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西海石みかさ
さいかいし

ハイハイを飛ばした？

片方の脚しか
使ってない

宮城県塩釡市錦町５ー40
080-2817-5154

シェルハブ・メソッドしおがま

講師
（シェルハブメソッド国際認定指導者）

お問合せ／連絡先

●「まだ○○できない」が気になるお子さん、　
　保護者の方からの相談に答えたい。
●抱っこをやめると泣く赤ちゃん、
　よくむずかるお子さんをあやしたい。
そんな方へのヒントが見つかります。

だれが対象のセミナーですか？
保育士／子育て支援者／教育関係者
障害を持つお子さんの支援に関わる方など
子どもに関わる専門職の
みなさんが対象です。 なんのための

セミナーですか？

何をやるの？
赤ちゃんが床の上で「実験」「探究」している
動きを実際にやってみます。講師がみなさんの
動きを見ながらガイドします。

何がわかるの？
「骨盤を傾けたらどうなる？」「手を伸ばすと？」
などの探究が、「寝返り」「ハイハイ」「座る」
「立つ」などの動きとどう関わっているのかが
わかります。

赤ちゃんはたくさんの感覚を使って、
探究しています。中でも大事なのが「固有覚」。
動くことで感じることができる感覚です。
セミナーでもこの感覚を使います。

赤ちゃんが
「今できていること」が
見えてきます。

どんな変化がありますか？

「自分でやってみる」のはなぜ？

まだ寝返り
しない・・・

「何をしてあげられるか」を
見つける余裕が生まれます。
※裏面の「参加者の声」を
　ご参照ください。

ホームページ

開催方法　Zoomを用いた少人数での
　　　　　　 オンラインセミナー

0歳児は実は賢い！赤ちゃんはまいにち「実験」しています。0歳児は実は賢い！赤ちゃんはまいにち「実験」しています。

赤ちゃんの 発達 　 動き方と

体感セミナー体感セミナー

参加者の声
同僚と一緒に受けてい
て、「抱っこしなきゃ」
じゃなく「見て見て」
「何してるのかな」って
言えるようになって、
自分も楽しいし一緒
に働いてる人も楽な
んです。
今年の 0歳児保育は楽
しい！
（保育士・保育園勤務）

子どもの発達欲求に応えること、どうやっ
たら子どもが「自分でやってみたい」っ
て思えるか。その環境を整えるという発
想に変えるのに、すごく役立つ講座。
（保育士・保育園勤務）

2020年～2022年の連続セミナー

見守る余裕ができました。
見る目が育つと、どこを見れば
いいのかわかる。
それに叱ったり止めたりするより
も楽しいし、ラクだしね。
落ち着いて見て
いられます。
（教員・
　特別支援学校勤務）

寝返り・お座り・ハイハイ
とかの間の動きがすごく面
白くなって、
「まだ○○しないんです」と
いう相談に
「先週よりこうですよ」と
小さな変化をお伝えでき
るようになったのが
よかった！
（保育士・
子育て支援センター勤務）

ここを動かしたら呼吸しやすくな
るかなとか、寝たきりのお子さんに
やってあげられることが増えま
した。自分も実際やってみて、
体験してるのが大きい。
職場の全員に
すすめたい。
（保育士・児童発達
支援事業所勤務）

・やまのこ保育園（山形県鶴岡市）アドバイザー
・三陸駒舎（岩手県釡石市）個別指導
・おうち保育園（宮城県仙台市）3園合同研修会
・こども発達センターあかいしの森
　　　　（宮城県黒川郡富谷町）研修会

元小学校教員。宮城教育大学・大学院卒（教育学修士）。
特別支援学校・聴覚支援学校等の勤務を経て障害児教育
の指導者として JICAシニアボランティア 3ヶ国への派
遣を経験。2017年 5月「シェルハブ・メソッド国際認
定指導者」資格取得。塩竃市・仙台市を中心に、赤ちゃ
んと家族のための個別レッスン、赤ちゃんに接する大人
のためのオンラインレッスン、保育園・発達支援事業所
等での研修、学習会などを行っている。

施設・事業所での研修会も承っています。
（対面、オンライン可）
ホームページまたは表紙の連絡先まで
お問い合わせください。

研修等実績

シェルハブ・メソッドしおがま主宰
さいかいし

西海石みかさ

東北で最初の
国際認定指導者です。

赤ちゃんに接していて「困ったな」「気になるな」とい
う時、みなさん「何をしてあげたらいいか」と考えら
れると思います。

私はかつて、赤ちゃんを「頼りない、弱い、守ってあ
げなくちゃいけない」存在として考えていました。
ちょっとピリピリして子育てしていたかもしれません。
でも、シェルハブ･メソッドに出会って、その考えが大
きく変わりました。

シェルハブ･メソッドの創設者であるハバ・シェルハブ
博士からこんなレッスンを受けました。
「身体のあちこちを床に押し付けると、他の部分はどう
なるか？探究してみて」
そして、実際の赤ちゃんを見てみると、身体のあちこ
ちを床に押し付けていたんです。
探究している！目からウロコとはこのこと！

