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Creator’s voice

かこさとしインタビュー

僕のしごとは「子ども屋」でしょうか

08年度新学期用品

多彩な「あゆみ」ラインナップ
同じ事故を二度と繰り返さないために

安全な子ども環境への取り組み
Bブロック博士のBブロック講座

カーレースに挑戦
食育を考えよう3

安全な食環境
北欧だより

機能美と安全性を重視した保育園
いぬはりこギャラリー

みんなで力をあわせてひとつのものを創るよろこび

Creator’s voice

かこさとしインタビュー

──子どもと一緒にあそぶために
つくられた珠玉の作品たち

僕のしごとは
「子ども屋」
でしょうか

新学期の「あゆみ」に、かこさとしさんの「おはなしのほん」シリーズが
新しく仲間に加わります。大人には懐かしく子どもには新しい。みんなに愛される
楽しい作品を作り続けてきた先生の素顔は、とても温かな子ども屋でした。

かこさとし（Satoshi Kako）

││長い間︑ベストセラーの絵本を出

し続けていらっしゃいますね︒

そういっていただくと光栄ですが自

分では絵本作家だと思っていないんで
すよ︒

││絵本を描く以外にも様々な活動を

それもありますが僕は自分を子ども

されているからでしょうか︒
屋だと思っているんです︒

││子ども屋とはどんなものですか？

子どもに接して︑学ぶとともに何か

を与えることでしょうか︒同じ世界に

入れてもらうために彼らが喜ぶものを

なくなるので︑彼らの関心が何に向い

いても興味がわかなければさーっとい

絵を持っていったりしました︒一緒に

紙芝居をしたり︑お話をしたり描いた

から面白いものじゃないといけない︒

なりますよ︒

になるほどたくさんの組み合わせにも

と個性によって︑パターンは京の単位

や歌詞を変えていくのが面白い︒時代

が自分なりの選択と判断でどんどん絵

めました︒特に絵描き遊びは︑子ども

日本の伝承遊びは全国から色々と集

用意します︒子どもは感受性豊かです

ているのかに︑もっとも注意をはらい

││絵描き遊びを集めていて気づいた

ことがあると聞きましたが⁝⁝︒

顔は最後に描くんです︒顔を入れて

││子どもとかかわりあう中で︑先生

何を考えているのか判断します︒だか

のですね︒子どもは相手の表情を見て

子どもにとって顔というのは大事な

初めて出来上がりです︒

ご自身の研究や活動に結びついたもの

ら僕の絵は顔の表情をあらわすように

描き遊び︑そういった普遍的な遊びで

入って様々な活動をされてきた先生に

││伝承遊びの研究や︑子どもの中に

しています︒

すね︒この中に何か大事なことがある

質を判断する感性と︑生きる意欲を

ます︒子どもは失敗を重ねながら︑本

子どもは今も昔も変わらないと思い

とって﹁子ども﹂とは？

石蹴りや鬼ごっこ︑じゃんけんや絵

はありますか？

けです︒

があって絵本を出版し今にいたったわ

たまたま﹁面白い﹂と人に言われ︑縁

と絵やお話なんかが溜まってきまして︒

子どもと遊んでいるうちにだんだん

ました︒

絵本の見返しに絵を描くのは、期待し
て表紙を開いた子どもをがっかりさせ
たくないという先生の優しい想いから

んじゃないかなと思って 年前から研
究してきました︒
すね︒

││昔から伝わる子どもたちの遊びで

50

こちらのライトテーブルは先生のお手製。大きなガラスがなく、当時納屋にあったも
のを代用されたとか。それから 40 年近くの間、愛用されています。このテーブルの
上から名作が数多く誕生していきました。
1926年福井県生まれ。東京大学工学部応用
化学科卒、工学博士。研究所勤務のかたわら
セツルメント活動や児童向け人形劇、紙芝居
などの活動を行う。73年退社後「おはなし
のほん」や「だるまちゃんシリーズ」など多
数の絵本を世に出す。ユーモラスな作品から
科学絵本まで多数の幅広い作風を誇る。産経
児童出版文化賞、日本科学読物賞、久留島武
彦文化賞など多数受賞。総合研究所主宰。
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絵 描 き 遊 び ［ひ め さ ま］
かこさとし監修

