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創造性豊かな作品を、保育士さんたちが制作しました。



　創意工夫作品は、保育士等が制作した、地域の特色を生かした保育のための創造性

豊かな作品を募集し、その活用を図ることにより、保育の質の向上に資することを目

的に実施しています。

　作品は、1類 絵本・童話・紙芝居・人形劇（ペープサート・パネルシアター）、2

類 手作り玩具・遊具の部門で募集し、厳選な審査において、最優秀賞、優秀賞を決定

し、兵庫県保育大会にて授与式が行われます。

　平成29年度の今年は、1類13点、2類34点の応募作品があり、11月に太子町で開

催された兵庫県保育大会にて、表彰及び展示されました。

　当冊子では、今年度の応募作品を制作者の思いとともにご紹介します。

　1類 絵本・童話・紙芝居・人形劇・・・P1～P5
　
　2類 玩具・遊具　　　　　　　　・・・P6～P19

　入賞作品の講評　　　　　　　　 ・・・P20～P21

はじめに

目　　次



1類　絵本・童話・紙芝居・人形劇



この大型仕掛け絵本は、たつの市の名産である「そうめん」について楽しみながら知ってほしいと思い製作しまし
た。実際に仕掛けをやってみることで次のページへの期待が膨らみ、「面白い」「次めくって」という声が聞こえ
てきました。伸ばしたり、巻いたりと動きにもバリエーションがあり、8の字に巻いていくところは難しそうでし
たが、やりたい！とチャレンジしていました。最後には、そうめんに対する関心が深まり、仕掛けで遊ぶことで分
かりやすく伝えることが出来ていたように思いました。

製作者：認定こども園まあや学園／たつの市

たつの市地場産業
「そうめんたべたいな」

対象年齢：3～5歳児

様 子
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製作者：八幡保育所／相生市

製作者：陽光こども園チームようこう／上郡町

製作者：太子町立斑鳩保育所／太子町

ドレミのうた

ふるさとタペストリー
「さっちゃんのかみごおりめぐり」

太子町をお散歩しよう

対象年齢：2～5歳児

対象年齢：0～5歳児

対象年齢：4・5歳児

皆が知っている「ドレミのうた」を基に楽しく遊びながら音
楽に触れ、異年齢を通してうたあそびが展開できることを
目的としています。
ページをめくる度にポケットからでてくるワクワク感を感じ
ながら楽しく想像力豊かに歌ったり、指先を使うマジックテー
プやボタンのはめ外しを取り入れたり幅広い年齢層であそ
びを楽しむことができます。
また、幼児用楽譜表記「いろおんぷ」を用い、鍵盤ハーモ
ニカの導入に活用することができ、音のイメージがつきやす
く楽しみながら音楽に親しむことができます。

平成20年12月に初めて上郡町を訪れたこうのとりのさっちゃ
ん。それ以降、毎年欠かさず園の近くにもやってきます。
兵庫県の鳥でもあり、幸せを運んでくれるということで、と
ても親しみのあるこうのとりのさっちゃんと一緒に自然いっ
ぱいの上郡町を知らせたいと春、夏、秋、冬のふるさとタ
ペストリーを作りました。季節ごとに指先を使ったり、数を
かぞえたり楽しく学べるように工夫しています。さっちゃん
とかみごおりめぐりをしながら、自分のふるさと上郡を愛す
る気持ちが育つよう期待しています。

自分たちの住んでいる太子町の魅力を紹介する創作人形劇
を作成しました。
町のマスコットキャラクターである「たいし君」と「あすか姫」
の手作り人形が親しみを感じさせてくれます。散歩に行った
ことのある場面の絵を見ながら豊かな想像力を育み、お話
の世界に引き込まれていきます。また、場面ごとにクイズを
取り入れ、答えをペープサートで示す参加型にしたことで、
より期待感を持って楽しんでいます。きっと、子どもたちの
心の中で太子町を好きな気持ちがどんどん膨らんでいるこ
とでしょう。

様 子

様 子

様 子
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製作者：芦屋市立保育所防災研究会／芦屋市こども防災 対象年齢：5歳児

家族でこの冊子を使い、自分の家の近くの避難所や、避難
ビルなどを確認したり、家族の待ち合わせ場所を決めるなど
「自分の家の防災」について考える機会になるよう、毎年
5歳児に配布します。１．１７阪神淡路大震災、３．１１東日
本大震災、４．１４熊本地震の時や、保育所の災害訓練の折
りに、保育所で読み、自分の命を自分で守るために必要な
ことを伝えていきます。また、おさらいクイズをみんなで行
い、さらに理解を深めていけるようにしています。

