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Color Game  
Caterpillar

カラーゲーム　 
いも虫くん

·  色の認識
·  色の分類

·  色の名前

2 +年齢

このゲームは以下のような力を使います

1-2

2 +年齢
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 注意
場合によっては簡単にクリップを操作してはさめない場合があります。
いも虫の後ろの部分を押すと、クリップが開きます。 子どもたちにいも
虫の持ち方を説明してあげてください――小さないも虫達は、口が閉じ
ていると何も食べられないので、口を押さえられるのが好きではありま
せん――。
クリップを開いていも虫を付けながら、色をいながら遊びます。子ども
がこれらを習得するまでこれを続けて遊びます。 
（ゲームのアイデア2）
子ども達がサイコロに慣れるために、最初にサイコロ（A）を転がし、次
にサイコロ（Bを）転がしてます。出た色の名前を言って、リンゴ型で
それを指してもらいます。 サイコロ（A）でジョーカーが出た場合、2色
のうちの1つを言って、リンゴ型でそれを指してもらいます。

バリエーション「いも虫の蛇」（ゲームボード不要） 
いも虫を全て用意します。 
いも虫を手に取り、「これは何色ですか？」と子どもに尋ねます。
答えた子どもはいも虫を取って、テーブルの中央に置きます。 
2匹目のいも虫を取り、 「これは何色ですか？」と尋ねます。
次のいも虫を、テーブルの中央に置いた最初のいも虫に付け、連ねてい
きます。
 そして、また次のいも虫を手に取り、子どもに尋ね、答えた子どもにい
も虫を渡します。 
3匹目のいも虫を2匹目のいも虫に連ねていきます。
このようにして、8匹または12匹のいも虫が「いも虫の蛇」ができるま
で続きます。

大人の方へ
ことばを話す上で、最も大切なのは発話すつという行為です。
 子ども達に、サイコロ2つのうち1つを順番に振ってもらい、子ども達と
色について会話をし、質問をします。
例えば…
「サイコロの色は何色かな？」（サイコロが赤色の場合）
「赤い果物、野菜、植物／花は何かな？」
「この部屋で、赤いものはあるかな？」
「赤いおもちゃを持っている？　服は？　家に赤いものがありますか？」

ゲームのアイデア 
子供の家 
「シュテルンシュッペ」 
（ツェル市）

コンセプトと 
イラスト：  
ルイゼ・シュターケ

こんな力を使います。
·  指先運動 
·  色の認識
·  名前
· 色合わせ

以下に最適です。
·  託児所、 

保育園
·  セラピー

小さないも虫が美味しいリンゴのおやつを手に入れるお手伝いをしてあ
げましょう。
 8匹または12匹のいも虫を、2つのリンゴ型に記されている丸いマークに
はさみます。
 この遊びの中には、指先運動（つまむ力）、色を識別しその色を言うこ
とが必要になります。
リンゴの型には、両面になっていて、4つの丸マークが記されている簡単
な面（A）と6つの丸マークが記されている面（B）があります。 
ゲームは3種類に展開することが可能です。サイコロは2つあり、1つは4
色（A）、もう1つは6色（B）です。何度も遊びながら、手先や色を使っ
て発達を促すゲームです。

含まれるもの
·   リンゴ型（両面）（Ø24cm）2枚
· いも虫（8.7cm）6色、12個
· サイコロA（4色+ジョーカー2つ）1個
· サイコロB（6色）1個
· 説明書1部

ストーリー
カラフルないも虫達は、キレイな蝶になる日を楽しみにしています。蝶
になるにはたくさん食べて大きくならないといけません。そんないも虫
たちの大好物は甘いリンゴです。 　　リンゴは十分あるので、あとはど
のいも虫がどこをかじるかを決めるだけです。

基本ゲーム 
単純な遊び方を知る - 2歳以上。

プレイヤー：  1～2人と1人
ゲームの所要時間：約5～15分。 
ゲームの準備： リンゴ型1枚、4色または6色のいも虫（４～６匹）
まずは、いも虫とリンゴの使い方に慣れ、色の名前を言いながら一致さ
せていきます。
準備 
リンゴ型をテーブルの真ん中に置き、その横にいも達を置きます。小さ
なお子様の場合は、リンゴ型（A）と4匹のいも虫で始めるといいでしょ
う。それに慣れてくれば、リンゴ型（B）にして6匹のいも虫にして遊び
ます。
遊び方
いも虫を手に取って、「何色かな？」と子どもにたずねます。次に、 
リンゴ型の同じ色で合う丸マークを見つけいも虫をそこにはさみます。

