
こどもがみるみる片付ける
整理収納はじめの一歩

ものとかぞく 水谷妙子
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本講座の内容、および本資料は、水谷妙子の著作物です。
複製、公衆送信、第三者への送付、改変、切除、転載、二次利用するなどの行為は著作権法で禁止されています。

ホームページ、SNS、印刷物などへの転載は許諾しておりません。不適切と判断する場合、ご連絡させていただく場合があります。（2020.4）

講師：水谷妙子（整理収納アドバイザー）
無印良品で商品企画&デザインを13年間務める。

手がけた商品は500点以上。

2018年独立。ものとかぞくを立ち上げる。

「ラクだけと、うまく回る」をテーマに

個人宅、店舗などの整理収納サービス、

子育て世代向け講座、webや雑誌の記事執筆を行う。

7歳、4歳、2歳の3児の母。小金井市在住。

講師プロフィール



はじめに
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親が家を整えられないと、
こどもは、いつまでたっても家を整えられません。
片付け下手は、こどもに継承されてしまいます。

親である私たちは、こどもに整理収納を教えられるだろうか…？

整理収納のコツを親が身につけて暮らしの中で実践していくと、
【変化①】家事負担やストレスが減ります。
【変化②】こどもの人生に大切な生活力を育みます。

とは言え…整理収納のコツを、いきなり身につけて実践することは大変。
だから、まずは子育て世代にとって一番身近なおもちゃと衣類から。
「こどもが自分でできる」コツを、一緒に学んでいきましょう！

Step.1

Step.2

Step.3

Step.4

Step.5

整理収納の基本
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使うモノ、使わないモノを区別すること。
使うモノだけ残し、更に区別すること。

区別したモノを使いやすく収めること。
モノの住所（定位置）を決めること。

使ったモノを、次また使いやすいように
モノの住所（定位置）に戻すこと。

ゴミ、ホコリを取り除き、
キレイにすること。

※この順番をひとつでも飛ばすと、本来の効果を発揮しません。

×例 お店へ行って、とりあえず収納用品を買ってしまう

暮らしの変化
節目に行う

家事として
日々行う

（本日はこの部分を
お伝えします！）

Step.1

Step.2

Step.3

Step.4

Step.5



なんで、お片付けをするのか？
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「なんでお片づけをするの？」
こどもに聞かれたら、どうしますか？

こどもにとって、どんないいことがあるのか？ そして、あなたはどうしたいのか？

考えてみましょう。

おもちゃの整理収納のコツ
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Step.1

Step.2

Step.3

Step.4

Step.5

親の手を借りずに、ひとりでお片付けができることを目標に！

【使っている家具】
パイン材ユニットシェルフ86cm幅小
組み立てが簡単で、高さも選べる！

【使っている絵本仕切り】
スタンドファイルボックス
絵本の出入れがしやすい！
幅も10cmと15cmの2種類から
選べます。

【使っているBOX】
ポリエステル綿麻混・ソフトボックス・長方形・中
落としても痛くない素材を！木製や硬いプラは避けて！



おもちゃ整理① こどもがみえる、わかる量にする

©ものとかぞく 7

こども自身が把握できる量にしましょう。それ以上は片付けが困難です。

…と言っても、よくわからない場合。
親が一心不乱に、本気を出して片付けて、3分で片付けられる量が目安です。

それより多い場合は、見分けを行いましょう。

おもちゃ整理② 見分けは、親子で行う
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おもちゃを見分ける時は、こどもと一緒に行いましょう。
どんなモノを、どのぐらいの量持っているのか「みえる化」する機会です。

そして、優先順位をつける力や、モノを大切にする力、自己肯定感を育みます。

こどもの意見を尊重しつつ、あなたの思いや都合も伝えつつ。
はじめは困難でも、何度か繰り返すと変化が生まれるはずです。



おもちゃ整理③ 一軍、二軍に分ける
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おもちゃ
二軍

絵本
二軍

絵本一軍 おもちゃ一軍

見分けをするときのポイントは、
一軍（週に1回以上使うモノ）二軍（たまに使うモノ）に分けること。

一軍は、オモテにだしておいて、みえる・わかるように。
二軍は、普段は目につかない場所に、みえない・わからないように。

遊びの様子を観察しながら、定期的におもちゃを入れ替えてみましょう！

おもちゃ整理④ ざっくり3～6個に分類する
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のりもの
（トミカ・
プラレール他）

