Code

158790
Rainbow
Salad

レインボーサラダ
このゲームは以下のような力を使います

1-4
年齢

1½ +

· 細やかな運動能力
· 視覚力
· 色と形

· 集中力
· 協調性

Made in
Germany
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注意力

年齢

1½ +

レインボーサラダ

年齢1歳半以上のプレーヤー1〜4人またはチーム向けの、カ
ラフルな並べ替えゲーム。
ゲームのアイデア

ルイゼ・シュターケ

カラフルなボールが大きなボックスの中に入っています。

では、各プレーヤーはそれぞれスプーン1本を使用できま
す。 スプーンを使いながら協力してボールをつかんで、ボ
ックスから取り出します。
以上

2歳

3歳以上

手の次にはトングや、トングを外して2つのスプーンにして
つかみ遊びます。
スプーンはチームゲームでも使用します。 手先はしっかり
動かせていますか。
プレイ時間：約5～15分

含まれるもの ボ
 ール8個 木製リング（８色の色付き）
ボックス1個
トング1つ（2本のスプーンに分けることができ
ます）サイコロ1個 説明書１部
木製リングの図

準備
ボールをボックスに入れます。 各プレイヤーは、手が届き
やすいように、ボックスの周りに座ります。 木製リングの
置き方は2つあります。 ボックスの横に置くと、ゲームは簡
単になります。 リングをボックスの上に置くと、少し難し
くなります。 次に、サイコロを用意します。 プレイヤー
は、ボールのつかみ方を決めておきます。

4～5歳以上
遊び方
サイコロを使用するゲームオプションでは、サイコロを振っ
て、すでにボールがのっている場合、その番のプレーヤーは
必要な色が出るまでサイコロを振ります。 最後の色では、
サイコロを使用する必要はありません。 時計回りにすすめ
ます。最近、レインボーサラダを食べたプレイヤーからスタ
ートします。

ゲームオプション１、２

ゲームのアイデア プレイヤーが色付きのボールを順番ごと
にボックスから取り出し、正しい色の位置に置きます。

プレイヤー： 1人または4人
1人がサイコロを振り、サイコロに出た2色のどちらかと色が
一致するボールをボックスから取り出します。
次に、これを正しいカ木製リングの色の上に置きます。サイ
コロを使わずにプレイすることもできます。 この場合は、
どちらか好きな色のボールをボックスから取り出してくださ
い。
ゲームの終了
全てのボールがそれぞれのカラースペースにマッチするまで
プレイします。

ボールを拾い上げる方法
ボールを取るプレイヤーの年齢とスキルに応じて、片手1歳
半以上）、トング（2歳以上）、またはスプーン2本（3歳以
上）を使います。プレーヤーが2人のゲーム（4〜5歳以上）
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2歳以上

3歳以上

「イチゴのような赤、エンドウ豆のような緑、チーズのよう
な黄色。」という具合です。
最初は手を使ってボックスからボールを拾い上げて、同じ色
の上に置いて遊びます。

1歳半以上

3
3

ゲームオプション1

ゲームオプション2

プレイヤー： 1人または4人ゲームオプション4

1人がサイコロを振り、サイコロに出た2つの色のどちらかを
選びます。 次に、マッチするボールをボックスから出しま
す。 ただし今回は、サイコロに表示されているもう1色の木
製リングの位置に置きます。
ゲームの終了
全てのボールがそれぞれの木製リングにマッチするまでプレ
イします。

ゲームオプション3、4

ゲームのアイデア 全てのボールは、ボールの色の食べ物ま
たはサラダの材料を表します。 木製リングにあるカラース
ペースは、小さなお皿を表しています。 大きなボウルの中
で色とりどりのフルーツ、野菜、その他の美味しい食べ物を
ミックスしましょう。
各プレイヤーは次に、食べ物に見立てたボールを順番に取り
上げ、ボールの色と一致する小さなお皿の上に置きます。
ゲームオプション3

