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ところが、遊びはだんだん危機にさらされつつあ
ります。初期の発育段階で極めて重要であるのにも
かかわらず、子どもたちが遊びに使える時間も空
間も減っているのが実態です。急速に進む都市化や
ディスラプティブ・テクノロジーが暮らし方や働
き方を大きく変える中、日々の生活にはプレッ
シャーがのしかかり、スケジュールが過密になっ
てきています。家庭はマルチタスクの場と化し、親
も子も忙しい日 々の暮らしの中で充実した家族の
時間を見つけるのが難しくなっています。学校は試
験を重視する傾向を強め、プレッシャーが強まる
一方、楽しく遊べる体験は減りつつあります。地域
の遊び場の減少と、安全に関する親たちの懸念が
相まって、外遊びの機会も少なくなっています。こ
のように遊びから遠ざけられることは、ずっとあ
とにまで影響します。毎日の遊びに費やす時間が少
なくなるということは、将来、厳しい激動の経済
状況下で生き抜いていくのに必要な幅広いスキル
を磨く機会が少なくなることを意味するからです。

「遊びの価値」は、こうした遊びの危機に対する
緊急対応として作成されたレポートです。政策立案
者、教育関係者、世界開発目標の策定者に向け、
現在の遊びの不足はどの程度の規模で広がってい
るのか、遊びの機会が失われることが子どもたち
の生活に与える影響、そして遊びが減り続けてい
ることの背景にある原因を探ります。特に、遊びの
不足や欠如が不均衡を拡大し、迫りくるスキル欠
如の危機の原因になっている状況を追究します。 

2018年、「子どもの理想的な発育に役立つ幅広い
スキルを磨く、遊びをベースにした機会を促進す
る」という共通理念のもと、IKEA、The LEGO
Foundation、National Geographic、Unileverは共同
でThe Real Play Coalition（RPC）を立ち上げまし
た。

遊びは子どもの発育の「ロケット燃料」で
す。遊びは、子どもが生まれつき持っている
好奇心や、探求したい、発見したいという衝
動によって促されます。子どもは遊びによっ
て身体の使い方を覚え、想像力を刺激されま
す。遊びには認知的知性、感情的知性、社会
的知性の発達といった効果もあり、これらが
どんな大人になるかを形づくることになりま
す。ひとりでも集団でも、屋外でもデジタル
世界でも、子どもは幼少期の遊びを通じてま
たとない成長の機会を最大限に活かすことが
でき、それは大人になっても続くのです。  た
とえば、想像上の友だちとのお茶会を開くこ
とは、自分の力で考える練習になります。屋
外で架空のお城を作ることは、空間的可視化
の能力を鍛えることにつながりますが、これ
は数学の重要な基礎になります。 

はじめに

The  
Real Play 
Coalition 

これ以前から各社は個別に調査を依頼し、遊びが子ど
も、家庭、コミュニティー、社会に与える影響を100か
国以上の国々で評価していました。そうした調査から、
遊びの少ない生活によって生じる問題が明確になってき
ました。  調査結果の中には不安を感じさせるものもあ
りますが、テーマは一貫しています。それは、「子どもた
ちもその家族も、生活の中にもっと遊びを求めている」
ということです。 

このシンプルで、根拠に基づいた視点から、RPCの 
ミッションが導き出されます。すなわち、「私たちは遊
びの価値に対する認識の変化を求め、意思決定者を動
かし、行動の変化を触発し、子どもたちの遊びの不足を
解消したい」と考えます。RPCの各メンバーは、世界中
に広がるネットワークを持ち、多くの人びとの日常生活
に浸透している存在として、この問題に取り組む責任が
あります。そして、人びとが幸せやつながり、逃避、学
習、自己表現、発見といったものを人生をとおして手
に入れるための手段として、遊びを取り戻したいと考え
ます。

このミッションは緊急を要します。将来生き残り、成功
し、困難を乗り切るには、子どもたちは今、もっと遊ぶ
必要があります。今後必要となるスキルを獲得できるの
か、どのような人間に育つのか、協力し合ってどのよう
な世界を築くことができるかは、それにかかっているの
です。 

さあ、遊びましょう。 

ジェスパー・ブローディン（CEO、Ingka Group*）
キース・クルイトフ（プレジデント、Home Care、 
Unilever）
ジョン・グッドウィン（CEO、The LEGO Foundation）
ゲーリー・ネル（会長、National Geographic Partners）

*Ingka GroupはIKEAフランチャイズ系列内で最大のリテーラーです。
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遊びの価値に関するレポート

遊び― 
声なき非常事態
「遊びは理想的な子どもの発育、将来の幸せや成果を実
現するためのエンジンである」という認識は普及しつつ
あります。現代の子どもたちは過去の世代に比べ、あら
ゆる種類の遊びにおいてそのための時間が少なく、その
結果、非常に大切な発育の機会が失われています。神経
科学者、社会心理学者、ビジネスリーダーは異口同音
に、将来の経済状況下で生き残り、成功するために必須
の特性として、創造力や柔軟性、回復力、高度な社会情
緒的スキル、向社会的スキルを強調します。ほとんどの
親たちも、子どもの幸福や自己表現、将来成功するため
の能力を決定づけるスキルの獲得に、遊びが極めて重要
な役割を担っていることを認識しています。 