ゲームのアイデア1

カラーゲーム 
いも虫くん



54

バリエーション3「誰がどこで食べている？」 
（5歳以上のお子様向けの作戦バリエーション）

ゲームが長過ぎないように、リンゴ型（A）でプレイすることをお勧めします。

サイコロを転がして色を正しく言えたプレイヤーは、自分がそのいも虫をはさ
んだかどうかを確認しなくてはいけません。

まだついていないイモ虫が対戦相手のリンゴ型にはさまっている場合、対戦
相手から奪うことができます。

サイコロで出た色のいも虫を持っていて、対戦相手は付けていない場合、その
プレイヤーは自分のリンゴからいも虫を取り除かなくてはいけません。

ジョーカーが出た場合、プレイヤーは慎重に考えて、自分のリンゴと相手のリ
ンゴで両方の色を探さなくてはいけません！

一番先に全てのいも虫を自分のリンゴに正しく付けた人が勝者です。

大きなリンゴをかじっちゃおう！ 
3歳以上

プレイヤー： 2人または2チーム 
プレイ時間：約5～15分 
ゲームで使うもの：リンゴ型（２個）、8匹または12匹のいも虫、サイコロ（A）か（B）

このゲームの目的は、全てのいもむしを自分のりんごにはさむことです

準備 
ルールの理解が未熟な場合は大人が横についてあげましょう。

各プレイヤーにリンゴ型を一つ配ります。

簡単な内容で始めたい場合はリンゴ型（A）で遊びます。各プレイヤーに、赤、
黄、緑、青の4色のいも虫を配ります。 サイコロ（A）を用意します。リンゴ型（B）
サイコロ（B）を使う場合は、赤、オレンジ、黄、緑、青、紫の6色のいも虫を配り
ます。 

遊び方 
最年少のプレイヤーからサイコロを振ります。 「何色が出た？」と尋ねながら進
めます。サイコロ（A）でジョーカーが出た場合、プレイヤーは表示されている2
色のいずれか１色を選びます。

プレーヤーがその色を知っていて、名前を正しく言えた場合、その色のいも虫
を取り、リンゴ型の同じ色の丸マークにはさみます。 全て出来ましたか？ よか
ったですね、いも虫はおなかいっぱい食べることが出来ましたよ。

 サイコロを次のプレイヤーに渡します。

いも虫を間違った場所にはさんだ場合は、残念ながら。 そのいも虫はリンゴ
を食べることができません。戻って食べれる時を待ちます。

 次のプレーヤーの番です。

すでにリンゴ型にはさまったいも虫の色が出た場合、プレーヤーはその回をパ
スしなくてはいけません。

ゲームの終わり方 
プレイヤーが、自分のいも虫を全て正しくはさんだ時点でゲームは終了
します。
このプレイヤーが勝者です。

バリエーション1「逆戻り！」 
ゲームは上記のように進みますが、あるプレイヤーが、すでにリンゴに付いて
いるいも虫の色を出した場合、自分のリンゴからこのいも虫を取り外さなけ
ればいけません。

バリエーション2「私／僕のいも虫、あなたのいも虫」 
ゲームは上記のように進みますが、あるプレイヤーが、対戦相手がすでにリン
ゴにはさんだいも虫の色をサイコロで出した場合、そのプレイヤーは対戦相
相手のリンゴからそのいも虫を取り外すことができます。

ゲームのアイディア2
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Note:
Younger children may have difficulty opening the peg and pegging it on. The peg 
opens when the rear part of the caterpillar is pressed. Explain to the children how 
to hold the caterpillar: the little caterpillars don’t like it when you press their 
mouths closed – that means they can’t eat anything!

Practice color naming and identification, opening the pegs and pegging them on, 
until the little players have mastered these actions. Then play with game area B 
and 6 caterpillars until the two new colors have also been learned before you start 
the actual game (game idea 2).

To familiarize the children with the dice, first let them roll dice A and later dice B. 
They have to name the color shown and point to it on the apple. If a joker is rolled 
on dice A, the child names one of the two colors and points to it on the apple.

Variation “Caterpillar Snake” (without game board) 
Have all 8 or 12 caterpillars ready. Take the first caterpillar, hold it up and ask the 
children: “What color is this?”  
The child who answered correctly gets the caterpillar and is allowed to place it in 
the middle of the table. They take a second caterpillar and ask: “What color is 
this?”  
The child who has now answered correctly is allowed to peg this caterpillar to the 
first one in the middle of the table. They then take the next caterpillar, ask the 
group and give the caterpillar to the child who answered correctly. This child now 
attaches the third caterpillar to the second.  
The game continues like this until a long caterpillar snake made from 8 or 12 
caterpillars is formed. 

Tip: Linguistic support by educational/therapeutic worker 
The most important thing in the acquisition of speech is of course speaking itself! 
Let the children take it in turns to roll one of the two colored dice, talk to the 
children about the colors and ask further questions, e.g.:

 “What color does the dice show?” (e.g. red)

  “Can you name a fruit, a vegetable, a plant/flower … that is red?”

 “Do you see anything that is red in this room?”

 “Do you have a toy, an item of clothing … at home that is red?”