プレイヤー： 1人または4人

このゲームのプレイ方法は、オプション1と似ています。 た
だしここでは、プレーヤーがボールを取るたびに、ボールと
同じ色の食べ物の名前を挙げます。
例：「ボールは赤。 トマトも赤。」
プレイヤーが脱落するバージョン - ボールが落ちた場合、そ
の不運なプレイヤーはゲームから脱落します。
ゲームの終了
ゲームオプション１、２を参照。

プレイヤー： 5歳以上、2～4人

各プレイヤーは、大きな声でそれぞれの番をスタートしま
す。「私は◎◎でサラダを作ります」。 サイコロを振り、
ゲームオプション1と同様に、サイコロに出た色の1つと合
うボールを、サラダボウルから取り上げます。 そのプレー
ヤーは、ボールと同じ色の食べ物を挙げます。 プレーヤー
は次に、マッチするカラースペースにボールを置きます。
続くプレイヤーは全員、すでに述べた食べ物とその色を正し
い順序で繰り返します。それからサイコロを振って、自分の
番の食べ物を挙げます。
食べ物を言い忘れると、ゲームから脱落します。

例： プレイヤー1はサイコロを振り、サイコロに出た2色か
ら、赤を選びました。 サラダボウルから赤いボールを取り
出して、「私は赤いトマトのサラダを作ります」と言いま
す。プレイヤー1が赤いボールを正しいプレートに置いた
ら、プレイヤー2の番です。 サイコロを振り、黄色のボール
を取ることに決め、これを正しい位置に置きます。そして「
私は赤いトマトと黄色いトウモロコシのサラダを作ります」
と言います。そして次のプレーヤーの番と続きます。
ゲームの終了
プレイヤーが1人残った時点で
ゲームが終了します。 このプレ
イヤーが勝者です。 全てのボー
ルが正しいプレートに置かれて
も、まだ勝者が決定しない場
合、全てのボールをサラダボウ
ルに戻します。 もっと他の食
材を入れましょう。

プレイヤーが脱落するバージョンでは、プレイヤーが1人だ
け残った時点でゲームが終了します。 このプレイヤーが勝
者です。 全てのボールが正しい位置にに置かれても、まだ
勝者が決定しない場合、全てのボールをサラダボウルに戻し
ます。 プレイヤーはここで、色に合う食べ物を新しく考え
なければなりません。 すでに言った食べ物を繰り返すこと
はできません。 勝者が決まるまで出し合います。
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ゲームオプション4

カラフルな食べ物の例

注 - 種類によって異なる色のある食べ物もあり、 成熟度に
よって色が異なるものもありますが、 このゲームではこう
したことには目をつぶっておきましょう！ 一部の食材では
外側と内側で色が異なるという考えは、ゲームで適用できま
す。 ただし、紫色の食用色素で染めたみかんなどは、紫色
のサラダ材料としてはカウントされません！

白

ココナッツ、カリフラワー、砂糖、塩、ヨーグルト、牛乳、
白いマッシュルーム、ポップコーン、フェタチーズ、卵、ホ
ワイトチョコレート、米、豆腐、玉ねぎ、小麦粉、キャベ
ツ、ニンニク、西洋わさび、白パン、クリームチーズ、モッ
ツァレラチーズ、カッテージチーズ、 ライスプディング、
白胡椒、クリーム、サワークリーム、マジパン、アーモン
ド。

黄色

バナナ、コーン、チーズ、パスタ、黄ピーマン、レモン、ネ
クタリン、イエロープラム、パイナップル、バター、マンゴ
ー、フライドポテト、セモリナ、ハニーメロン、ハチミツ、
オイル、カスタード、コーンフレーク、カレー、ターメリッ
ク、黄梨。

オレンジ

茶色

 ン、クルミ、ヘーゼルナッツ、ピーナッツ、マッシュルー
パ
ム、チョコレート、ジャガイモ、栗、スパイス（シナモン、
クローブ、ナツメグなど）、クッキー、アーモンド（外側）
、茶色の卵、クッキー、酢、オートミール、チョコレートプ
リン、ソーセージ、ピーナッツバター