いろいろ
（分類困難・
グレーなもの）

おもちゃの分類が多いと、お片づけの手が止まり、嫌になってしまいがち。

ジャムの法則（選択肢を少なくして、ストレスを減らす）を参考に。
グレーゾーンを残しつつ、3～6個のざっくり分類がオススメです。

あなたのおうちでは、どんな分類にしますか？



おもちゃ収納① 遊ぶ場所にまとめて置く
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人は「出す」より「戻す」ことが苦手です。
1メートルでも、1秒でも移動距離を短く。ワンアクションで戻せるようにしましょう。

また、部屋のあちこちに置くのではなく一箇所にまとめます。
どこから出して、どこへ戻せばいいのか。一瞬でみえる・わかるように。

あなたのおうちでは、どこが一番おもちゃ収納に適していますか？

おもちゃ収納② こどものゴールデンゾーンに置く
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①目線～腰

②腰～足元

③目線～頭上
身長で

、こん
なに

差があ
る！

①目線～腰

②腰～足元

③目線～頭上 一軍（ゴールデンゾーン）

二軍

二軍

一軍

二軍

二軍

屈まず、背伸びをしなくてもいい高さ＝ゴールデンゾーン を意識しましょう。

人は、視界に入らないモノは認識しにくいです。
こどもは特に顕著です。

こどものゴールデンゾーンを意識して、
おもちゃの収納家具を選んだり、棚の使用場所を決めましょう。

家族それぞれの身長を書き出してみて、高さの違いを認識してみましょう。



おもちゃ収納③ ボックスは軽く、痛くない素材
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もし、これから新たに購入するのであれば…

こどもが自力で持ち上げられたり、落として思わぬ怪我につながらないよう、
木製や角ばった硬いプラスチック製、天然素材は避けるとよいでしょう。

なるべく布製や柔らかいプラスチック製だと安心です。

無印良品 綿麻ポリエステルソフトボックス 無印良品 やわらかポリエチレンケース

おもちゃ収納④ 棚とボックスの間にスキマを！
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片付けやすい 片付けにくい

スキマ10cm以上 スキマ5cm フタつき フタ＋積み重ね

ポイポイ投げ込み♪ 引き出す必要アリ フタをあける必要アリ まず下ろしてから
フタをあける必要アリ

「現物が見えている」以上に強い情報はありません。
また、スキマがないと、こどもがボックスを棚に戻すことが困難です。



おもちゃ収納⑤ みてわかるラベル
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何を、どこに戻すのか。
ラベルは、お片づけでやるべきことを促す重要な仕掛けです。

こどもの識字能力にあわせた書き方にしましょう。

「美ラベル」でなくて全然OK！修正が億劫にならないことの方が大事です。

ボックスだけでなく棚にもつける マステやテープなどで気軽に！

おもちゃの整理収納のコツ まとめ
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① こどもがみえる・わかる量にする

② 見分けは、親子で行う

③ 一軍、二軍に分ける

④ ざっくり3～6個に分類する

① 遊ぶ場所にまとめて置く

② こどものゴールデンゾーンに置く

③ ボックスは軽く、痛くない素材を

④ 棚とボックスの間にスキマを！

⑤ みてわかるラベルをつける

����

整理

収納

見直し
こどもは成長する。おもちゃも変わる。
一度作った仕組みは、永遠ではない。



衣類の整理収納のコツ
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Step.1

Step.2

Step.3

Step.4

Step.5

Step.4

親の手を借りずに、ひとりで身支度できることを目標に！

衣類整理① 見える、わかる量にする
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2歳次男の衣類

パジャマ×3

肌着×10
（うち3は保育園）

Tシャツ×10
（うち3は保育園）

ズボン×10
（うち3は保育園）

靴下×8
（うち3は保育園）

収納にギュウギュウにいれると、
こどもが取り出しす時に何枚も出てしまいグチャグチャに！

あなたのおうちでは、衣類の数は何枚必要ですか？
洗濯の頻度、着替えの頻度を考えて、それぞれの必要数を出しましょう。



衣類整理② 一軍、二軍に分ける
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大人の衣類の二軍は季節外のみですが、こどもの衣類の二軍は要素が多いです。