Game idea: 
Sternengruppe,  
Haus für Kinder, in Zell

Concept and illustration:  
Luise Starke

Encourages:
·  Finger strength  

and fine motor skills
·  Identification and  

naming of colors
·  Color matching

Perfect for:
·  Daycare and preschool
·  Therapy
·  People in need of  

support and assistance

In this fantastic color matching game, players help the little caterpillars get to 
their delicious apple snack. Eight or 12 caterpillars are pegged to the correspon-
ding color dots on the two apple game areas. This calls for finger strength (pinch 
grip), fine motor skills, and the identification and naming of colors!
The apple game areas made of high-quality wood are printed on both sides so that 
they can be played with from two sides, one easy side with 4 colored dots (game 
area A) and one difficult side with 6 colored dots (game area B). The attractively 
designed caterpillars and apple game areas are therefore already ideally suited for 
the first recognition and understanding of the colors in free play.
For an exciting competition with 3 different variations, 2 colored dice are inclu-
ded, one with 4 colors (for game area A) and one with 6 colors (for game area B).
A great game developed by practice – for practice!

Contents:
·   2 apple game boards, printed on both sides with 2 game areas each (Ø 24 cm)
·   12 caterpillars in 6 colors (each L 8.7 cm)
·   1 colored dice A (4 colors + 2 jokers)       
·   1 colored dice B (6 colors)
· 1 set of instructions

The story
The colorful little caterpillars are already looking forward to the day when they 
will become magnificent butterflies! For them to grow big and strong, they have 
to eat a lot – and they love sweet apples most of all. So there are no quarrels, 
each caterpillar has its own place where it can nibble to its heart’s content. But 
which caterpillar should sit where? Will you help the caterpillars and put them in 
the right place on their apple?

Basic game 
A game for getting to know the materials from 2 years.

Players: 1 – 2 + 1 game master
Length of the game: approx. 5 - 15 min. 
Game material: 1 game board, 4 to 6 caterpillars in the 4 or 6 colors

The aim of the game is to become familiar with the handling of caterpillars and 
apples and to identify, name, and match the colors correctly.

Preparation: 
Place the game board in the middle of the table and place the caterpillars next to 
it. With very young children in particular, start with game area A and 4 caterpillars. 
With more advanced players and older children, use game area B and 6 caterpillars.

How to play: 
Now take a caterpillar and ask the children what color it is. If they answer 
correctly, ask them to find the matching color on the apple. Give the caterpillar to 
the child who knew the color so that they can peg it to the colored dot on the 
apple. 

Game idea 1

Color Game 
Caterpillar
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So that this game doesn’t last too long, we recommend playing with game area A. 
The game basically works as described above. 

However, the player who rolls the dice and names the color correctly must now see 
whether or not they already have the corresponding caterpillar.

If they do not have it yet, but their opponent does, the player can choose whether 
they peg their caterpillar on their apple – or whether they remove the 
corresponding caterpillar from their opponent. 

If the player already has the caterpillar of the color rolled, but their opponent 
doesn’t, the player must remove the caterpillar from their apple.

If the joker is rolled, the player must think carefully and look for both colors – both 
on their apple and on their opponent’s apple! 

The winner is whoever is the first to peg all caterpillars correctly to their own 
apple. 

Game idea 2 The Big Apple Nibble! 
A caterpillar competition for children from 3 years

Players: 2 or 2 teams
Length of the game: approx. 5 - 15 min 
Game material: both apples, 8 or 12 caterpillars, dice A or B

The aim of the game is to be the first to peg all caterpillars to your own apple.

Preparation: 
Young players should be accompanied by educational workers. Children from 4 can 
also play the game on their own, if they are familiar with the rules.

Each player receives 1 apple.   
Younger children and beginners play with game area A. Each player receives 4 
caterpillars in the colors red, yellow, green, and blue. Have the colored dice A ready. 
Older children and “color professionals” play with game area B. Each player gets 6 
caterpillars in the colors red, orange, yellow, green, blue, and purple. Have the 
colored dice B ready.

How to play: 
The youngest player begins and rolls the dice. What color is it? If you play with 
colored dice A and a player rolls a joker, the player chooses one of the two colors 
shown. 
If the player knows the color and names it correctly, they take the corresponding 
caterpillar and place it on the matching color dot on the apple. Have they done 
everything correctly? Great! This caterpillar can now eat its fill! The dice is passed 
on and it’s the next player’s turn. 
Wrong caterpillar, pegged in the wrong place? Too bad. The caterpillar must return 
to the others and must not eat yet. It’s the next player’s turn. 
If a player rolls a color whose caterpillar is already on the apple, they must miss a 
round.

End of the game: 
The game ends as soon as a player has pegged all of their caterpillars correctly.  
That player is the winner.

Variation 1 “Command Back!” 
The game works as described above, with one change:  
If a player rolls a color whose caterpillar is already on the apple, they must remove 
this from their apple. 

Variation 2 “My Caterpillar – Your Caterpillar!” 
The game works as described above, with one change:  
If a player rolls a color whose caterpillar is already on the apple and which the 
opponent has already put on their apple, the player may remove the corresponding 
caterpillar from their opponent’s apple.

Variation 3 “Look Who’s Eating Where!”  
(tactical variation for children over 5 years)
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Please keep all the information. 

全ての情報を正しく保管してください。