95%  遊びがスキル育成を促進していることに同意 
する親の割合（National Geographic調べ）

96%  遊びには子どもの発育において教育的な側面も
あると考える親の割合（IKEA調べ）

98%  遊びが子どもの潜在能力を最大限に引き出す役割
を果たすと回答した親の割合（Dirt is Good調べ） 

こうした事実があるにもかかわらず、子どもたちの生活
における遊びは依然として過小評価され、優先順位が低
いままです。現代は、遊びが「沈黙の非常事態」の真っ
ただ中にある時代なのです。
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侵食される
遊び

世界経済フォーラムが「第四次産業革命」と呼
ぶ時代に移行しつつある現在、大きな変革や混
乱、社会や環境の課題が世界的に広がってお
り、その規模は18世紀の機械化時代の幕開け以
来、経験したことのないものです。従来の役割
や仕事は人工知能に取って代わられようとして
います。高度に自動化され、変貌した世界でど
のような仕事が手に入るのか、不安が広がって
います。そして、自動化されたAI主導の経済で
欠かせないものになる創造的な人間のスキルと
はどのようなものなのでしょうか。 

技術革新の進行の影響が私たちの働き方や暮らし
方に及ぶ中、子どもたちは、ますます革新的な方
法でデジタル世界と現実世界を融合する新しい遊
び方を見つけています。現代の遊びは、ストーリー
とキャラクターがさまざまな遊び空間を自在に行き
来する、多次元・多層体験になりました。オンラ
インの仮想的な拡張現実の世界と現実の世界を行
きつ戻りつする中で、遊びは、学習と楽しみの体
験や機会が連結し、シームレスにつながった場に
なったのです。

ところが、子どもたちの遊びが間違いなく以前よ
り洗練された多層体験になった一方で、遊びに費
やす時間は過去の世代よりも少なくなりました。
家庭、地域、学校、仮想空間など遊び場所を問わ
ず、子どもたちが遊ぶ時間は親の時代よりも減って
いるのです。 

推論と意思決定

コーディネート、
開発、管理、助言

コミュニケーション、
やり取り

運営

肉体労働、
手作業

仕事に関連する
情報の特定と評価

複雑な作業や
技術的作業

仕事に関連する
情報の探索と受信

情報・データ処理

人間
2018 2022

機械 機械人間

19% 28%

19% 29%

23% 31%

28% 44%

31% 44%

29% 46%

34% 46%

36% 55%

47% 65%

  英国では、外遊びの時間が1世代前より
50%減少 

  米国では、1981年から1997年の間に子
どもの遊ぶ時間が25%減少。  2018年に
は、6～11歳の子どもを持つ親が1日の間
に子どもと遊ぶ時間は5分未満と回答

  勉強のプレッシャーが高まっていること
から、就学前プログラムは20年前に比べ
てより教科書中心に

情報元：『The Future of Jobs Report 2018（2018年版未来の仕事レポート）』世界経済フォーラム、2018年

図1：人間と機械の労働時間の割合（2018年と2022年の推定値の比較）
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危機が迫っていることを示す指
標で最も心配なものは、非常に
多くの子どもたちが日々の生活
で遊ぶ時間がほとんど、または 
まったくないという事実でしょう。 

10%  1週間に遊ぶ時間が2時間
未満と回答した子ども
の割合 

 8%   日々の生活で遊ぶ時間
がまったくないと回答
した子どもの割合 

活発な外遊びは特に、子どもた
ちの生活に取り込むのが難しい
状況となっています。 

 56%  1日の外遊びの時間が
1時間未満の子どもの
割合 

 20%  自由に遊べる時間が 
1週間に1時間未満の
子どもの割合 

10人に1人  外遊びをまった
くしない子ども
の割合

親たちも時間を見つけるのがます
ます難しくなっています。多くの人
が、「日々の生活と仕事で忙しく、
テクノロジーや不安、ストレスに
よって常に気をそらされるため、家
族で遊べる充実した時間が減ってき
ている」と回答しています。仕事の
ことを考えたり、家庭に関するさま
ざまな心配事で気をそらされたりす
ると、楽しく遊ぼうという気持ちに
はなかなかなれないものです。多く
の子どもたちも、親にとって遊びは
優先事項ではないと感じています。

