


幼稚園への愛日記
fragments of a diary of savoring, to the kindergarten

chris berthelsen | http://a-small-lab.com

Akishima Kindergarten | http://akishima.ac.jp/



マッカーンという人はこう教えてくれた：
ジェンタルネッスというのは無常をなくす意欲に支配さ
れない関係のあり方。

A man called McCann taught me this:

Gentleness is the quality of a relationship that is not dominated by the elimi-

nation of uncertainty (i.e. control or the search for perfection).



季節に応じた工作その１：　花火

Seasonal Crafts #1: Fireworks



測定できない交換。

An exchange that is outside the scope of measurement.



雨、友達、横になること。
大人がいない状態、動物。
「のんびり」の最高な素材。

A rainy day - A friend - Lying down - No adults - Animals - A perfect recipe 

for relaxation.



いちごのストーリータイムは大切なスキンシップタイムでもある。

Storytime is also important skinship time.



協力。
大人が提供できる技能、力、そして「一緒に楽しむこと」。

Cooperation.

The technique, love, strength, and “having fun together” that adults can offer 

are all very important. 



「子供は子供なりに、小さなコミュニケーションの輪をぶつかりあわ
せて、すりあわせて、よりよい方向（非生産的な、でも大切な）を模
索しているのかなぁ・・」というのは確かにそうですが、たまには仲介
がいるとあったかく、安心。

It’s true that for the most part children communicate and problem solve in their 

own precious ways (out of sight of adults), but sometimes it’s warm and safe 

to have the help of an intermediary.



通りすがりのたんぽぽさん。
雨の日のダイナミックな室内遊びが暖かい。

Drive-by shot.

The photo is delicious, and the dynamic nature of indoor play on a rainy day 

is heartwarming.



「静かな時間」は実は
「武器を作る時間＝戦いの準備」。

What looks like quiet time is actually time spent preparing for war.



[上]　雨の日のquiet timeは贅沢な時間。
[左]　大切な友達に邪魔されるのも気持ちいいけど。

[Top] Quiet time on a rainy day is a rare treat.

[Left] Being interrupted by a treasured friend is equally welcome.



複合道具その３：シャベル＋コーン

Compound Tool #3: Shovel + Cone



複合道具その２：シャベルとシャベルのトンネラー

Compound Tool #2: “Tunneller” made of a shovel-in-a-shovel



複合道具その１：シャベルとコーンのロート

Compound tool #1: Sieve of shovel and cone.

媒体

表面

実体

「どんな境界線でも、ある程度の厚さは存在する」

非複合個体

複合個体



子どもたちが教えてくれた甘い園庭のおやつ。
これは植物への愛情の始まり。

Sweet kindergarten snacks. 

This could be the start point for a lifelong love of plants.



私が思う「まじでうるさい」はどんぐりの男たちの大切なスキンシッ
プ。

What I think is “a bloody racket” is probably very important skinship for the 

boys in Donguri Class.



遊びの跡。芝生やコンクリートより、砂利の遊び場の方が子どもた
ちの動きがわかりやすい。　

Compared to grass or concrete, gravel play areas allow us to see more of the 

play-movements of children.



手づくり薬。

Hand made medicine.

「あるもの」で「何か」を「やる」

内的動機 知識 クリエイティビティに関するスキル

跡
（物理的・社会的・心理的）



分け合う、助け合う。

Share, assist.



砂利でなければできない「道づくり」・「カレーづくり」・「競走」の複
合遊び。

This compound play of ‘making roads’, ‘making curry’ and ‘racing’ is hard to 

do without the assistance of gravel.



カップケーキとカレー。　土の美味しさは多彩。

Cupcakes and curry. Dirt is diverse in its deliciousness.



芝生やコンクリートと違って、砂利だと自分の動きが簡単に残さ
れ、皆が見える道になったりする。

As opposed to grass or concrete, dirt easily retains and displays the route of 

your last trip around the playground. 

ジェンタル協力 | Gentle Collaboration



いうまでもなく、シャベル＋カゴ＝トラック

It goes without saying that shovel + plastic crate = truck



お片づけしたくないときはタイヤが最適。
タイヤは本当にすごい。

Tyres are perfect for when you don’t want to clean up, or want to save 

something for later.

Tyres are really great.



子供たちは山を作るのが好きだと知っていたが、山は逆
に「子供を招く」力もあるという事実は今まで認識でき
なかった。

I knew that children like making mountains, but it took me until now to realise 

that mountains also have the power to draw in a group of kids.



とてもかたいだんごづくりの証拠。
かたいコンクリートとさまざまな形をしている砂利の粒の並置が気
持ちいい。　指跡が残っていることがさらにあったかい。

Evidence of a ‘hard dirtball’ making session.

The juxtaposition of hard concrete and loose and diverse grains of gravel is 

magic. The presence of finger impressions is the icing on the cake.



いちょうの葉っぱは「どくのすし」、らしい。

Gingko leaves are poison sushi. Apparently.



コンクリートを一所懸命ふけばとても細かい「さらさら
砂」が取れます。これは「とてもかたいだんご」を作る
のに必要な素材です。

Wiping the concrete pad intensely produces the fine grained sand needed for 

the production of ‘extremely hard dirt balls’.

The interaction of ‘stuff’ in the kindergarten grounds is related to the childrens’ 

creations in complex and often unforseeable ways.