様 子

製作者：つばき保育所／上郡町かめのえんそく 対象年齢：3～5歳児

「かめのえんそく」の歌のパネルシアターです。のんびりし
たかめがえんそくに出掛けますが、なかなか山には着きま
せん。かわいい歌詞とゆったりした曲が何とも言えず、子ど
もたちも楽しそうに「かめさんかわいい！」「あ～寝ちゃっ
たね」と友だち同士の会話も弾み、とても喜んで見ています。
パネルシアターを見る事で、歌詞に添って色々な物が出てく
るので、次は何が出てくるのかなと期待して見ています。「の
んびりいこう～」と歌詞も覚えやすく、楽しんで歌うことが
できます。

様 子

製作者：佐用町立南光保育園ジャンピーだいかつやく 対象年齢：0～5歳児

佐用町健康福祉課が行っている「健康増進計画・食育推進
計画」の推進キャラクターである「さよう☆ジャンピー」と「佐
用食育推進テーマ」である「さようの恵みよくかんでうす
あじでたべよう」を元に、食育の大切さを伝えることを目
的としたペープサートです。
保育士や子どもたちが特産物や食育推進テーマを歌ったり
話したりしながら演じることで、故郷の食べ物を身近に感じ、
園児や保護者が楽しく食べて健康に気を付けるきっかけに
なることを期待しています。

様 子
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製作者：姫学こども園／福崎町

製作者：萬代 晴美(認定こども園 石海保育園)／太子町

やっぱり　いちばんの　さつまいも

くまくんのおたんじょうび

対象年齢：4・5歳児

対象年齢：0～5歳児

私たちが手作り紙芝居を製作するにあたり、題材にとり
あげたのがさつまいもです。子どもたちが苗さしをし、草
抜き・水やりをし、一生懸命に育ててきたからです。収
穫する嬉しさ、味わう喜びも体験しています。
子どもたちの実体験をもとにした物語は、子どもたちも
共感しやすく、また自分の体験が鮮明に思い出されて、
記憶として残っていくのではないかと思います。
季節の食べ物を知り、さまざまな食材をおいしいと感じ
ることで「食」に関心を持ち「食」を大切にしてほしい
と思います。

月に一度の誕生会。子ども達は「まだか、まだか」と自
分の番をとても楽しみに待っています。「今日は○○ちゃ
んの誕生会!」と友達の誕生会も楽しみにしています。そ
のような子ども達の祝ってもらうことの嬉しい気持ち、友
達を祝う優しい気持ちを、お話を通して、より感じてもら
いたいと思い、この人形劇を製作しました。
子ども達がよく知っている動物を取り入れたり、動物を優
しい色合いにしたりすることで小さい年齢の子ども達も
興味を持って見ることが出来たように思います。
友達を思いやる優しい気持ちが育ってくれればと願ってい
ます。

様 子

様 子

製作者：宍粟市公立保育所部会／宍粟市だるまさんが 対象年齢：0～5歳児

子ども達に手作りの布絵本を作ろうと話し合い、子ども
達に人気の絵本「だるまさんが」を参考に作りました。
オリジナルの文章はそのままに、繰り返し使用される「だ
るまさんが」のページのだるまさんを動かせるようにア
レンジしました。だるまさんシリーズが大好きな子ども
達は、トコトコ動くだるまさんに興味津々。絵本にない
だるまさんの動きも取り入れながら、まねっこを楽しん
でいます。

様 子

4



岩見保育所／たつの市うみをかえして～しんまいこものがたり～ 3歳児～

瀬戸内海ではわずかしか残っていない干潟を有する「新
舞子」は、かつて、たくさんの生き物たちが棲んでいました。
しかし、工業化が進む中、環境が悪化しヒラメやマテガイ、
アマモや水鳥等が次々と姿を消していきました。そこで、
その状況を危惧した人たちの働きかけによって、わずか
ずつですが、元のきれいな海に蘇りつつあります。
今回は、その過程を海に棲む生き物たちを登場人物（主
人公）にして、子どもたちが「より良い環境とは何か」
を肌で感じたり考えたりする手だてとなればと思い製作し
ました。