 81%  親にもっと一緒に遊んでほ
しいと「強く望む」子ども
の割合 

 49%  子どもと一緒に遊ぶ時間が
十分にないと回答した親の
割合

30%  1週間で一緒に遊ぶ時間が 
5時間未満の家族の割合 

遊びの時間に何が
起きているのか？

子どもたちが遊び方を選ぶ方法が変
化していることは、遊びの傾向が変
わってきている兆候と見ることがで
きるだけでなく、生活において遊ぶ
ための時間と空間が根本的に制限さ
れてきたことへの反応と考えること
もできます。 Real Play Coalitionの 
パートナーが実施した調査による
と、子どもたちもその家族も、生活
の中にもっと遊びを求めているにも
かかわらず、その時間をつくるのが
だんだん難しくなってきていること
が明らかになりました。大抵の場
合、子どもたちは忙しすぎて、予定
されていない遊びができる余地はあ
りません。 

 92%  日々の生活でもっと遊びた
いと回答した子どもの割合

 93%  遊ぶと楽しく感じると回答
した子どもの割合 

5人に1人  「忙しすぎて」遊ぶ暇
がないと回答した子ど
もの割合 

親たちも子どもたちも、非常に重
要なソフトスキルや知性の育成
に遊びが役立つこと、また遊びに
は、教室の中であっても外であっ
ても、学習の効果を上げ、より楽
しくする効果があることを理解し
ています。 

83%  遊びのようだとより学習
しやすいと回答した子ど
もの割合 

 95%  遊びには、共感力など重
要な向社会的スキルの習
得によい影響があると考
えている親の割合 

82%  子どもの頃にたくさん遊
ばせた方がその後の高等
教育や仕事において成功
しやすいと考えている親
の割合
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遊びの時間と
それを取り 
巻く社会
家庭や学校、地域での遊び方はすべて、それを取り
巻く私たちの暮らし方の構造的な変化に影響を受
けます。RPCの各メンバーが独自に実施した調査か
ら、子どもの生活に遊び時間が不足している問題
の解決で取り組むべき課題がいくつか浮かび上がっ
てきました。

過密スケジュールの生活 

遊び場所の確保

安全に関する親たちの懸念 

親たちの気をそらせるさまざまな要素 

遊びの要素が少ない学校教育 
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アルバニアの首都ティラナの市長、Erion
Veliaj氏が前任者から引き継いだのは、車や
バス、トラックがひしめく、荒廃してみすぼ
らしくなった都市景観でした。ティラナ市の
空地は荒れ果てて雑草が生い茂り、公園や
市民のスペースは、子どもや家族にとって
行く気になれないし入ることもできない
「立ち入り禁止」ゾーンになっていました。
再開発の公的資金はまったくないにもかかわ
らず、Veliaj市長は市内の空地や幼稚園、遊
び場、街路の見直しに取りかかったのです。
地元の商店や学校関係者、建築業者、スポ
ンサーなどに協力を呼びかけ、「安全でアク
セスしやすく、子どもたちの遊ぶ声が聞こえ
る居心地のよい街」という彼のビジョンが
具現化し始めました。

その結果、公立幼稚園は現代化され、市の
公園も活気を取り戻しました。都市計画法
が成立し、混雑した町の街路も毎週末には
歩行者天国として開放されるようになりま
した。毎週日曜日にはティラナ市のダウンタ
ウンに仮設の大きな「遊びの森」がつくら
れ、子どもたちが車にひかれる心配をしな
いで自転車に乗ったり並木道を歩いたりでき
るようになりました。これをきっかけに緑の
革命が始まり、街の雰囲気を大きく変えつつ
あります。「子どもを最優先にすることで、
ティラナ市始まって以来のすばらしい革命を
起こしたのです」とVeliaj市長は語ります。
「子どもたちは遊び場を見つけただけでな
く、持続可能性や社会的な変化を促す革命
をけん引しているのです」。

変革を引き起こした市長

家庭に広がる 
過密スケジュールの傾向
家庭や学校その他で遊べる時間は少なくなりつつありま
す。きめ細やかな保育や授業以外の課外活動が求められて
きた結果、子どもたちの生活はびっしり予定が組まれ、
時間に追われる、タスク中心型のものになってきました。
世界中のたくさんの子どもたちにとって、遊び時間は自分
が選んで主導する体験というよりも、緻密に計画された
一連のアクティビティーのようになっています。 

47％   子どもの時間のうち、計画されたアクティビ 
ティーが占める割合

27％  子どもの自由時間のうち、計画されていない 
遊びに費やされている割合

消えゆく 
コミュニティー空間
最新の『UNICEF Urban Population Report（ユニセフ都市
人口レポート）』では、2050年までに世界90億人の人
口の70%以上が都市に居住するようになると予測されて
います。先進国、開発途上国の両方で急速に進む都市化
により、アクセスできる「グリーンスペース」は貴重な
存在になっています。急速に流入する新しい人口を受け
入れるために都市が拡張する際、都市開発プログラムの
最初の犠牲となるのが、こうしたコミュニティー空間や
家族が過ごしやすい公園、遊び場です。遊びの空間は都
市計画立案者や議会によって着実に侵食されています。
こうした人びとにとって、遊びの問題は住居や道路、通
信インフラの提供にくらべると、緊急度が低い、あるい
は目に見えにくい社会問題なのです。短期的で目に見え
る見返りを優先し、長期的に社会の便益となる施策を犠
牲にするやり方は、フォルスエコノミー（長期的に大き
な出費となる誤った節約方法）です。
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コミュニティー内における
安全への懸念

