ストライダーに乗ると、
転び上手になる！？
子供の「転ぶ」を考える

MTBチームAKI FACTORY
／STRIDER所 属。４ 児 の
父。16 歳でダウンヒル全日
本選手権で優勝。MTBチー
ム監督権ライダーとして活
躍中。

スポーツ心理学、幼児体育
が 専門。主 な 著書 には『 か
らだを動かした子はここが
違う』
『幼児の体育遊び』他
多数。

玩具の開発及びディストリ
ビューション事業を行う。自
身 の子育てをきっかけとし
て、ストライダー日本総代理
店としての事業をスタート。

亀谷 正美 氏
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ストライダー
￥9,900（税別）
遊 ぶ時 はヘルメットを装着
し、公道 では遊 ばず安全 な
公園 や敷地内 で、保護者 の
目が届く範囲で遊ぼう。
重 さ：3.0kg、 対 象 年 齢：2
〜5 歳、体重制限：27kg、カ
ラー：全７色（ブルー、グリー
ン、オレンジ、ピンク、レッ
ド、イエロー、ブラック）

ガを心配される気持ちはわかります

子供が2、3 歳なら、
「大丈夫？」と声がけして、立ち上がるの
を手助けしよう。それ以上の年齢でも、子供がヘルプを求め
ていたら、いつでも手助けしよう。親が守ってくれるという
安心感は、親子関係の絆をより強固なものにする。

お父さんお母さんが︑お子さんのケ

親の役目は、安心して
転べる環境を作ること

ことのできる行動なのでしょう︒

も挑戦する姿をよく見ますね︒

できます︒ストライダーカップでも︑
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亀谷 以前︑保育士さんに﹁転びやす

年後︑約

たんです︒すると︑どうでしょう︒１
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井手川 それは驚きですね︒

２、３歳でたくさん転ぶと
運動神経が良くなる
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ストライダージャパン
株式会社豆魚雷
代表取締役

運びます︒行った運動は脳に伝え返

親は自分が困っている時
必ず助けてくれる絶対的存在
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岡島 和嗣 氏

井手川 直樹 氏

亀谷幼児体育研究所主宰
東京YMCA社会体育保育
専門学校講師

MTBダウンヒル
ナショナルチャンピオン

され︵フィードバック︶︑この繰り返

子供が転んだとき、親はどうする？

ストライダー特別座談会

で は なく
転 ぶ予 防
が重要
きの 対 処
転 ん だと

数 だけ
転 ん だ くなります
体も 強
心 も身

大 人も子 供
も、
転ぶ のは怖
いで す！
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GIFT TOY
ストライダーに乗ると、転び上手になる！？ 子供の「転ぶ」を考える

2歳から乗ることができる大人気のランニングバイク、ストライダー。

このストライダーに乗ることで、
「転んでもケガをしにくくなった」
という声も挙がっているのだが、果たしてその真相は？
自転車×幼児体育×トイのそれぞれのプロフェッショナルが、
ストライダーで得られる経験、そして「転ぶことの大切さ」を白熱トーク！
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