1

2

♪まるさんと、まるさんが

4

3

はしかけて〜

5

あゆみ（アート） 400 円（税込）
「おはなしのえほん」10 編から
とっておきのシーンを選びました

6

もっています︒そこから僕もたくさん

のことを学ぶことができました︒

いつの時代でも子どもは興味をかき

はいできあがり♪

たてるものは受け入れるし︑つまらな

03

お顔を入れたら

いことには見向きもせず生きようとし

雨がざあざあふってきて

ている︒もし変わったというなら︑時

あられもふって
きて♪のように、
好きな言葉に
かえてみよう。

代や取り巻く社会︑環境の違いからで

顔は一番最後に。
好きな表情を
いれてみよう！

仲間に入れてくれて︑さまざまなこ

9

しょうか︒

8

雨がざあざあふってきて

とを教えてくれた彼らにお礼をしなく

がちがち山も花ざかり

ちゃと思っています︒子ども屋として︑

7

かちかち山に

まことに幸いでした︒

花ざかり

園の近くの
山にしても
いいね。

作家・デザイナーの
直筆コメントつき

大きなシールがうれしい度：★★★

年度新学期用品

お出かけしたくなる度：★★★

多彩な﹁あゆみ﹂
ラインナップ

テーマ：おさんぽうさちゃん
作家：すぎやましょうこ
450円（税込）

絵本のようなあゆみ︑画集のようなあゆみ︑
図鑑のようなあゆみ︑思わずお腹がすいてくるあゆみ⁝⁝
毎日の園生活が楽しくなるように願いを込めて︑
今年もバラエティーに富んだあゆみをご用意いたしました︒
貴園にぴったりの一冊が見つかりますように││︒

あゆみ（デラックス）
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新入園児応援度：★★★
年少さんにわかりやすい度：★★★

園生活密着度：★★★
オシャレ度：★★★

あゆみ（ラウンド）
テーマ：ともだちいっぱい
作家：ふくだとしお
380円（税込）

あゆみ（ワイド）
テーマ：たのしい園生活
作家：立本倫子（colobockle）
400円（税込）
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達成感が味わえる度：★★★
オリジナルあゆみ度：★★★

あゆみ（シーズン）
テーマ：シーズン
作家：駒形克己
430円（税込）

あゆみ（フレンド）
テーマ：いただきます
作家：おのうえ稔
400円（税込）

あゆみ（カラー）
おたよりページ充実度：★★★

テーマ：おいしいたのしい手作りごはん
作家：西内としお
360円（税込）

コンパクトサイズ：★★★

理系離れ阻止度：★★★
カレンダー見やすい度：★★★

ランチタイムが待てない度：★★★
コンパクトサイズ：★★★

あゆみ（フォト）
テーマ：カラフルな動物
380円（税込）
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原因究明
対策検討
事故原因を把握し、より安
全・安心性の高い製品につ
いて対策を練ります。

関係各所への
周知

安全な子ども環境への取り組み

事故が起こりそう

││同じ事故を二度と繰り返さないために

事故が発生

ジャクエツには︑幼稚園・保育園で起こった︑または起こりそうになった事故があったとき︑
即座に対応し︑情報を収集するプロジェクトチームがあります︒
今回は安全な環境づくりについてのプロセスを︑ケガの発生が多いサッシの事故を取り上げながら説明していきます︒

事故に関する情報

安全な子ども環境への取り組み﹇例 サッシの場合﹈

ジャクエツの3つのモニター園で、事故が発生、
もしくは発生しそうな状況に気づきます。

設計
製品開発
指はさみ対策には戸当たりの部分
にクッションゴムを設置

框部分を柔らかな曲面フォルムに
してぶつかった時のケガを防ぐ

ノンレール設計でレールでのつま
づきや溝に足をはさむ事故を回避

二度と同じ事故を繰り返さないよう、細部にわたり、
安全・安心に関して性能の高い製品を設計します。
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KIDS DESIGN AWARD 20 07
「ひやりはっと報告書」に記入

情報収集と

ジャクエツの取り組みが
「キッズデザイン大賞
経済産業大臣賞」を
受賞いたしました。
安全で健やかな成長につながるデザインを顕彰する
キッズデザイン賞。その第 1 回の大賞に

モニター園から、事
故 が 起 き た、起 き
そうだった施設の状
況、その後の現場の
反応、けがの処置の
経緯などが「ひやり
はっと報告書」に記
載されて届きます。