子どもが家の外やコミュニティーで遊ぶことの安全
面を不安視する声が問題をさらに難しくしていま
す。「知らない人は危険」という意識の高まりや環
境汚染、道路交通、薬物や反社会的な行動への接
触、いじめ、物理的環境自体に潜む危険への懸念
などが重なり、子どもたちが外で遊べる機会の数に
影響しているのです。

20%  外遊びをするとけがをするのが心配だと
考える子どもの割合 

22%  7～12歳の子どものうち、一人で外遊びす
ることが許されていない子どもの割合 

40%  子どもが交通事故に遭う可能性を不安に
思う親の割合 

51%  子どもに外遊びさせたいが安全面が不安
で許可できないと回答した親の割合 

遊びは屋内のアクティビティーになりつつありま
す。親たちは、天気がこの先どうなるか分からな
い、「移動先での遊び」に付き添う自由な時間が
ないなどの理由で、子どもに家で遊んでもらいたい
と考えるからです。外遊びをするとなると、都市部
であっても、自宅からちょっとした距離を移動しな
くてはならないことが多いため、多くの家庭では、
細かい予定や過密スケジュールが組まれた中からか
なりの時間を捻出しなくてはなりません。 

40%  アクセスや利用が可能な遊び空間がないた
めに子どもの外遊びの時間が制限されてい
ると回答した親の割合 

48%  子どもに付き添う時間がないことが、子
どもの外遊びの時間に影響していると回答
した親の割合

遊びの要素が少ない学校教育
学校では、よかれと思ってテストや学力向上に力を
入れている結果、子どもたちにプレッシャーや不安
を与え、遊びを通じて学ぶ時間を奪うことになって
います。多くの親たちは子どもに社会的地位の高い
「安定した」職に就いてもらいたいと願い、できる
だけ高度な教育を受けさせようとします。そうした
意向が、結果的に生徒を中心に置いた学習ではな
く、「テストで測れる」学習方法を優先する教育
方針を支持することにつながる面もあります。遊び
には子どもの学習成果を大きく向上させる可能性
があると考える教師や教育関係者は増えつつありま
すが、教育課程で遊びの優先順位を上げることは
依然として進まないようです。  

92%  遊びながら学べると学習しやすいと回答
した子どもの割合 

76%  教育方法として、遊びながら学べる学習方
法を、従来型の教育方法、読書、オンラ
イン学習よりも上の第1位に評価した親の
割合

変革を引き起こした母親
混み合う都市で安全に遊べる広い空間を見つけ
るのは、だんだん難しくなっています。交通量
の増加、利用しやすい公園の不足、安全に対す
る親たちの懸念の高まりなどが、多くの子ども
たちを外での遊びから遠ざけています。

ブリストルで実施されている「Playing Out」
は、近所で自分の子どもたちをもっと安全に遊
ばせたいと考えた1人の母親の運動をきっかけ
に始まった、道路から自動車を閉め出す施策で
す。市全域の道路を取り戻すことに成功し、週
末と夏の夜には子どもたちの遊び場として開放
されるようになりました。一部の自動車利用者
や地元住民の中には、市議会を通過したこの施
策が納税者に不便と不利益を強いていると声高
に主張する人もいましたが、ブリストル大学の
調査は、この施策がコミュニティーに大きな社
会的便益をもたらすだけでなく、子どもたちの
健康と幸福に直接的なメリットがあると結論づ
けました。

またこの調査では、こうした車の往来がない安
全な屋外の遊び場が家の近くにできたことで、
親たちにとっても子どもたちだけで外遊びさせ
やすくなったことがわかりました。ブリストル
大学の調査ではさらに踏み込んで、この施策を
市内の社会的に恵まれていない地域の街路や土
地、さらには英国内のほかの市にも展開するこ
とを推奨し、どの地域でも平等に子どもや家族
に便益をもたらすべきだとしています。
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遊びの理解向上
を目指して
Real Play Coalitionは、遊びについて、子どもが楽しむ感情
と行動、体験のセットとして捉えると最も理解しやすい
と考えています。遊びは、認知力、社会適応力、感情、身
体、創造力の発達を促します。私たちの調査によると、深
い学習と高度なスキル習得は、以下の特徴を備えた遊び
によって促進されます。

  楽しい―遊びで大切なことは、積極性、喜び、好奇
心です

  日々の学びの積み重ね―子どもが遊びを通して自分
なりの考え、知識、経験を積み重ねていくことが成
長と学びを促します

  積極的な関与―積極的に、マインズオン型（精神活
動を伴う）で考えることは、想像力を刺激し、問題
解決力や認知の発達の促進、創造力の向上につなが
ります

  繰り返しのプロセス―因果関係と実験的な学習プロ
セスにもとづいて、リスクを伴わない形で積極的な
実験を促す遊びは、子どもの生活のあらゆる局面で
学びを助長します

  子ども同士の交流―子どもは遊びの中でほかの子と
交流することで、共同の作業、自分の考えや感情の
伝達、他者が考えていることの理解を習得し、生涯
の糧となるスキルを育みます

