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フレーベルのマーブルモザイク

このゲームは以下のような力を使います

· 集中力
· 細やかな運動能力
· 色の区別

· 創造性
· 視覚
· 空間理解Made in 

Germany

Fröbel Marble 
Game

1½ +年齢
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フレーベルのマーブルモザイク

このゲームは以下のような
力を使います
·  集中力　
·  注意力
·  色の区別
·  創造力
·  細やかな運動能力
·  協調性

ゲームのアイデア 
ルイゼ・シュターケ

フリードリヒ・フレーベルは150年前に革命的な教育理論を確立しました。彼の
理論の中には基本的な幾何学的形状のことを「恩物」と呼んでいました。球体
は、円柱や立方体と並ぶ、恩物の一つです。木製のカラフルで美しく、なめらかな
曲線ラインの球体は、大人にも子どもにも同様の居心地の良い刺激を与えるの
は、今も昔も変わりません。
球体はとても触り心地もよく、遊んだり触ったりしたくなります。療育的な力も期
待されています。

フレーベルのボールゲームでは、36個の大きな木製ボールを配置します。
ボールの色は、 赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫で、各６個含まれています。
難易度は、プレーヤーによって、アイデア、その場の気分に応じて調整してあげま
しょう。
ボールは、ボード上でランダムに、またはパターンに従って、配列、積み重ねする
ことができます。 フレーベルの美に関する理論が30種類のパターンの中に盛り
込まれており、様々な調和のとれたパターンやマンダラ模様を目にしながら、遊
びを通して対称性の原理を学ぶことができます。

  

プレイヤー： １人～
年齢： 1 歳半以上

含まれるもの      木製のボール（各色6個：赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫）
 パターンカード　30枚
 トング　1個
 説明書　1部

 

プレイ方法
ボールははじめ、片手でボードに好きなように配置します。
 いずれかのパターンカードに従って配置する場合、推奨される順序に従って遊ぶ
と完成しやすくなります。
両手を使ってパターンカードの模様を配置することにより、ゲームの難易度を上
げることもできます。
また、トングを使用する場合も、片手で用います。 トングでボールをつかい、ボー
ドに置きます。

次に、トングを2本のスプーンに分けます。
右手と左手でそれぞれ1本ずつ使います。 2本のスプーンでボールをすくい、ボード
に置きます。
プレイヤー2人の協力ゲームでは、各プレイヤーがスプーンを1本ずつ使います。
各プレーヤーがスプーンを使い、ボールをはさむようにつかみ、ボードに置きます。

以下を促進します。細やかな運動能力、指先、目と手、ならびに両手の協調運動、
視覚・空間理解、平面および立体の想像力、空間構成能力です。
特に把持機能と手の機能を向上または回復するためにこのゲームを療育的に使
用することができます。
各パターンは、「点から線へ、線から面へ、面から立体へ」というフレーベルの考え
を反映しています。

「点から線へ」　10パターン  
少数のボールが線と対称パターンを形成。 

「線から面へ」　10パターン  
ボールで面を覆ってパターンを作成。 
 

「面から立体へ」　10パターン 
ボールで立体形状を作成 

（2層が重なる簡単なパターンが5種類、 
2層以上が重なる難しいパターンが5種類）  
  

前
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Fröbel Marble Game

This game helps to  
develop:
·  Concentration and 

attention
· Color differentiation
·  Creativity
·  Fine motor skills
·  Cooperation

Game idea: 
Luise Starke

In addition to cylinders and dice, spheres are one of the basic geometric 
shapes that Friedrich Fröbel called „gifts“, when he established his  
revolutionary pedagogic theories 150 years ago.
The attractive, clean lines in conjunction with the bright rainbow  
colors and the natural wood have the same effect on adults and  
children as they did all those years ago.
This explains why the balls are so stimulating: they are a sensory,  
practical toy that inspires play and touch. Simple and perfect, they  
are also ideal for therapy and activation.

The Fröbel Marble game is a placing and building game with 36 large,  
colorful wooden balls: 6 in each color of red, orange, yellow, green, blue, 
and purple.
The difficulty level can be adjusted based on the player‘s ability, ideas  
and mood. 
The balls can be arranged on the board randomly or in a pattern, neatly 
arranged or piled up, added to or changed. The 30 patterns capture Fröbel‘s 
theories regarding forms of beauty, in which creating different, harmonious 
patterns and mandalas teaches the principles of symmetry through play.
  

Players:  1+
Age: 1 1/2 and up

Contents:   36 wooden balls (6 of each color: red, orange, yellow,  
green, blue, and purple)

 30 patterns
 1 pair of tongs
 1 set of instructions

 

How to play the game
The balls are placed on the board using one hand, randomly or in a pat-
tern. When placing them according to one of the patterns, it is important 
to stick to the recommended order.
The game can be made more difficult by using both hands to create the 
patterns.
The tongs can be then be used: Firstly, use them with one hand. Then, pick 
up the balls using the tongs and place them on the board.

Next, separate the tongs so that they make two spoons.
One is then used in each hand. Pick up the balls using the two spoons and 
place them on the board.

In a cooperative game with two players, each player has one spoon.
Using the spoon, each player picks the balls up and places them on the 
board.

Encourages: fine motor skills, hand-eye and bilateral hand coordination, 
visual and spatial perception, two- and three-dimensional imagination and 
spatial constructive abilities.
The game can be used in therapy to specifically improve or restore grasping 
and hand functions.

The patterns reflect Fröbel‘s thoughts on „point to line to the surface to the 
body“.

10 patterns „from point to line“:  
A small of number of balls that form  
lines and symmetrical patterns.

10 patterns „from line to surface“:  
Create patterns using balls that  
cover a surface. 

10 patterns „from surface to body“: 
Create three-dimensional shapes using balls  
(5 easier patterns with 2 layers over one  
another; 5 difficult patterns with more  
than 2 layers over one another).
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HABA Sales GmbH & Co. KG 
August-Grosch-Straße 28 - 38 
96476 Bad Rodach · GERMANYce Please keep all the information. 

全ての情報を正しく保管してください。