様 子
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2類　玩具・遊具



作品について

製作者：高砂市立北浜こども園／高砂市
楽しみながらの防災遊び 対象年齢：3歳児～

防災…。たいせつな命を守るために今できることを園から家庭・地域へと発信し子どもも大人もみんなで防災意識
の向上に努めたいと取り組んでいます。その中で防災について正しく知り、子どもたちと一緒に楽しみながら防災
あそびをしてきました。
その一つが担架運びです。毛布に乗せて端をくるんと丸め、しっかり持って、いちにのさん。「くまごろう、もう
少しで病院に着くからね。がんばれ！」
怖がらずに学ぶこと。子どもたちの生き抜く力になると信じています。

様 子
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子どもたちの大好きな遊びのひとつである、ままごとあそび。このたび改めて、ままごとに使う台所用品の見直
しを行い、新しく作りました。古いものについては、補強し張り替えを行いました。手作りすることで、子ども
たちの遊ぶ姿に応じて作り替えたり、高さを合わせたりできることはもちろん、温かさや安全性があることも手
作りの良さではないかと考えています。
また、環境構成においては、遊びやすい動線に加え「おうち」に近い雰囲気を大切にしています。

製作者：幼保連携型認定こども園安養保育園／太子町
ままごとセット 対象年齢：2～4歳児

様 子

子どもたちはお店屋さんごっこが大好きです。そこでいろいろなお店にアレンジできる屋台を作りました。今回
はピザ屋をテーマに温かみのあるフェルトで具材を作りました。自分たちの経験したことを相談し合い準備を進
めたり、いろいろなピザを工夫して作ったり、それぞれの役になりお店を開店しました。異年齢の子どもたちも
参加して一緒に遊びを楽しんでいます。今後も子どもたちが主体的に展開できる環境を整え、ごっこ遊びに活用
していきたいと思います。

製作者：佐用町立三日月保育園／佐用町
おみせやさんごっこ 対象年齢：2～5歳児

様 子
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身近な洗濯バサミと単純な形（牛乳パックの輪切り）に色布を貼った遊具です。
手先を使ったり、一人でも、友だちと一緒でも楽しめたりする遊具をという思いで、2歳児をイメージして作り
ました。
遊んでみると、3・4歳児も簡単に思いが形に出来ることが面白いようで、夢中になっていました。遊びを重ねる
度に、複雑な形を作ったり数人で高く積み上げたり長くしたりしています。
この遊具で、創造性豊かに楽しく遊んで欲しいと思います。

製作者：段ちびっこえん／宍粟市
しかっく と 洗濯バサミ で遊ぼう！ 対象年齢：2歳～

様 子

たつの市の特産物である“そうめん”を用いた「そうめん流し」をテーマに、季節を問わず、戸外でも室内でも遊べる
玩具を作りました。たつの市を縦断する揖保川の流れを、4つの地域(新宮・龍野・揖保川・御津)を象徴する風物詩
を加えて表現しています。水を使ったり、年齢や人数に合わせてスライダーを分解して遊んだりできます。いろい
ろな素材を使うことで、遊びの幅が拡がり、流す・転がす・走らせるなど様々な工夫が楽しめました。遊びを通し
て、“ふるさと”に親しんでほしいと思います。

製作者：揖西中こども園・揖西西保育所・御津保育所・苅屋保育所／たつの市
たつの市縦断そうめん＆なんでもスライダー 対象年齢：0～5歳児

様 子
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スナップボタン遊びをしたり、ひも通しをしたりと指先を使いながら遊ぶことができます。カラフルな色のアイス
クリームと花は、色を一致させて遊ぶことができたりドーナツのひも通しでは、数に触れて遊んだりすることがで
きます。家の窓から動物の口が見えるようになっていて「わんわん　どこ？」と探したり、「みーつけた！」「ば
あ！」と言いながら何度もドアを開けたりすることを楽しんでいます。スナップボタンの位置を確認しながらつけ
る姿があり、できた時にはとてもうれしそうに笑っています。