7歳のNavya Singhさんが近くの遊び場
に行くと、そこではブルドーザーが稼働
し、ゲートには南京錠がかかっていまし
た。それを見たとき、彼女はすぐに行動
を起こさなければ、と思いました。ここ
はかくれんぼで走り回って遊ぶためだけ
の場所ではありません。デリー西部の人
口密集地区、ロイーニに住む彼女にとっ
て、木々が立ち並ぶ公園に毎日通うこと
は、騒々しくて落ち着かない街の雑踏か
らの避難場所、生命線といってもいいも
のでした。

世界中で都市部への人口流入が記録的な
レベルで進行し、地価が高騰する中、グ

リーンスペースや遊び場、市民のスペー
スは、膨張する都市の住宅需要に応えよ
うとするデベロッパーの格好の標的にな
ります。Navyaさんは公園を守るため、
インドのナレンドラ・モディ首相宛てに
2ページにわたる公開質問状を書き、パ
パに少し手伝ってもらって、公園を守る
ための嘆願書を地元の裁判所に提出し
ました。彼女の心からの訴えを読んだ
デリーの高等裁判所判事たちは、公園を
即座に再開するよう命令し、デリー内の
14,000におよぶほかの公園や屋外スペー
スについても全面的な見直しを勧告した
のでした。

変革を引き起こした子ども
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子ども時代にしっかり遊ぶことは、創造力、問題
解決力、社会的知性、感情的知性の発達に重要な
意味を持ち、これらは初等・中等教育、さらに義
務教育以降へ順調に進んでいくために欠かせませ
ん。自己表現、共同作業、リスクをいとわない姿
勢、回復力、創意工夫、探索心は、将来必ず必要
になるスキルです。

遊びは脳の発育のロケット燃料です。米国小児科学
会（American Academy of Pediatrics）によると、遊
びは分子（後成的）レベル、細胞（ニューロン結
合）レベル、および行動レベル（社会情緒的、実
行機能スキル）の変化につながり、学習や適応力、
問題解決力を助長し、社会的スキルと積極的な行
動を促進します。

遊びは人間だけの行為ではありません。トカゲやミ
ツバチからサルにいたるまで、動物界の多くの種に
見られます。社会的な遊びは、大型の新皮質（人間
の脳では、空間認識や意識下の思考、言語などを
司っている部分）を持つ動物のほうが一般的です。
動物の間では、逃げる遊びが定着しています。激
しい遊びから得られるスキルが、そのまま補食者か
ら逃げるスキルになるのです。人間にとって、この
「逃げる」という概念は遊びを通じてリラックス
し、回復する能力に結び付いています。この場合、
逃げることは「現実の影響」から一時的に身を守
る行為です。  大人も子どもも、遊びを通じて一緒

遊びはスキル習得の
「ロケット燃料」

に楽しんだり、意思疎通したり、つながりを感
じる時間を持つことで、ストレスの度合いやス
トレスになりそうな感情をコントロールするこ
とができます。保育園に入ることを不安がって
いる幼児を無作為に選び、15分間おもちゃで遊
んだり友だちと遊ばせたりしたグループと、先
生が読み聞かせをしたグループを比較したとこ
ろ、遊ばせたグループでは不安が低下した度合
いが2倍にもなりました。

家庭内の生活も含めて、何ができるか、何がで
きないかという人生における複雑なルールを理
解するのに役立つという意味で、遊びは将来に
向けた準備にもなります。「学ぶことを学ぶ」
のも含めて、遊びと学びは子どもがスキルを獲
得するにつれて結び付き、その後の広い意味で
の学習やスキル習得を容易にします。ちょうど
赤ちゃんが最初に覚えた数語を使ってすぐに初
期段階の文を組み立て、後には複雑な言語スキ
ルを獲得していくのと同じように、遊びを通じ
て学んだ初期段階のスキルはその先のより複雑
なスキル育成の基礎になります。

好奇心の強い子どもにとって、遊びは学習に役
立つ手段であることがわかっています。大人が
誘導する遊びと子どもだけの自由な遊びのバラ
ンスをうまく保つことが、子どもの総合的な発
育には重要です。 

LEGO

IKEA

休息の
ための
遊び 

人とつな
がるため
の遊び

逃避の
ための
遊び 

探検の
ための
遊び 

表現の
ための
遊び 

遊びは人
を幸せに

する 

遊びは
家族を
つくる

遊びは人
をリラッ
クスさせ

る

遊びは将
来の備え
になる 

遊びは
学びを
促す
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情報元：IKEA『プレイレポート2015：さあ、一緒に遊びましょう！』
IKEA、2015