多様な素材



細粒素材の分別はカレー、団子、ケーキ、紅茶（などな
ど）を作るときに大体必要で、運がいいときはお母さん
やお父さんの手も借りられる。

Separation of fine-grained materials is generally necessary when preparing curry, 

dirt balls, cake, and tea... When you luck is good you can also use your 

mother or father’s hand.



即席柵。一部を取れば、遊び道具にもなります。こんな
柔軟性の高い、有効に使えるインフラはうちらが住む都
市にあって欲しい。

Easily dismantled improvised barrier becomes a toy and a tool for helping a 

friend... It would be great to have such flexible and useful infrastructure in our 

cities.



これは不思議と気持ちいい。よくわからないけど。

This is strangely pleasant.

イラスト/Drawing: Xin Cheng (http://xin-cheng.info)



アスレチックの下に座る子供たちは「高い天井」と「土間」の気持
ちの良さがよく分かっている。

Children sitting underneath playgrounds appreciate the pleasure of a high ceiling 

and an earth floor.



幼稚園の外から「鶏実験」の素材を取りに行かされる私は「本当
の研究者になった」気分が湧いてきて、自分に自信を持つように
なる（こともある）。

When you are asked to retrieve materials for ‘chicken experiments’ from out-

side kindergarten grounds it makes a tired adult like myself feel like a real 

researcher, and builds my self-esteem... 

Thanks kids!



鶏の餌をわざわざ外から取ろうとしている行為は「鶏へ
の愛情」と「鶏実験に関しての深い興味を持っているこ
と」を証明する。

Making the effort to obtain potential chicken food from outside the kindergarten 

is evdience of both care for the chickens and a deep interest in the ‘chicken 

experiments’.

イラスト/Drawing: Xin Cheng (http://xin-cheng.info)



素材を集めて、実験を行う。
子供たちの共同研究が羨ましい。

Gathering materials, carrying out experiments. I’m envious of the easily collabo-

rative nature of children’s research. 



通勤電車と違って、こういう狭い場所が気持ちよくて、
同時にわくわくもする。ダンボールは変幻自在。

Unlike the rush-hour train, cramped spaces like this are cozy and exciting at 

once. Cardboard boxes are omnidimensional.



ゴールネットはアスレチック。

Soccer net as jungle gym.



タイヤは乗り物・いす・障害物コースになったりする。自分の手でさ
わって、友達と一緒にやれば使い道がどんどん増えていく。タイヤ
は強力な実験素材だ。

A tyre can be a vehicle, a seat, an obstacle course…. Mucking around by 

yourself and with friends, possibilities multiply. Tyres are definitey a superb 

material for experimentation.

写真/Photo: Xin Cheng



タイヤの上の相撲ごっこか、ティーパーティーか・・・
両方？

This is either sumo-on-a-tyre-swing or a tea party… or both?

大きく言えばゲームは二種類ある。イ
ンフィニット・ゲームとファイナイト
・ゲームだ。インフィニット・ゲーム
（終わりのない遊び）のルールは固い
柵ではなく、柔軟性が高く、交渉可能
な、参加人に応じて動く「地平線」の
ようなものかもしれない。ファイナイ
ト・ゲーム（終わりのあるゲーム。い
わゆるみんなが思うゲーム）との大き
な違いは、勝利者もなければ、理想な
最終状態もない。インフィニット・ゲ
ームはゴールが一つ。それは遊び続け
ること（そしてたまに参加人数を増や
すこと）。ルールを守ることによって
ゲームが終わりそうになってしまうと
きは、ルールをかえなければならない

のだ。

There are two types of game. Infinite and fi-

nite games. The rules of the infinite game are 

malleable and negotiable ‘horizons’ that move 

with the player (as opposed to rigid bounda-

ries which confine the game and player). As 

opposed to finite games, there are no winners 

and no ideal end states. To end is to per-

ish. The only goal of the infinite game is to 

continue the play (and sometimes bring in 

more players) and rules must change if their 

continued adoption threatens to bring the game 

to conclusion.

参照 / James Carse



たんぽぽの飛行機工場

Tanpopo Airplane Factory

イラスト/Drawing: Xin Cheng (http://xin-cheng.info)



虫の餌探しがたねまきに変わってしまうスピードにびっくり・・・　
植物は多様性と対応性の高い遊び道具だ。「たね」は瞬間的な
遊びに「時間の変化」・「これからを考える」という楽しみを加える力
をもっている。

The speed with which searching for bug food turns to gardening astounds me. 

Plants are extremely diverse and responsive playthings. And ‘seeds’ add a 

sense of ‘time’ and ‘expectation’ to the momentary pleasure of children’s play.



成長（左＝いちご、上＝どんぐり）

Growth (Left = 1st year class, Right = 2nd year class). I’m glad that ‘being 

messy’ is a sign of progress from 1st year to 2nd year class.

イラスト/Drawing: Xin Cheng (http://xin-cheng.info)



自慢できるほどでかいだんごは飾っておくべき。

A dirtball big enough to boast about should be displayed prominently.

硬めな表皮
粗粒子ベース

微粒子コーティング



自己満足できるほどうまく出来ているのは隠したほうがいい。

One made well enough to give you great satisfaction, should be hidden.



“A castle, made of cartons, rocks, and old branches is worth a thousand per-

fectly detailed, exactly finished castles, made in a factory.”

(Alexander et al., 1977:368)