製作者：サルビアこども園／福崎町
スナップあそび「わんわん どーこだ！」 対象年齢：1・2歳児

様 子
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製作者：認定こども園旭こども園／たつの市

製作者：山崎若葉保育園／宍粟市

製作者：すばる保育園／明石市

新幹線に乗りたいな

夜店あそび

ブゥブー

対象年齢：2・3歳児

対象年齢：3～5歳児

対象年齢：0～2歳児

日々の生活から培われた体験や興味関心を取り上げ、一年
を通してごっこ遊びをしています。子ども達が主体的に参
加し、友達や異年齢児との関わりを深めながら、言葉のや
りとりを楽しんだり、遊びを発展させたりしています。今
年は、憧れの新幹線製作に取り組みました。子ども達自ら
が運転手になり、生き生きと走ることが出来るように素材
に工夫をし、身近な廃材を使うことで作る喜びや豊かな創
造力を育みます。家庭的な雰囲気のもと、遊びを通してイ
メージを共有しながら、心豊かでやる気のあるたくましい
子どもに育って欲しいと願います。

夏祭りの夜店は、子どもたちの大好きなドキドキとワク
ワクがいっぱいです。友だちと一緒にお祭りの気分を味
わいながら、繰り返して遊びたくなる楽しさを存分に味
わってほしいという思いで製作しました。実際に、友だ
ちと一緒に相談しながら試行錯誤を繰り返し、何度も
チャレンジしている姿や大きい子が小さい子にやり方を
教えてあげている姿など、みんなで一緒に楽しむ姿を見
ることが出来ました。また、５歳児が先頭に立って役割
やルールを決め、子どもたちが中心となったごっこ遊び
へと広がる様子も見られました。

乳児クラスの子ども達が自分で手足を使って蹴り進んだり、
バランスをとって遊んだりする中で、平衡感覚や運動発達
を促せられるよう車を作りました。最初は、保育者に乗せ
てもらっていた子ども達も、徐々に自分でベルト部分を持
ちながらまたがったり、前後に蹴り進む動きが出来るよう
になってきました。
違う色で2台作ったことで、友達同士の関わりが増え、車
に乗ってお出かけする等のごっこ遊びにも繋がっています。
また、またがる動きに慣れ、おまるに座ることも嫌がらな
くなりました。

様 子

様 子

様 子
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製作者：つばき保育所／上郡町

製作者：利神保育園／佐用町

製作者：佐用保育園／佐用町

かいじゅうのたまご

小石で遊ぼう

絵合わせゲーム・あおむしさんのひも通し

対象年齢：0～2歳児

対象年齢：2～6歳

対象年齢：1～3歳児

大きさの違うかいじゅうのたまごのパズルです。たまごを
形にはめたり、はずしたり、音を鳴らして遊びます。子ど
もたちは、愛くるしいかいじゅうに興味を持ち、嬉しそう
にたまごをはめたり、はずしたりしています。また、振っ
たり押さえたりすると音が出ることや、たまごの大きさが
違うことにも気付き考えながら遊ぶ子や、たまごを振って
音を楽しむ子もいます。繰り返し遊ぶことで、手先、指先
の発達を促したり、子ども同士コミュニケーションをとる
きっかけになります。

川遊びの時に集めてきた小石を使って、並べたり集めたり
する遊びをしました。その小石に町のシンボルのひまわり
と星を両面に描いてみると、親しみをもって、みんなでい
ろいろな遊びができました。また、フェルト布で台紙をつ
くりオセロをしたり、じゃんけんで勝ったら一つずつ手持
ちの石をおいて、町のキャラクターおさよんを完成させる
ふくわらい遊びをしたりして遊べるようにしています。並
べ方や服の模様、顔なども楽しめているようです。子ども
たちの自由な発想で他の遊び方もいろいろと考えて遊んで
います。

「絵合わせゲーム」は子どもたちの好きなものや、佐用の
名物をコマにして作りました。遊んでいる中で「あっ、こ
れあった！」「どこやったっけ…？」とコマを探している
姿は、真剣そのものです。ゲームを通して、順番を守った
り、集中力を高めたり、「佐用」のことを少しでも知って
欲しいと思います。
「あおむしさんのひも通し」は大好きな青虫さんに触れな
がら、並べたり、見立て遊びをしたりして楽しみます。ま
た、ひも通しで遊ぶことで、指先の発達にも繋がると思い
ます。