情報元：LEGO Group『Play Well Report 2018』LEGO Group、2018



オーストラリアの調査によると、学
校で遊びをベースとした教育課程で
学んだ若年層の子どもには言語と文法
スキルの向上が見られました。

英国政府の委託調査では、遊びをベース
にした学習 は幼少期の学力と情緒の発達 
を促すことがわかりました。

幼稚園を対象に実施したドイツの調査による
と、遊びを通じて学習した子どもは読書、算
数、社会的スキルが高い ことが認められま
した。創造力が高いこともわかっています。

37か国を対象に実施した幼児学習開発の基
準に関する調査によると、遊びながら学ぶ
という考え方を積極的に取り入れている国

はわずか1/3でした。

学校でも遊びを導入！

ジャマイカの成人を対象にした調査では、幼
児期に「遊び教育」を受けた人の収入は、受
けなかった人の 25%以上にのぼる ことがわか
りました。

英国イーストロンドン在住の302世帯を対象に
オックスフォード大学が実施した調査による
と、育児アプリを使って親と一緒に遊んだ子ど
もは 集中力と決断力が向上し、自分で判断で
きるようになっていました。

南アフリカの研究者によると、家で遊ぶ子
どもは、3割以上がより高度な「実行機能」 
(時間の管理、整理整頓、集中力、マルチタスクのスキル)
を習得しています。

遊びはまず家から！

英国ブリストル市議会は、市内の生活道路を
閉鎖して歩行者天国にし、一時的な遊び場とし
て開放することを許可しました。親たちの回
答によれば、外で遊ぶ子どもの88%に社会的ス
キルの向上 が見られました。

米国ウェストフィラデルフィア地区ベルモント
では 舗装や壁面、バス停留所に パズルやゲーム
が描かれており、子どもと大人が一緒に コミュ
ニケーションやコラボレーションを楽しみなが
ら、空間認識力を高めることができます。

インドのデリー高等裁判所は、
公園での遊びを通じて子どもたち
が重要なスキルを学ぶことができ
ると認めました。

英国で貧困地域に住む子どもは、裕福な地域に住む
子どもに比べ、グリーンスペースや遊び場に1/9しかアク

セスできません。

コミュニティーは重要！

遊びは家庭やコミュニティー、学校でスキルを習得する
ためのロケット燃料です。詳しくは以下をご覧ください。

www.realplaycoalition.com

ある調査によると、一部の国の恵まれない境遇の子ども
たちは、社会経済的に恵まれた家庭の子どもたちにくら
べて、日常的に積み木で遊ぶ割合が20%以上低くなって

います。

遊びが持つ 
パワー

RPC-InfoGraphic_REPORT FINAL.indd   1 16/11/2018   10:17
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変革を引き起こした政策
南アフリカの基礎教育省幼児教育開発局長を務め
るMarie Louise Samuels氏は、「遊びと言語の発
達は緊密な関係にあり、その後の正規の学習過程
に必要な概念形成につながる語彙と表現の獲得
を促す」と書いています。遊びが学びを促進する
ことを示すこの証拠に説得力があるにもかかわら
ず、授業で遊びの要素を増やすことは驚くほど困
難です。

2017年、基礎教育省とCotlandsはUNICEFとThe
LEGO Foundationの支援を受け、子どもたちが
楽しさとやりがいを感じながら学べるような指
導方法が盛り込まれた保育園や小学校の先生向け
のオンラインコースを開発しました。「Powerful
Learning Around You（P.L.A.Y.）」と名付けられた
このコースは、南アフリカの全小学校において教
師の職能訓練プログラムに取り入れられていく予
定です。導入後2年間で、42,000名におよぶ幼稚園
と保育園の先生、100,000名を超す同国の小学校教
師が受講し、現場での教育が大きく変わりつつあ
ります。教師は学習成果の向上と、教室の雰囲気
が明るくなり、活気づくなど目に見える効果を実
感し、子どもたちも学校でのストレスが減って全
体的に楽しい場所になったと答えています。

「世界は変わりつつあり、21世紀には仕事と生活
の性質の変化に適応することを学ばなくてはなら
ない」という意識が高まっています。私たちの暮
らしのあり方をこれまでと変えつつある技術の
進歩は、家庭、企業、政府、さらに社会に対して
も、組織を揺るがすような課題を突きつけていま
す。政策決定者やビジネスリーダーは、近い将来
に予想される激動の経済を乗り越えるのに必要な
心理的、認知的、創造的な特性を備えた人材を求
めています。

 OECDは、ソフトスキルと知性（創造力、革
新的な発想、回復力、問題解決力）が世界中
の労働市場で必須の特性になっていることを
報告

  世界各国の教育所管省庁が発表したミッ 
ションステートメントの40%が「21世紀の
スキルセット」について言及

労働市場の不確実性、リスク、構造変化が親たち
の不安をかき立て、子どもには「将来を保証さ
れた」職に就いてもらいたいという思いをあおり
ます。

子どもの生活から遊びの時間が奪われ、親と子ど
も双方に時間のプレッシャーが高まる現状の影響
は、恵まれない人びとには一層重くのしかかりま
す。遊びが少ない、またはまったくないような生