紫

ナス、ブラックベリー、プラム、ブルーベリー、ブドウ、赤
キャベツ、グーズベリー、生ハム、イチジク（外側）、カシ
ス。

ダークグリーン

ほうれん草、ブロッコリー、濃い緑のピーマン、アボカド（
外側）、キュウリ（外側）、ハーブ（パセリ、ミント、バジ
ルなど）、オリーブ、芽キャベツ。

ライトグリーン

ブドウ、エンドウ豆、青リンゴ、キウイ、豆、レタス、アサ
ツキ、青梨、ライム、ルバーブ、アスパラ、ネギ、きゅう
り。

カボチャ、ニンジン、桃、オレンジ、みかん、パパイヤ、ア
プリコット、オレンジピーマン、シーバックソーン、柿、フ
ライドフィッシュ。

赤

 チゴ、ラズベリー、トマト、チェリー、赤ピーマン、ザク
イ
ロ、ブラッドオレンジ、ビーツ、赤リンゴ、バラの実、ハツ
カ大根、サラミ、スイカ（内側）、唐辛子、赤豆、ケチャッ
プ、イチジク（内側）。
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Rainbow Salad

Ways to pick up the balls:
Depending on the age and skill of the players fishing out the balls,
either use one hand (1.5 years and up),

A colorful sorting game for 1-4 skillful individual players or teams
from 1.5 years old.
Game idea:
Luise Starke

Colorful painted balls bustle around happily in a big box. Red like
strawberries, green like peas, and yellow like cheese. Skillful hands
are needed in order to fish the colorful balls from the box and place
them on the matching colored spaces. Players with flair can use the
tools to pick up the balls: opting for either the tongs or the two
spoons. The spoons are also used in team games. Who has the
steadiest hand?

1,5 years and up

or the tongs (2 years and up),

2 years and up

or the two spoons (3 years and up).

3 years and up

In two-player games (4-5 years and up), each player can use one
spoon each. Now work together using the spoons to pick up the balls
and take them out of the box.
2 years and up

4-5 years and up

3 years and up

Length of the game: approx. 5-15 minutes
Contents: 	8 colored wooden balls
1 wooden ring with 8 colored spaces (colored dots are
glued into the recesses as shown in the illustration)
1 box
1 pair of tongs (can be divided into two spoons)
1 colored dice
1 set of instructions

Wooden ring illustration

How to play:
The following applies to all game options that use the colored dice:
If the colored dice shows a color that already has a matching ball on
top of it, then the player whose turn it is will roll the dice again until
a missing color appears. You don‘t have to use the dice for the last
color! Play in a clockwise direction. The player who has most recently
eaten a rainbow salad begins.

Game Options 1 and 2:
Game idea: The colored balls are taken out of the box in turn by the
players and carefully placed onto the right colored spaces.
Preparation:
Put the balls in the box. Players should sit around the box so that
everyone can reach it easily. There are two possible positions for the
wooden ring with the colored spaces. Place it next to the box in the
easier version. The game gets harder when the ring is placed on top
of the box. Now get the colored dice ready. The players agree on how
to pick up the balls and choose one of the game options.
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Players: 1 or 4 players
The player rolls the dice and takes the ball out of the box that
matches one of the two colors shown on the dice. Then they place it
on the matching colored space.
You can also play without using the dice. In this case, take whichever
colored ball out of the box you like.
End of the game:
Play until all of the balls have been matched to their colored spaces.
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Game Option 1

Game Option 2

Players: 1 or 4 players

Players: 2-4 players from 5 years and up.

The player rolls the dice and can choose either of the two colors
displayed on the dice. Now it‘s time to fish out the matching ball
from the box. But this time, place it on the colored space of the
other color displayed on the dice.

Each player starts their turn by saying out loud: „I‘m going to make
a salad with...“. Roll the dice. Just like in Game Option 1, you have to
fish out a ball from the salad bowl that matches one of the colors
shown on the dice. The player says a food that is the same color as
the ball. The player then places the ball on the matching colored
space. All of the following players repeat the already mentioned
ingredients and their colors in the correct order.
Then they roll the dice and then call out their own food. If they
forget an ingredient, they‘ll be eliminated from the game.