様 子

様 子

様 子
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製作者：三河保育園／佐用町

製作者：上月保育園／佐用町

製作者：はおとの森こども園／太子町

いきものパズル

わくわく！おもちゃ箱

お店屋さんごっこ

対象年齢：1～5歳児

対象年齢：0～2歳児

対象年齢：3～5歳児

近くに佐用町昆虫館があり豊かな自然に囲まれた環境の
中、生き物に対する興味・感心が旺盛な子どもたちです。
自ら捕まえた生き物の飼育や観察も楽しめており、その
興味が持続できるような玩具を製作しました。1～5歳児
が年齢に応じてフェルトの優しい感触を味わいながら、様々
な形や色を使って思い思いに模様を考え、「次それしたい！
後で代わって！」と刺激を受けて友だち同士の関わる姿
も見られました。子どもたちが興味を持っている物で、
楽しみながら発想力・思考力を膨らませて欲しいと願っ
ています。

興味・感心を持って集中して遊び、手先を使い言葉の発
達を促すようなおもちゃを工夫して作りました。5種類の
遊びを色々な方向から複数人で遊べるように配慮しました。
絵合わせ遊びや引っぱり遊びは、手指の力を使い興味津々
に遊ぶ姿が見られたり、ボールを入れる遊びは、中に入っ
た鈴の音色を楽しんでいました。扉を開ける遊びでは動
物や食べ物を見て「これなあに？」「いないいないばぁ」
と言うなど、友だちとかかわりながら遊ぶことに夢中な
子どもたちです。

身近なお店に興味・関心を持ち、普段見たり聞いたりし
ている事を再現すると共に、友だちと考えを出し合った
り創意工夫する楽しさを味わう事をねらいとします。効
果としては、協調性を持ち他者と協力することが出来る
ようになります。言葉のやり取りにより、言語力や表現
力が身に付くようになります。役割意識を持ち、社会のルー
ルを学ぶ事が出来ます。設定を考える事や見立て、つも
りの行動から豊かな想像力が育まれます。

様 子

様 子

様 子
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製作者：二葉保育園／太子町

製作者：ののはな保育園（代表　志水あゆみ、山下恵里奈、安黒祏佳子、脇川将人）／宍粟市

製作者：坂越 菜摘、北 ヒロミ（認定こども園 石海保育園）／太子町

こんなことできるかな？

にんじん　すきなこ　だあれ

ニモの大型パズル

対象年齢：0～2歳児

対象年齢：3歳児～

対象年齢：2歳児

壁面や床、机など、いろいろなところで遊べるようにし
たので、一人でじっくり取り組んだり、友だちと一緒に
したりする姿が見られます。布の感触や音を楽しんだり、
ボタンはめやひも通し、ファスナーをすることで指先の
発達を促せます。お花を押すと音が鳴り、ニコニコと笑
顔を見せてくれます。言葉がよく出る子は「ボタンでき
たで」「次かわってあげるね」と友だち同士のやりとりも
たくさん見られ、一人でできたという達成感も味わえる
と思います。

フェルトで動物を表現し、口元に向けてにんじんロケッ
トを発射します。片づけも簡単に二つ折りにして収納で
きるバッグにしました。コンパクトで持ち運びにも便利
です。狙う的の大小、点数を変え、打つ時の距離を調節
することで難易度をあげていくことが出来ます。そうす
ることで子どもは飽きることなく挑戦することが出来ま
す。また、遊びの中で成功と失敗を経験しながら、目と
手の協調能力を高め、狙いを定める判断力、筋肉の調整
能力などが養われるかと考えます。

パズルに興味を持ち、コツコツと遊ぶ姿が見られてきま
した。そのパズルを運動会にも取り入れたいと思い、大
型パズルを製作しました。普段は一人で遊ぶパズルです
が、大きくすることで友達と一緒に遊ぶことも出来ます。
子ども達は形や絵を見て、「こっちかな？」「あっちかな？」
と考えながら遊んでいます。分からない所は友達に聞い
たり、また教えてあげたりしながら友達と一緒に遊ぶこ
との楽しさを感じてもらえたらと思います。

様 子

様 子

様 子
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製作者：緒方 真智子(認定こども園 石海保育園)／太子町

製作者：相生市公立三保育所（相生保育所・平芝保育所・矢野川保育所）／相生市

製作者：宍粟市公立保育所部会／宍粟市

海のおさかなたち

相生ふるさとかるた

おさるのきょうだい

対象年齢：1・2歳児

対象年齢：4・5歳児

対象年齢：0～5歳児

子ども達が、海の魚をイメージしながら遊びを楽しめる
ような、パネル遊びや洗濯バサミ遊びを考えました。フ
エルト地のパネルに貼る魚はカラースポンジたわしで作っ
ているので、子ども達が簡単に取り外して遊ぶことが出
来ます。洗濯バサミの魚は、わかめや石にはさんで遊び
ます。
魚を貼ったり、はさんだり、色別に分けたりなど、指先
の発達や色、数への興味、また友達と一緒に遊ぶことで
友達とのかかわりへとつながることを期待しています。