活は、社会および社会経済のあらゆる層に見られ
ます。しかし、「遊び格差」というものも存在し
ます。つまり、各国間および国内においても、ジ
ェンダー（性別）や社会経済的要素によって遊
びの体験に格差があるのです。Real Play Coalition
は、すべての子どもたちにとって遊びが現実のも
のとなることを願い、遊び格差についてより深
く探究していきます。40か国を分析対象とした
『2019 Play Gap（2019年遊び格差）』レポート
の予備調査結果から、一部の国の恵まれない境遇
の子どもたちは社会経済的に恵まれた家庭の子
どもたちにくらべて、日常的に積み木で遊ぶ割合
が20%以上低いことがわかりました。積み木遊
びは言語や運動能力、初等算数スキルに関係して
いることが実証されています。幅広い種類の遊び
は、幅広いスキルの習得に役立ちます。だからこ
そ、「遊び格差」の解消が将来的なスキル格差
解消への重要な第一歩につながると期待できるの
です。社会で最も恵まれない境遇にいる子どもや
親は、遊びの推進プログラムによって得るものも
最も大きいはずなのに、実際には遊びへのアクセ
スが最も制限されている層であることがわかって
います。

「遊び格差」を分析すれば、遊びの少ない体験の
実態やそれがスキル欠如の問題にどのように結び
付いているかを深く理解できるはずです。

遊び格差を理解する
必要性
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アフマダーバードでKiran Bir Sethi氏が2001年
に立ち上げたリバーサイドスクールは、子ど
もたちが創造的かつ実践的な方法で世界を変
える力を身に着けられるような教育を行って
います。学習の一環として、生徒は差し迫っ
た社会問題に対する新しい解決方法を探し
ます。「感じる、想像する、実行する、共有
する」という4段階のマントラにもとづいた
「私はできる」精神を持って遊ぶように子ど
もを仕向けることで、想像力や問題解決力が
育ちます。また、子どもたちが協力して課題
に取り組むことで、回復力や社会的信頼の構

築が促されます。重要な社会問題、年齢によ
る差別や孤独の問題からプラスチック汚染の
ような環境問題までさまざまな問題に対し、
遊びや問いかけ、ソリューション設計を通じ
て取り組む学習方法は、教育関係者たちを一
つに結び付け、「Design for Change（変化
を促すデザイン）」は世界的な現象に発展し
ました。「学校と実生活の垣根を取り払う
と、子どもたちは世界を変え、自分自身を変
える力を獲得します」とBir Sethi氏は語りま
す。「『私はできる』精神を生み出したこと
は、学校の勉強から自分の住むコミュニティ

変革を引き起こした教師

『2019 Play Gap（2019年遊び格差）』レポートでは、子ども
たちの生活において遊びが「沈黙の非常事態」に陥って
いることを中心テーマに取り上げます。この問題への理
解を深め、鍵となるステークホルダー、パートナー、親
たち、政策決定者、子どもたちが今後協力して解決に向
かえるよう戦略的な提言を示す予定です。

ステークホルダーの皆さんがどこに注力すべきかを考え
る参考になるように、私たちの現在の取り組みを動かす
4つの重要な原動力を紹介します。

  まず大至急やるべきことは、「遊びにおける沈黙の
非常事態」から「沈黙の」という言葉が取れるよう
にすることです。遊びに関する問題を世界中で話し
合われるテーマとし、意識を喚起し、遊びがもたら
す利点を社会のあらゆる領域で推し進めることで、
遊びの革新的な利点がすべての子どもに共通の生得
権の一部と見なされるようにします。 

  遊びが子どもの発育と人生の機会に及ぼす影
響を測る、根拠に基づいた「遊び指標」を開
発することが非常に大切です。そのためには
まず、現在の「遊び格差」の規模と程度、さ
らに「遊び格差」がスキル習得や、一人ひと
りの子どもの成果、および社会全体に与える
影響を示すベースラインが必要です。現状では
根拠に基づいたデータが限られている領域 
（ジェンダー、社会経済的背景など）で詳細
な調査を委託することは、RPCや政府、パート
ナー各社、ステークホルダーにとり、遊びの
少なさにまつわる収奪や社会的不公正の問題
を実効性のある方法で探索するのに役立つは
ずです。より明確なベンチマークを設定する
ことも、遊びの少なさから生じる問題の解決
に向けたRPC独自の取り組みの効果を測定する
のに有効です。

 Real Play Coalitionの、人びとを結集する力を活
用します。たとえば革新的な実践方法を話し
合い、支持するための場を立ち上げることが
考えられます。それを世界中の家庭、教室、
地元コミュニティーおよびオンラインコミュ
ニティーにおいて、子どもの生活に遊びの時
間を取り戻す取り組みへつなげていければと
思います。

 RPCは、現行プログラムをしっかり継続する
ことで遊びを促進し、政策決定者や教育関係
者、親や子どもへの助言を行うことも重要だ
と考えています。そのためには、遊びが政治
的、社会的課題として取り上げられるように
すること、子どもと家族の遊びの時間を増や
す機会や取り組みがどこでも支援され、強化
されるよう働きかけることも必要です。 

