして、相手の陣地を目指す2人対戦の
ゲームです。相手のコマの上に「乗っかる」ことで動きを封
じることが可能。単純なルールですが奥深い戦略性を楽しめ
ます。

17 トマトマト
オインクゲームズ
（東京都）

「トマト」「マト」「マ」「ト」の4種類のカードを順番にめ
くって並べ、並んだカードを一息に読みあげます。「トマト
ト」「トマトトトマ」など、次第に長く、複雑な早口言葉の
ようになる言葉を、間違えずに読めるかな？

18
ビオブロ
ハローボックス

ピアトニック社
（オーストリア）

木材にプラスチックとカラフルな顔料を混ぜ込んでつくった
新感覚のつみ木。石鹸などで洗うことができ、色落ちの心配
もないので、小さな子どもにも安心です。穴の空いた面を活
かしてユニークな作品をつくることができます。

19 スライドサッカー
株式会社　幻冬舎
（東京都）

ピースをスライドさせてゴールを目指します。ボールがゴー
ル位置に来ると、ポトンと穴に落ちるような立体的な構造
で、本当にシュートを決めたような達成感を味わえます。一
人でも、仲間とタイムを競っても遊べます。

20 Rush Hour
シンクファン社
（アメリカ）

カードの通りに車を並べてスタート。ルールに沿って他の車
を動かし、自分の車を出口から出しましょう。論理的な思考
能力が求められるパズルゲーム。一人でじっくり取り組んで
も、仲間と協力しても楽しめます。

21 さくらのきのぼり つみきや(福岡県)

カードには4種類の木のてっぺん・幹・根元がばらばらに描か
れています。カードをめくって並べ、木を完成させましょ
う。色の識別が難しい子どもにも配慮され、数字や文字も使
わないので、小さな子も遊べます。

22 バニー・ブー
スマートゲームス
（ベルギー）

うさぎと３つの積み木を、カードに書かれた問題と同じにな
るよう積んだり並べたりしましょう。積み木の穴の位置や、
穴から見える色などに注目して遊ぶうちに空間認識や注意力
が養われます。

23 インカストロ
インカストロ社
（イタリア）

ピースはすべて同じ形ですが、工夫次第でさまざまな形を作
れるブロックです。パズルのように平面に並べたり、立体を
作ったり、組み合わせ方によっては動くパーツを作ることも
可能。ものづくりの楽しさを実感できます。

24 ヒットマンガ
タンサン株式会社
（京都府）

読み手は空白のフキダシに合うセリフを考えて読み上げ、他
の人たちはそのセリフから推理してカードを取ります。かる
たのようなルールで幅広い年代に親しみやすく、想像力や推
理力をフル活用して楽しめます。



⑦ あそびのむしセットA（見て・聞いて・五感で楽しむ）

品名 画像 メーカー 遊び方

1 リングウエーブ グリムス社（ドイツ）
スパイラル状のワイヤーに沿って、カラフルな木製ディスク
がクルクルと落ちていきます。

2 スターこま Heimess（ドイツ）
外側に付いたそれぞれ色の違うカラフルなビーズと真ん中の
渦巻き模様がきれい。簡単に回せます。

3 デュシマこま デュシマ社（ドイツ）
どんな回し方でも失敗しませんよ！
ジュエルの手触りや色を楽しんでね。

4 クネクネバーン・大 ベック社（ドイツ）
テンポの良い音で、車が坂を下っていきます。繰り返し遊び
に、誰もが夢中になってしまう魅惑の定番おもちゃです。

5 歩く動物　ぞう ディラス社（チェコ）
坂の上の置くと、カタッカタッと音をさせながらゆったり
としたスピードで動物が坂をくだっていきます。絶妙な早さ
でくだっていくので、ついつい見入ってしまいます。