約30年前に相生市公立3保育所、私立保育所の保育士が
合同で作った「相生ふるさとかるた」の復刻版です。古
き良き相生の文化や歴史、新しい相生の魅力に興味を持っ
てもらいたいと思い製作しました。
大型かるたにしたことにより子どもたちは広いスペース
で頭と体を同時に働かせ、ダイナミックに遊んでいます。
かるたを通して子どもたちが、地域の特色や文化に親し
み自分たちのふるさとである相生の町を大好きになるこ
とを願います。

柔らかな肌触りのよい伸縮性のある靴下から生まれまし
た。一つ一つ表情が異なり、子ども達のお気に入りもそ
れぞれ異なります。名前を付け、手やしっぽをつながせ
たり、肩を組ませたりと様々な動きを楽しみながら友達
や保育者と一緒に遊んでいます。

様 子

様 子

様 子
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製作者：二葉にじいろこども園（代表者　高田清美）／太子町

製作者：すみれこども園／たつの市

製作者：東栗栖保育園／たつの市

魚と一緒にあそぼう

たつのすごろく

スイッチオン

対象年齢：0～5歳児

対象年齢：4・5歳児

対象年齢：3歳児未満

園舎の周りには、川や池があり、自然がいっぱいで、子
どもたちが水辺の生き物に興味をもったところからこの
作品の制作を考えました。
にじいろの釣り堀は大きさや形を自由に変えることがで
きます。乳児はフェルトで作った魚をマジックテープや
ボタンで釣り堀の内側に付けるなどし、手先の発達を促
します。幼児は段ボール等に描いたリアルな魚を釣り竿
で釣るなどして遊び、魚の名前や特徴を覚えています。
また異年齢の友だちとかかわって、幅広く、楽しく遊べ
るようにと思って作りました。

子ども達に自分たちが過ごしている町は、どのような所
なのかを知ってもらい好きになってくれたらいいなとい
う思いを込めて「たつのすごろく」を製作しました。各
地区の特産や名所をおりまぜながら、子ども達にわかり
やすい言葉でゲーム感覚で遊べるように工夫しました。
コマはあかとんぼくん・あかねちゃん・はばタン・おと
このこ・おんなのこにしました。出来上がったすごろく
で遊んでいくうちに子ども達同士、楽しい会話が弾みま
した。

赤ちゃんの知的発達が進み、周囲に好奇心を抱くよう
になる事で生じる「探索行動」を満たす玩具です。家
の中をテーマに様々なスイッチを配置しています。指先
を使って“カチッ”となる感触や動きを楽しみながら遊
びます。
子ども達はスイッチのオン・オフだけでなく、各部屋の
様子を目で感じ考え、友達や保育者との会話も楽しん
でいます。ベットの部屋では「おやすみ」と優しく布団
をトントンとし、食事の部屋では「いただきます」「ど
うぞ」とやりとりを楽しんでいます。

様 子

様 子

様 子
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製作者：龍野保育所・新宮こども園・仙正乳児保育園・西栗栖こども園／たつの市

製作者：小宅保育所・揖西東こども園・神岡保育所・誉田保育所／たつの市

製作者：寺前保育所／神河町

ぴこぴこげーむ

姫新線が走る町「たつの」

まつりだ・わっしょい！

対象年齢：1～5歳児

対象年齢：1・2歳児

対象年齢：2・3歳児

「おおきなかぶ」と「ねないこだれだ」のおはなしをも
とにした、もぐらたたき風のゲームです。登場するもぐ
らやおばけ達をぴこぴこハンマーで「ピコッ」とたたく
遊びです。低年齢児は保育者が操作役となり、子どもの
動きや速さに合わせて動かして遊びます。年齢が高くなっ
てくると、子どもも操作役や得点係になり、役割分担し
て友達と遊べるように得点板も作りました。楽しみなが
ら、敏捷性や協調運動を促したり、数への関心や友達と
の関わりが広がるよう期待しています。