蓄積

サッシの場合
●体当たりをして框でケガをしてしまった
●戸当たりの部分で指をはさんでしまった
●つまづいてケガをした、足をはさんでしまった

「安全な子ども環境への取り組み」プロジェクトが選ばれました。
すべては子どもの安全のために。それがジャクエツの想いです。

再現写真の
作成

■キッズデザイン賞の基本理念

子どもたちの
安全・安心に
貢献するデザイン

人形を用いて事故の様子を再現したも
のを撮影。現場での対策を検討する資
料にします。

子どもたちの

子どもたちを

創造性と未来を

産み育てやすい

拓くデザイン

デザイン
子どもたちが、健やかに楽しく園生
活を送るために、安全、安心を徹底
してサポートしていきます。

製品・サービスの提供

■キッズデザイン賞とは
キッズデザイン賞は、子どもの安全・安心の向上、健やかな成長発達に役立つデザ
インを顕彰するために、経済産業省が創設しました。デザインの力を通じて生み出
した、子どものための成果について、社会的、文化的な見地から公正な評価を与え、
優れたものの顕彰を通して、産業・研究活動と子ども環境の高度化を図ることを目
的としています。製品に限らず子どもたちの未来を育む良質なプロダクトや施設、
イベント、サービス、プログラム、調査研究活動などを、各界から募り、参画者の
成果を広く、継続的に社会にアピールしていく賞です。

キッズデザイン博 2007
会場の模様
第 1 回の受賞作品 121 点が発表、展
示されました。受賞作品の展示のほ
か、子ども向けのワークショップな
ども開催され、業界関係者から家族
連れまで大勢集まりました。
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安全と安心
安全対策のご提案

どんな車を
作ると
早く走るかな？

Bブロック博士の

Bブロック講座

カーレースに挑戦
こんな
かっこいい車が
できたぞ！

今回は B ブロックの溝を使った遊びを教えるぞ！
B ブロックの曲面の溝には、片側の車輪がはまるんじゃ。
その特長を活かして B ブロックカーレースができるコースを作ってみたぞ！

B ブロックをつ
なげてつなげて
コースをつくっ
たんじゃ。

ぜったい
一番になるぞ！

コース下に B ブロッ
クのケースを置けば、
傾斜をつけることが
できるぞ！
■コースのサイズ・幅 71 ×全長 239cm ■コース
製作に使用した B ブロックの数・2 連 / 赤 200 個、
黄 305 個、青 107 個・3 連 / 赤 158 個、黄 168 個、
青 60 個・コンテナ /2 ケース・ベース板 /2 枚

よ〜いドン！

●ルール●
①スタートラインにセット
車が動かないように手は離さない。
②よ〜いドンの合図で車から手を離す。
この時に車をおしてはだめ。
③ゴールエリアにつけば完走。

ゴー
ゴー
!!

一等
誰じ 賞は
ゃ？

いけ〜！
一斉にびゅーん。
すごいじゃろう！

今回の
ポイント

ったー
番！や
僕が一

とくとくセット

B ブロック（ファースト）とくとくセット
■40,950円（税込）■Bブロック（ファー
スト）の4セット分のお得なセット。1セッ
トで約3〜4人が遊べます。

Bブロック補充用（3連）

B ブロックの曲面の溝
には片側の車輪がはま
るようになっている
ぞ！どこまでもまっす
ぐ走るんじゃ！

■6,930円（税込） ■赤・黄・青 各35個
計105個セット
※ともに誤飲防止サイズ
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吐瀉物