講師プロフィール

実は、赤ちゃんは動きかたを「実験」「探究」していま
す。赤ちゃんは「大人にやってもらう」だけじゃなく、
主体的に学んでいます。

このセミナーは、赤ちゃんの探究を大人が自分でやっ
てみる体験型のセミナーです。
赤ちゃんのように感覚してみます。

その感覚を体験していくと、困ったときの考え方も
「やってあげなきゃ」に縛られなくなり、保育や支援が
もっと楽しくなります。
ぜひ赤ちゃんと同じ「探究」の世界に飛び込んでみて
ください。



Zoomを用いたオンラインレッスンです。

講師が受講者のみなさんの動きを見ながらガイドします。
ビデオ（カメラ）オンでご参加ください。
赤ちゃんは、動いたら体がどうなるのか、
自分がどんな姿勢になるのか知りません。
そのため、レッスンではお手本を見るのではなく、
音声ガイドにしたがって動いていきます。
身体を動かすレッスンのあと、質疑応答の時間があります。
（各回最大 90 分を予定）

寝返り期ー動きの土台
床と重力、
固有覚、
床に体を押しつける、
頭のスライド、

自分で座りにいく期
丸太のように転がる、
横向きの動き、
背骨をねじる、
腕のスライド、

赤ちゃんが自分で座りにいくのと、
大人におすわりさせてもらうのでは、
赤ちゃんにとっての意味が全く違います。
早くからお座りさせてもらった赤ちゃんには、
体全体の緊張が多く見られます。
赤ちゃんが自分で座りにいく、また自分でうつぶせに戻る。
自由に姿勢を変えるために必要な動きの過程を学びます。

ハイハイ期
床と重力、
固有覚、
床に体を押しつける、
頭のスライド、

ハイハイは身体全体を協調させて使ったり、そのタ
イミングを合わせたり、複雑な動作になります。
ズリバイとよつばいでは背中の使い方が変わります。
背中の動きはこのあと、歩行の背中の動きに活かさ
れます。
歩き方がぎこちない、あまり歩きたがらないなどの
問題はハイハイ期の動きの経験が関わっているかも。

つかまり立ち期

立つことの準備にはどんな動きが必要か？
立ったあと安全に床に戻るためには
どうしたらいいのか？
立つことを急いでしまうと、緊張で膝がつっぱること
があり、しゃがんで床に戻ることも難しくなります。
つま先で歩く、転びやすい、内股など、気になる歩き方
は、立つことの準備が足りなかったからかもしれません。

歩く・ジャンプ期

歩きの完成には歩き出しから約 5年
かかると言われています。
そのあいだ、よちよち歩き、安定した
歩行、X脚の時期……とさまざまなバリ
エーションの「歩き」を試しています。
動きの理解とともに、遊びのヒントも
得られる内容です。

生まれたての赤ちゃんはただ寝ているだけ
ではありません。
カラダを床に押しつけて、床の力を使って、
カラダを持ち上げることを学んでいます。
床に置くと泣いちゃう赤ちゃんが何に困っ
ているのか、理解するヒントがあります。

※1 赤ちゃんの動きの原理・原則を理解することが目的であり、支援の方法や指導法は扱いません。
※2 セミナーの内容は「シェルハブ・メソッド指導者講習」松江１期の中の
 DME（Developemental Movement Exploration) を基に構成しています。

赤ちゃんの動きを『聴いて』メッセージを理解しましょう

「歩く、立つ、座る」などの基本的な動きをさらに細かな動作に分解し、
子どもの「動きの発達」を詳しく理解・体感します。

講師の声にしたがって体を動かしながら、赤ちゃんが身体を探究する動きを実際に体験します。（全64回）

膝のスライド、
Cカーブ、
Sカーブ、
脚がリードする動き、

腕がリードする動き、
側屈・伸展・回旋、
胸の動き、
目の動き ...etc

脚のスライド、
背中が反る、
骨盤を転がす、
頭を転がす、

頭のスライド、
目と手をつなげる、
カカトとの関係、
足を持つ……etc.

膝のスライド、
Cカーブ、
Sカーブ、
脚がリードする動き、

腕がリードする動き、
側屈・伸展・回旋、
胸の動き、
目の動き ...etc

脚の回旋、
背中の伸展、
しゃがむ、
らせん状の動き、

膝のスライド、
骨盤をおろす、
均等に曲げる、
足裏を転がす、

足への刺激、
つかまり立ちで背骨が動く
……etc.

よつんばいで背骨が動く、
膝からの動き、
額からの動き、
目の働き、

足と股関節、
膝をつく、
バランス、
足裏、

お手玉、
ジャンプ、
斜頸、
ボール、

くぐる動き、
ホップまでの準備
……etc.

2022 年 7月

18 回

13回

13回

10回

10回

床と接地してるのは

どの部分ですか？

終了後に

感じたことを

シェアします

探求

探求

くりかえし探求

自分でできるよ

背中の動きはどうかな？

つっぱらないで

たてるもん

みてみて！

赤ちゃんの 発達 　 動き方と 体感セミナー体感セミナー
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