やわらかな感触を楽しみながらゆったりと居心地の良い
空間で安心して遊んでほしい、また、自分たちが住む“た
つの”の町や姫新線に興味や関心をもつきっかけづくり
になるようにと思い製作しました。やわらかい素材を使
用しているため、安全に遊ぶことができ、軽くコンパク
トにまとめられるため、持ち運びしやすく、いつでもど
こでも広げるだけですぐに遊ぶことができます。子ども
たちは電車を走らせたり、バスに動物を乗せたり、道に
車を並べたりと、町のイメージを膨らませながら遊んで
います。

地域でお祭りを経験した子どもたちに意見を聞き、秋
を感じることも目的におみこし製作へ繋げ、園外保育
で拾った自然物も使用したり、親しみのある地域のマ
スコットキャラクター「カーミン」をおみこしに乗せ
ることで、あそびへの期待も高まったようです。地域
を練り歩き、保護者や地域の方に見てもらい、褒めて
もらうことで、おみこし製作をした自信にも繋がった
と思います。楽しかった経験を保育の中でも広げるこ
とができ、子どもたちの成長を感じるきっかけにもなり、
うれしく思います。

様 子

様 子

様 子
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製作者：認定こども園どんぐりの家／相生市

製作者：更生保護司女性会の皆さんと、蓼川保育園職員／豊岡市

製作者：神崎保育園／神河町

手作りおままごとセット

みんなで魚つり

乗って！遊んで！色いろSL

対象年齢：3～5歳児

対象年齢：1～5歳児

対象年齢：0～5歳児

キッチンを再現して、木材・牛乳パック・100均グッ
ズなどを使ってDIYしました。エプロンを身に付けご
ちそうを作りテーブルの上に並べ「いただきまーす」と
食事をしたり、ミルクを作って赤ちゃんのお世話をした
りと、お母さんになりきって遊んでいます。木の色合い
やレンガ調からはぬくもりが感じられ、温かい空間の中
でのびのびと遊んでいる姿がとても印象的です。

更生保護司女性会の皆さんのご好意で魚作りに取り組
みました。的確な指導と段取りの良さにより職員との
共同作業で、２時間半の間に100匹の魚が出来上がり
ました。はぎれやタオル地等で安全と感触の良さを重
視した魚です。釣竿の磁石にあうフック（魚の目）探
しに苦戦しました。池は子ども達の想像がふくらむよ
うにと知恵を出しあい素材を検討して作ったものです。
出し入れも簡単で、みんなで楽しめる遊具です。池の
中で泳ぐ魚をみると、釣竿を使って魚を釣ろうと夢中
になって遊んでいます。

異年齢でかかわり合いながら楽しく遊べるおもちゃです。
ごっこ遊びや発達段階に応じた仕掛け遊びを楽しむこと
ができます。「のーせーてー」「いーいーよ」「ぽっぽー、
しゅっぱーつ！」と汽車ごっこをしながら言葉のやりと
りを楽しんだり、大きい子が「見といてよ」と指先を使
い遊んでいる様子を「できた？」と隣で小さい子が待っ
ていたりするなど、微笑ましい姿がありました。異年齢
で面白さを共有しあいながら、自然で、温かいかかわり
合いや心地よさが感じられます。

様 子

様 子

様 子
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製作者：屋形保育所／市川町にこにこパネル 対象年齢：0～2歳児

対象児の心や体を育み、興味を持った子どもが自ら手に取っ
てみたいと思える温かいおもちゃを目指して作成しました。
パネルの布はマジックテープでひっつくものを使用した為、
取りはずしがしやすく喜んでいます。それぞれのおもちゃ
の特徴や遊び方が分かってきて、愛着を持っています。
特に人形のかわいがりは格別です。保育者が思っている
以上に遊びの幅が広がっていることにも驚かされました。
たくさん遊んだ後はパネルに上手に片付ける姿も見られ
ます。個々の成長を認め、ほめてあげたいと思います。

様 子

19



1類　絵本・童話・紙芝居・人形劇

最優秀賞
絵本「たつの市地場産業そうめんたべたいな」／

認定こども園まあや学園（たつの市）
地場産業のそうめんが出来上がっていく工程がわかりやすく、様々な素材を使い実際に触れて体感でき
る工夫がされている。子どもたちに地元の産業のすばらしさを感じてほしいと願う、保育者の知恵と愛情
が感じられる作品である。