End of the game:
Play until all of the balls have been matched to their colored spaces.

Game Options 3 and 4:
Game idea: Every ball represents a food or a salad ingredient in the
corresponding color. The various colored spaces on the wooden ring
represent tiny plates. Mix up colorful fruits, vegetables and other
delicacies in the large bowl. The players now fish out the „food balls“
in turn and place them carefully onto the matching tiny plates.

Game Option 3

Players: 1 or 4 players
The game is played just like Game Option 1. However, every time a
player retrieves a ball, they must say a food that is the same color as
the ball.
Example: „This ball is red. Tomatoes are also red.“
Player elimination version: If a ball falls down, then that unlucky
player is eliminated from the game.
End of the game:
See Game Options 1 and 2.
In the player elimination version, the game ends when only one
player is left. This player is the winner. If all of the balls have been
placed on their matching plates, but there is still no winner, then all
of the balls go back into the salad bowl. The players now have to
think of new foods in the matching colors. You can‘t repeat a food
you‘ve already said in the game. Play until there is a winner.
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Game Option 4

Example: Player One rolls the dice and of the two colors shown on
the dice, they choose red. Then they retrieve a red ball from the
salad bowl and say: „I‘m going to make a salad with red tomatoes.“
Once they have placed the red salad ball on the right plate, it‘s
Player Two‘s turn. They roll the dice, and choose to fish out the
yellow ball and place it on the right plate. They say: „I‘m going to
make a salad with red tomatoes and yellow corn.“ Then the next
player takes their turn.
End of the game:
The game ends when there is only one player left. This player is the
winner. If all of the balls have been placed on their matching plates,
but there is still no winner, then
all of the balls go back into the
salad bowl. Seems like the salad
recipe will need more ingredients!
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Suggested examples of colorful foods:
Note: Some foods come in different colors. Some are different colors
depending on how ripe they are. We can turn a blind eye to this for
the game! The reasoning that some foods are different colors on the
inside than the outside can be used for the game. However, an
orange dyed with purple food coloring does not count as an example
of a purple salad ingredient!

Bread:
 read, walnuts, hazelnuts, peanuts, mushrooms, chocolate, potatoes,
B
chestnuts, spices (e.g. cinnamon, cloves, nutmeg), cookies, almonds
(outside), brown eggs, cookies, vinegar, oatmeal, chocolate pudding,
sausages, peanut butter.

Purple:
White:
Coconut, cauliflower, sugar, salt, yogurt, milk, white mushrooms,
popcorn, feta cheese, eggs, white chocolate, rice, tofu, onions, flour,
cabbage, garlic, horseradish, white bread, cream cheese, mozzarella,
cottage cheese, rice pudding, white pepper, cream, sour cream,
marzipan, almonds.

Eggplant, blackberries, plums, blueberries, grapes, red cabbage,
gooseberries, prosciutto, figs (outside), blackcurrants.

Dark green:
Spinach, broccoli, dark green bell pepper, avocado (outside),
cucumber (outside), herbs (e.g. parsley, mint, basil), olives, brussels
sprouts.

Yellow:
Bananas, corn, cheese, pasta, yellow bell peppers, lemons, nectarines,
yellow plums, pineapple, butter, mangoes, fries, semolina, honey
melon, honey, oil, custard, cornflakes, curry, turmeric, yellow pears.

Light green:
Grapes, peas, green apples, kiwis, beans, lettuce, chives, green pears,
limes, rhubarb, asparagus, leeks, cucumbers.

Orange:
Pumpkins, carrots, peaches, oranges, tangerines, papayas, apricots,
orange bell peppers, sea buckthorn, persimmon, fish fingers.

Red:
S trawberries, raspberries, tomatoes, cherries, red bell pepper,
pomegranate, blood oranges, beets, red apples, rosehip, radish,
salami, watermelon (inside), chili pepper, red beans, ketchup, figs
(inside).
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ce

TLW 67824
TL A115717

Please keep all the information.

全ての情報を正しく保管してください。
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