40

20

月

下水

月

月

９月

７月

８月

６月

４月

５月

２月

３月

１月

河川

食育について大事な部分である︑食の

に関する講習会があれば職員が積極的に

﹁そうですね︒この季節︑ノロウイルス

100
（件）

安全︒そこで現状はどうなっているのか︑

近隣でノロウイルスが発生したら︑Ｈ

腸内で繁殖

安全な食環境

Ｐや保健所などで最新の感染状況を確認

なで共有するのがいいと思います︒それ

して対策を立てることが非常に重要です︒ 参加して︑そこで得た情報を先生方みん

200

食中毒の発生を調査してみることにしま
昨年の食中毒事件総数グラフを見て驚

毒でノロウイルスを発症した患者の糞便︑

を園便りや貼り紙などで保護者に伝えま

病原大腸菌

した︒
きました︒ノロウイルスが１位︑続くカ

嘔吐物から︑乾燥したウイルスが空中に
︵※下記参照︶
﹂

す︒各家庭でも子どもの体調管理に気を

今回は食中毒にスポットを当ててみました︒
調べてみると︑他が減少しているなか︑年々増えてきている
ウイルスがいます︒どうしてでしょうか？

浮遊したものからでも感染してしまいま
││園で実践できる対処法は何ですか？

海

手

ンピロバクターも多いことが分かります

す︒
﹁食中毒を防止するためにも︑食器や調

えるなど勤務体制の見直しも必要です﹂

Ｈ 年

Ｈ 年

Ｈ 年

Ｈ 年

Ｈ 年

Ｈ 年

Ｈ 年

Ｈ 年

Ｈ 年

Ｈ９年

Ｈ８年

■ノロウイルス 月別事件数の年次推移

生や加熱
不充分な
二枚貝

食品

理由は経口感染の強力さでした︒食中

また︑ノロウイルスはウィルスが１種

つけるよう充分に注意を促しましょう︒

冬場の食中毒︑ノロウイルスは食の安

ノロウイルス
600

が︑ノロウイルスだけが増加しています︒

類ではないので︑抗体がつくりにくいこ
理器具の類の殺菌を徹底しましょう︒お

いて様子を把握しましょう︒もし先生が

とがわかりました︒特に抵抗力の低い乳
衛生の環境も整えましょう︒
ドアノブ・

る間は原則休むようにして︑症状が治

うつってしまった場合は︑症状が出てい

欠席した園児には︑その理由や症状を聞

蛇口・カーテン・リネン類︵タオル︑エ

弁当や給食の管理も大切です︒

プロンなど︶の洗浄・殺菌には充分気を
特に吐物の処理が非常に重要で︑吐物

全︑衛生︑確かな情報を共有することが

他の資料を見ていくと︑通常︑食中毒
は夏場に起こりやすいものなのに︑ノロ

幼児はかかりやすいそうです︒

ウイルスは冬場にピークを迎えることが

から子どもたちを遠ざける︑先生はマス

まっても１週間くらいは食事の介助を控

配って下さい︒

クをして素早く片付ける︑必ず消毒をす

さらにノロウイルスについての正しい

確認できます︒
情報や対処法を知るべく︑東京都港区保

■病因物質（主な微生物）別 事件数推移

健所︑保健予防課に聞いてみることにし

りそうですね︒

サルモネラ
8.3％
カンピロバクター
27.9％

また︑子どもが直接できる予防法は手

H18年度の国内における食中毒事件総数は
1,491件、 患 者 数39,026名 （H19年8月17
日現在の暫定値）

ることが感染を防ぐポイントになります︒ 感染拡大を最小限に抑えるポイントにな
洗いです︒トイレの後︑昼

腸炎ビブリオ
4.8％

ました︒
﹁特徴的な前兆は少なく︑１〜２日で発

食前︑外から帰ってきたと
■H18年度の食中毒発生状況（事件数）

││感染したときの症状は？
症︒下痢︑嘔吐︑腹痛︑発熱を引き起こ

きは︑洗い残しのないよう
流水で︑石鹸を使ってしっ

ノロ
ウイルス
400

し︑２︑
３日で治まります﹂
││感染を防ぐ方法はありますか？

園児でも楽しく分かるよう︑

黄色ブドウ球菌
4.1％

まわりに飛び散る

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ｈ７年

60

かり洗いましょう︒小さな

夏場と同じくらい注意を払いましょう︒

手を洗う歌をつくっている
園もあります﹂

カンピロバクター
腸炎
ビブリオ

便

平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年

80

﹁まずはやはり食中毒を防ぐことです︒
ウイルスは熱に弱く︑ 度以上で１分以
上加熱すると死滅するので︑食べ物には

││園だけでなく家庭で注
意することも大事ですね︒

充分火を通します︒生ものの取り扱いは
注意しましょう︒

※出典：厚生労働省
※参考ＨＰ「東京都福祉保健局ノロウイルス対策標準マニュアルダイジェスト版」 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/micro/noro̲manual.html
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サルモネラ属菌
（件）
800