優秀賞
人形劇等「太子町をお散歩しよう」／斑鳩保育所（太子町）
いつも散歩している風景をリアルに絵で表現することで、子どもたちをお話しの世界に引き込み、太子町
の魅力を様々な手法を使ってわかりやすく伝える工夫がされている。
郷土愛を育てたいという保育者の思いが感じられる作品である。

人形劇等「ふるさとタペストリー さっちゃんのかみごおりめぐり」
／陽光こども園チームようこう（上郡町）

自然豊かな上郡町の四季が様々な手法で表現されている。また、遊びながら数に興味を持ったり、指先の
機能を促したり、保育者や友だちとのやりとりを楽しむ工夫もされている。ふるさとを愛する気持ちを育
むことが期待できる作品である。

絵本「ドレミのうた」／八幡保育所（相生市）
子どもたちの大好きな歌がしかけ絵本となり、文字や音楽に楽しみながら触れ興味関心がもてる作品で
ある。また、指先を使って遊べる工夫をとり入れたり幅広い年齢で楽しむことができる。丁寧で色鮮やかな
つくりで、ページをめくるごとにわくわくする子どもたちの顔が目に浮かぶ。

【入賞作品の講評】
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2類　 玩具・遊具　
最優秀賞
遊具「楽しみながらの防災遊び」／北浜こども園（高砂市）
防災教育を独創的な視点で、怖がらせずに、普段の遊びから楽しみながらできるよう工夫されている。運
動会などのイベントでも繰り返し使用できるよう丈夫なつくりになっている。日頃より命の大切さに向き合っ
ている保育者の熱意や思いが感じられる作品である。

優秀賞
玩具「ままごとセット」／安養保育園（太子町）
身近な素材を使い、継続的に使うことのできるしっかりとした作りのキッチンセットと、一つひとつの食
材が丁寧に作られている。
大好きなごっこ遊びを替り合って楽しく遊ぶ子どもたちの様子が目に浮かぶ作品である。

玩具「おみせやさんごっこ」／三日月保育園（佐用町）
あたたかい素材で一つひとつ丁寧に作られた作品である。
大好きなごっこ遊びを通して、友達と関わる力やイメージを持って遊ぶ力が育まれ、子どもの創意工夫に
よって遊びがさらに広がりそうである。

玩具「たつの市縦断そうめん&なんでもスライダー」
／揖西中こども園・揖西西保育所・御津保育所・苅屋保育所（たつの市）

子どもが大好きな玩具と特産物に焦点を当て、ダイナミックで楽しい作品に仕上がっている。何度も繰
り返し遊べるよう様々な素材が用意され、狭い場所でも、分割し組み合わせを変えるなどして遊べるよう工
夫されている。

玩具「しかっくと洗濯バサミで遊ぼう」／段ちびっこえん（宍粟市）
身近で素朴な物をうまく活用した玩具である。指先の機能と集中力を育み、発想を膨らませながら遊べる。
一人でも、たくさんの人数でも遊べ、子どもの創意工夫によって遊びが広がりそうである。

玩具「スナップあそび わんわんどーこだ！」／サルビアこども園（福崎町）
楽しみながら指先を使う力が育まれるよう考えられた作品である。保育室の環境としても優しく、やわ
らかい雰囲気を演出してくれる。
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　創意工夫作品は、保育士等が制作した、地域の特色を生かした保育のための創造性

豊かな作品を募集し、その活用を図ることにより、保育の質の向上に資することを目

的に実施しています。

　作品は、1類 絵本・童話・紙芝居・人形劇（ペープサート・パネルシアター）、2

類 手作り玩具・遊具の部門で募集し、厳選な審査において、最優秀賞、優秀賞を決定

し、兵庫県保育大会にて授与式が行われます。

　平成29年度の今年は、1類13点、2類34点の応募作品があり、11月に太子町で開

催された兵庫県保育大会にて、表彰及び展示されました。

　当冊子では、今年度の応募作品を制作者の思いとともにご紹介します。

　1類 絵本・童話・紙芝居・人形劇・・・P1～P5
　
　2類 玩具・遊具　　　　　　　　・・・P6～P19

　入賞作品の講評　　　　　　　　 ・・・P20～P21
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平成
29年度

公益社団法人兵庫県保育協会

創造性豊かな作品を、保育士さんたちが制作しました。