6 カーブドミノ fridlin（ドイツ）
床や机の上に安定して置くことができます。ドミノを倒した
り、ヒモを引っ張ってドミノを立てたり。繰り返し遊べま
す。

7
小さな森の合唱団
(琉球版）

オークヴィレッジ株式会
社（日本）

ドレミの七音階から「レ」と「ラ」を抜いた五音階（琉球音
階）。自由に叩けばメロディになるおもちゃです。

8
ミニツリーチャイム＋ス
タンド

アイダ楽器（日本）
本格的なパーカッション楽器。棒を端から指で触っていく
と、爽やかな音が響きます。

9
トロムメール
クラッシック

アウリス
（スウェーデン）

長さの違う8枚の音板は、１枚ずつ叩くと異なる音で響き、
中でグルグルかき混ぜると不思議な音になります。

10 マラカス 中埜楽器（日本）
小さい子どもに握りやすいサイズです。振ると球の中のス
チールの粒が木部にあたり、シャカシャカといい音がします
よ。

11 ドレミマット
一歩社 はじめしゃ
（日本）

マットの中心を踏むと、空気圧でハーモニカのような音が鳴
ります。電池いらずで、使う場所も選びません。

12 オーシャンドラム
ハリリット社
（イスラエル）

手の力が弱い小さなお子さまにもあそびやすいドラム。表面
の透明シート部分は、たたくと中のビーズが振動して、太鼓
のように音を楽しむことができます。

13
ミニレインボー
メーカー

ハリリット社
（イスラエル）

振り方によって、波の音、雨の音、風の音と、様々な音が再
現できるレインボーメーカー。



⑧ あそびのむしセットB（ごっこあそび・組み立てあそび・ゲーム）

品名 画像 メーカー 遊び方

1 マーブルアート ニチガン（日本）
4色のマーブルを磁石で動かして、自由に絵をかいちゃおう。
自由な発想でデザインにチャレンジ！

2 スピンアゲイン
ファットブレイン社
（アメリカ）

カラフルなディスクをスクリュー状の支柱に差し込むと、想
像以上のスピード感で回転しながら落ちていきます！

3 マグタブ
キッドオー
（アメリカ）

マグネットのペンでボードをなぞり、中のボールを引き上げ
て、好きな絵や形、字を描くことができます。

4 MAN　消防車 Bruder（ドイツ）
1:16スケールで実物を精巧に再現された消防車。全て手動
で、本物そっくりの動かし方ができます。

5 ビルディング・カップ ガルト社（イギリス）
積んだり、崩したりできる、少しずつ大きさの違う10個の
ビーカー。底には模様があるので、型押しもできるよ。

6 octons（オクトンズ） ガルト社（イギリス）
縦・横・斜めに切れ込みがある、八角形の透明なアートブ
ロック。ステンドグラスのような光あそびも楽しめます。

7 エアバルーン　中
ファットブレイン社（ア
メリカ）

ドイツ製のコットンのボールは、中でゴム風船を膨らます
と、大人が座っても割れないくらいの丈夫なボールに早変わ
りします。※中に入れる風船はご用意ください。

8
モンキー
ハンドパペット

フォークマニス
（アメリカ）

前足が長いので、「いない・いない・ばあ」も得意です。動
きの良さで大人気のパペット。

9 カエルさんジャンプ
バイキング社
（スウェーデン）

かえるの背中を指で押さえてはじくと「ピョン！」。かえる
が元気に飛び上がります。指先のはじく動作のために、とて
もよいおもちゃです。

10 コノレル　30P
Click Block社
（アメリカ）

木製のブロック同士を近づけることでマグネットが磁力に合
わせて回転、くっつきます。複雑な立体を作れます。

11
パープレクサス
ルーキー

OHS サプライ合同会社
（日本）

丸いボールの中に、トリッキーな仕掛けの３D（立体）迷路が
入っています。本体を傾けたり、回したりしながら、うまく
重力を利用して、迷路上のボールをゴールへ導きます。

12 スティッキー HABA社（ドイツ）
サイコロを振って出た色の棒を引き抜き、倒した人が負けと
いう、シンプルなルールで小さなお子様から大人の方までみ
んなで一緒に楽しめるので、パーティーなどでも大活躍。

13 アーチレインボー
グリムス・シュピール社
（ドイツ）

フェルトのようなあたたかい感触を持つ積み木。表面が滑り
にくく、積みやすいのが特徴です。虹のトンネルを作る、球
を転がす、シーソーにするなど、遊びの発展が無限大です。

14 アクリル三角積み木
BLUE RIBBON社
（タイ）

並べて立てたり積み重ねたり。
重ねると何色に見えるかな？

15
スピニングプレート
（皿回し）

ミスターババッシュ
（スイス）

初心者でも回しやすいように、皿の裏の中心が高くなってお
り、スティックが引っかかりやすく、安定してまわせます。
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