ノロウイルス
33.5％
その他
21.4％

10 11 12

0

ブドウ球菌

0

85

アイスランド

ノルウェー

デンマーク

スウェーデン

機能美と安全性を
重視した保育園

８百平米の土地の中に建つギャラ
遊んでいても︑保育士たちが確認し

りしています︒子どもたちがどこで

高さでも覗けるような小窓を作った

大きな窓とポップな色彩︑透明な

クセン保育園の建物は︑一戸建ての

プラスチックを多用したインテリア

平屋です︒北欧らしいシンプルさを

は︑楽しさや明るさ︑開放感を感じ

やすいつくりになっているので︑安

との部屋がつながっています︒平屋

な多目的ホール︒そこからクラスご

させるデザイン︒日本でも人気のあ

心して見守ることができます︒

にしたのは階段をなくすため︒子ど

活かしたモダンな造りとなっていま

もたちが怪我をしないよう配慮され

もちろんデザイン性だけではなく

る北欧スタイルのインテリアです︒

す︒建物の中心は贅沢に広がる大き

ています︒部屋と部屋の間は段差の

角が丸くカーブしている家具︑滑

機能面も充分配慮されています︒

ないバリアフリーで小さい園児も安
心です︒

り止めの付いたマット︑叩いても音

各部屋がどうなっているのか︑何
をしているのか全て分かるように︑

が響かない特別製のテーブルなど

機能的で美しい北欧の美意識は︑保

デザイン性と安全性が融合した︑

大きい子どもが飲みこんでも喉を詰

ラスチックになっていま

育園の施設や遊具にまで配慮されて

子どもが遊ぶブロック

す︒玩具はヨーロッパで

います︒

まらせない大きさにすることを絶対

安全基準とされるＣＥマ

条件としています︒

ーキングのついたものば

文・写真／岡田幸︵在・スウェーデン︶

は一見︑木製品のように

かりではありませんが︑

見え︑実はとても軽いプ

選んでいます︒

ものではなく軽い製品を

すが︑安全面から重厚な

ら木製品を使用していま

なものを︑という配慮か

家具はできるだけ自然

います︒

扱う特別な店で購入して

は︑園専用の製品を取り

ドアを透明にしたり︑子どもの背の

カラフルな色づかいと木目の優しい内装が調和している教室内。
子どもの目線に合わせた丸い窓など、安全とデザインが融合しています。

フィンランド

北欧だより

GALAXEN（ギャラクセン）保育園
園 児：約80名
（満1歳〜5歳の5クラス）
保育士：約20名
立 地：ストックホルム中心地から
車で約30分
園 舎：一戸建て平屋
経 営：コミューン経営
（日本における公立）
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JAKUETSU COMMUNICATION MAGAZINE

オーロラエース
セット27,300円（税込）単色1本3,885円（税
込）■サイズ90ｃｍ×5ｍ巻■カラー 8色
オーロラフィルム貼り特殊紙。光沢があり豪
華に仕上がる。

よーし。お気に入りの大きな作品、つくろうよ。
さあ、今度は何をつくろうか。

七色にキラキラ輝く特殊紙のオーロラエース。

子どもたちの想像力は無限に広がっていきます。

年長さんと年中さんは毎年︑園の

文化祭で一緒に作品をつくります︒

年長さんたちがつくった立派な作品

をみて︑年中さんたちもつくりたい

と言ったのがきっかけ︒今は︑年長

さんが年中さんに教えながら一緒に

つくる楽しい恒例行事のひとつにな

っています︒様々な素材を使って製

作していきますが︑オーロラエース

作品にはお手本がありません︒子

は毎年使っています︒

どもたちは自由な発想でテーマを決

めて︑グループごとに製作します︒

光沢のある素材をドレスのように巻

きつけたり︑ロケットのてっぺんに

もってきたり︒ぐるりと大きな面積

に貼りつけることもできるので色あ

ざやかな壁のお家だってつくれま

使いやすいのも子どもに人気の秘

す︒

密︒裏側はえんぴつで下書きしやす

く︑なぞってはさみで切れば︑色々

な形を簡単に切ることができます︒

貼りつけるときは相性のよい両面テ

ープで︒貼りやすくて︑はがしやす

いから何度やり直しても毛羽立ちま

﹁次は何をつくろうかな﹂どんど

せん︒

んつくりたくなる︑美しさと使いや

すさが魅力の特殊紙は︑子どもの豊

かな想像力や発想力を広げるお手伝

いをしてくれます︒
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●今回の素材
いぬはりこギャラリー

みんなで力をあわせて
ひとつのものを創るよろこび

２００７年

vol.7

月

11

「すべては子どもたちのために」

日発行 発行

22

はこれからも、子どもたちをとりまく
より良い環境づくりに努めてまいります。

当社の社章は犬張子です︒犬張子は子どもの祓︵魔除けのお守り︶として古くから愛されています︒
のマークは 幼児の安全・安心をお約束する印です︒

当社の安全に対する取り組みが、第１回キッズデザイン大賞に選ばれました。
この賞を頂けたのも、日頃よりお客様のご支援・ご指導のおかげと社員一同、
心より感謝しております。また今後ともこれに甘んじることなく、今まで以
上に励んでまいりますので、変わらぬご支援をお願いいたします。

キッズデザイン協議会HP：http://www.kidsdesign.jp/

K011731010750

いぬはりこ通信バックナンバーはホームページに掲載中です