遊び格差解消への道すじ

ーまで、子どもの生活のあらゆる領域に大き
なメリットをもたらしているのです」。

子どもや教師がシンプルなオンラインツー
ルキットを使ってプロジェクトを作成できる
「Design for Change」は、世界中の活動家
に広まりました。60か国、約70,000人の教
師が多くのプロジェクトで活用し、そのうち
25,000を超えるプロジェクトが文書化されて
「私はできる」精神が人生を変える力を持つ
ことを証明しています。
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Real Play Coalition：
私たちのビジョンとアプローチ
私たちは遊びの持つ力を信じています。社会、経
済、技術は急速に変わり、私たちの世界の再定義
を迫っています。急速に変化する複雑な世界、環
境、社会を子どもたちがうまく乗り切り、強く生
きていくためのスキルをどうすれば習得できる
か、大至急考え直さなくてはなりません。 

私たちは、子どもが生活の中でほかの子たちや大
人たちと遊ぶという生まれつき持っている能力こ
そが、将来に備えてそうしたスキルを高めたり、 
情熱を燃やすためのロケット燃料だと信じていま
す。遊びを子どもたちの学習、発育、充実した人生
を送る権利の根底をなすものと位置づけることが
何としても必要です。  

子どもたちは私たちのすべての行動の中心にいま
す。私たちは、子どもたちが生活の中でほかの子 
たちや大人たちと遊ぶという生まれつき持ってい
る能力こそが、将来に備えてそうしたスキルを高
めたり、情熱を燃やすためのロケット燃料だと信
じています。私たちは、遊びが探求や実験、空想、
発見につながることを子どもや研究者から教えら
れました。  

遊びは、「不可能なことはない」ということを示
してくれています。ばかげたことをやってみましょ
う。正解も不正解もありません。  うまくいく方法
もあればうまくいかない方法もあります。幼い頃の
「いないいないばあ」や「お腹くすぐり」から、自
信や共感力、自制心、問題解決力などを養ったり、
屋外学習で横断的に解決策を見い出したりする過程

にいたるまで、遊びは私たちに個人としても集団と
しても現実の世界と想像の世界を探索する力を与え
てくれます。 

一緒に遊びましょう。一人でも遊びましょう。なり
たいものになり、なるのがこわいものにもなりま
しょう。とにかく遊びをやめないことです。家の 
外で、中で、料理しながら、お風呂に入りながら、
学校で科学や地理を学びながら、遊びを続けま 
しょう。毎日の暮らしの中で遊びましょう。辛いと
きも楽しいときも遊びましょう。

私たちは遊びの力を信じています。なぜなら、遊び
は子どもの中で育まれ、大人を変えるからです。  

私たちReal Play Coalitionのメンバーは、遊びの価値
の認知度を高め、理想的な子どもの発育に必要な
幅広いスキルを育む、遊びをベースとした機会を
促進したいと考えています。

なぜなら、遊びこそが未来だからです。   アプローチ
子どもたちの協力のもと、インサイトや影
響範囲、影響力を集約し、親や教育関係
者、体制の当事者*が抱く遊びに対する文
化的認知や重要性にインパクトを与えるよ
うな運動を起こします

ビジョン
遊びの価値の認知度を高め、理想的な子ど
もの発育に必要な幅広いスキルを育む、遊
びをベースとした機会を促進することで遊
びを実装します

ミッションステートメント
私たちは遊びの持つ力を信じています
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Real Play Coalition：
変化を促す道すじ

インサイト
充実した遊びを毎日することで得られるメリットについて、私たちの
理解を深めるのに有効な調査に投資し、遊びが子どもたちの幸せとス
キル習得に与える影響を明らかにします

意識
対象グループ内での遊びとスキル習得の重要性、遊びを子どもたちの
生活に定着させる方法の重要性について意識を啓発します

スペースをつくる
企業、組織、市民の活動を盛り上げてそれぞれを結び付け、社会の中
で遊びを促進、確保します

インサイト
子どもたち

が
将
来

の
成

功
に
向
け

た準備ができるように、
そ
の
た

め
の

重
要
な

ツールと
して遊びを

組
み
込
ん
だ
シス

テムに変えるよう
社
会
に
働
き
か

けます

スペース
を
つ
く
る

意
識
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遊びの文化を社会に深く浸透させる方法を模索して
いる政策立案者の皆さん、遊びを通じて認知力や社
会的スキル、企業家能力を子どもに習得させ、「将
来の保証」を願う保護者の皆さん、生徒が幅広いス
キルを習得して磨きをかけられるようなもっと楽し
い学習方法を追究している教育関係者の皆さん、Real
Play Coalitionは皆さんを歓迎します。手を携えて、地
球をもっと遊びにあふれた星にしましょう。

 www.realplaycoalition.com 
#RealPlayCoalition

まとめ

http://www.realplaycoalition.com
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