Alphabet Cleanup! – 【もじけしゲーム】
By Ellie sensei and Megumi sensei
Language and Independence
Ideal age: 1.5+
言語能力と独立性
対象年齢：1 歳６か月+

Maintaining a variety of creative activities to do at home may be much simpler than you think, if
you can put your supplies to good use. This activity combines academic learning with real-world skills by
encouraging your children to interact with their environment. Providing your children with the
opportunity to have a positive impact of their environment by helping clean up will also help them
develop a sense of autonomy and responsibility for the world around them.
身近なものを使うだけで、ご家庭で行うアクティビティも、みなさんが考えているよりも簡単に、
少し気軽にできるかもしれません。このアクティビティでは、子供たちに身近な社会(生活を取り巻
く環境)との交流(お手伝いというアクティビティー)を促すことにより、学習と実際のスキルを結び
つけることができます。お手伝いを楽しく行うという、日常生活にも将来的にも影響を与える機会
を提供するということは、子どもたちの社会に対する自主性と責任感を養うのにも役立ちます。

Step 1: Assemble Supplies
o
o
o

Dry Erase Markers/Crayola Washable Markers
Windows
Paper towel/cleaning cloth

☆用意しよう☆
o ・KITPAS クレヨン等の水で消せるクレヨンやペン
o ・窓
o ・ペーパータオルや窓拭き用の布巾

Step 2: Make Your Letters
Draw several letters at your child’s approximate eye level. You can draw them in
order or at random.
☆準備しよう☆
お子さまの目線に合わせて、いろんなひらがな、もしくはアルファベットを描
きましょう。書く場所や順番は、並び通りでもランダムでも大丈夫です。

Step 3: Play the Game
Ask your child to wash off one letter at a time, if you have multiple
children at home you can have them take turns rubbing off different letters. Ex.

Please wash off the letter P! Your child will make mistakes; it is important to be compassionate. They
may know their letters one day and forget them the next, however toddlers have so many things going
on in their minds that sometimes they will forget. As always, if an activity stops being fun then it stops
being worth doing!
☆あそぼう☆
はじめに、お子さまにルールを説明しましょう。ルールはいたってシンプルです。文字を読み上げ、
お子さまに見つけた文字を消してもらいましょう。お子さまが二人以上いるご家庭では順番に参加
してもらいましょう。
例）それでは、行くよ。「め」を探して消してください！
もちろん、はじめからうまくいかないことも、お子さまが間違えて違う文字を消してしまうことも
あります。昨日は覚えていたのに、今日は忘れているということもあります。でも、それで良いの
です。子どもたちの頭の中は、毎日新しい情報を覚えたり、思い出したり、上書きしたりとおお忙
し。そうやって少しずつ情報を整理し、記憶と結びつけていくのです。
アクティビティの途中で子どもたちが飽きてしまっても、怒ったり無理に続けるのではなく、やめ
てしまいましょう。思いやりをもって、一緒の時間を過ごすことが大切です。

Step 4: Make it Your Own!
Feel free to do this same activity with numbers, shapes, words etc. – be creative and cater this
activity to your child’s individual skill level. You can also extend this into a basic art activity by allowing
your children to draw pictures on the glass themselves!
☆工夫してあそぼう☆
文字だけではなく、数字・形・言葉などなど、楽しみ方は無限大！お子さまの年齢や能力・意欲に
合わせて、想像力を膨らませて楽しみましょう。
消すことの楽しさや大切さがわかったら、窓ガラスをキャンバスにして一緒に絵を描いて楽しむの
も良いですね。自分でできる！かける！というのは、子どもたちにとってはなによりのご褒美であ
り楽しみとなります。