サイズ待ち、2人目が生まれたら用、季節外の衣類なども全て、
今、着ないものは全て二軍です。

うっかり存在を忘れてサイズアウトしないように、
外からでもよく見える、半透明のボックスが便利です。

6歳 4歳 2歳

衣類 二軍衣類 一軍

【使っているBOX】
ポリプロピレンキャリーボックス・ロック付・小
サイズ展開がありますが、
こども服には小さくて浅いサイズがオススメ！

衣類整理③ もらう⇄あげる を見直す
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こどもの衣類は「もらう⇄あげる」機会が多いです。
もらったモノは、自分で手に入れた感が薄く、親も子も、つい忘れがちになります。

意識して活用しないと、なんとなくずっとあり続けます。

それら「よくわからないモノ」になり、最後には生活のモヤモヤになることも。
もらうから、あげる。あげるから、もらう。

これが自分の暮らしに必要かどうか、考えましょう。



衣類収納① 着替える場所に置く
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朝はどこで？お風呂あがりは？

着替える場所が異なる場合は、それぞれ必要な場所に置きましょう。

あなたのおうちでは、どこが一番衣類収納に適していますか？

衣類収納②こどもが扱いやすい収納用品を選ぶ
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逆手 & モノが見えていない 順手 & モノがちょっと見えている

こどもの力が入れやすい手の向き、中身が見えることを大切に！



衣類収納③ 棚とボックスの間にスキマを！
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カラーボックスの使用例 作り付け収納の使用例

おもちゃと同様、衣類も「現物が見えている」ことを大切に。
出し入れしやすいだけでなく、衣類のラインナップを把握しやすくなります。

【使っているBOX】
やわらかポリエチレンケース 各種サイズ
サイズ展開はありますが、こども服用には深さ8cm か16cmがオススメ

衣類収納④ 仕切りを活用して混ざらないように
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こどもの衣類は小さいのでゴチャゴチャしがち！
仕切りは収納用品にスポッと入れるだけの方が便利です。

【使っている仕切り】
ポリプロポレン整理ボックス3、2

【こちらもオススメ】
ポリプロポレンメイクボックス
各種サイズ



衣類収納⑤ たたまなくてもOK！
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場所さえ仕切ってあれば、適当にポイポイでもOK！こどもでも戻せます。
ハンガーを活用できれば、たたむ手間がないので、洗濯後に服を戻しやすいです。

衣類収納⑥ みてわかるラベルをつける
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こどもの識字能力にあわせた書き方にしましょう。

便利な商品も売っていますが、必ずこどもがわかるかどうか、確認を！

【使っているラベル】
100円ショップのもの。
なぜか英語表記が多い。

【使っているラベル】
無印良品のラベルサービスのもの。
アイコン、表記、色が自由に選べる。



衣類の整理収納のコツ まとめ

©ものとかぞく 27

① こどもがみえる・わかる量にする

② 一軍、二軍に分ける

③ もらう⇄あげる を見直す

① 着替える場所に置く

② こどもが扱いやすい収納用品を選ぶ

③ 棚とボックスの間にスキマを！

④ 仕切りを活用して混ざらないように

⑤ たたまなくてもOK！

⑥ みてわかるラベルをつける

����

整理

収納

見直し
こどもは成長する。衣類も変わる。
一度作った仕組みは、永遠ではない。

おわりに
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本日、こどもの整理収納のコツをお伝えしました。

まずは、あなた自身が、お片づけ初心者です。

あなたのご家族や、身の回りにいる方は、
もっともっと、初心者です。

まずはご自身にも、ご自身以外にも、
多くを求めないでほしいと思います。

完璧にできる人間はいない！

いつも綺麗な場所なんてない！

きっちりしすぎなくてOK ！

この講座を通して、
「ちょっとやってみようかな」と思えたら、

それでOKです！

Step.1

Step.2

Step.3

Step.4

Step.5


