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ここちの森へようこそ！

ここちの森とは
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「触ること」をテーマにしたレッスンを、
お子さまと保護者さまが一緒に受講します。
実施するプログラムはすべて、
ここちの森で独自に開発 、制作した完全オリジナルです。

｜

｜

05

04

子どもの成長にとって良い経験って何だろう?

レッスン＆ツールの開発プロセス
子どもの力を伸ばすきっかけがあるといいな

子どもが夢中になる行為 、何気なくする行動を観察し、
ベ イ ビ ー

ビ

ュ

ー

子どもの視点で世界を見ること＝ B ABY V IEW の観点から、
子どもの成長に欠かせない「触ること」を専門的に深め、
気付きや感覚の発達を促すレッスンとツールを作り上げています。

おうち遊びのバリエーションがほしい!

子どもへの接し方に自信がない…
ベイビー ビュー

BABY VIEW

子ども

もっと子どもの気持ちを理解できたらいいな

ツール・
プログラム

脳に与える影響が大きいと言われる
「触 ること」を 通して 新しい 感 覚 に

観察

出 合 い、興 味 や 世 界 を広 げながら
成長します。

ここちの森は保護者さまの
親子教室です。

ファシリテーター＆クリエイター
プログラムやツールを デ ザイナー や
作します。

ファシリテーター＆専門家
触覚研究家や認 知科学の専門家な
どとともに、子どもを 観 察し、子ど
もの成 長に効果 的なアプローチを
検討します。
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身 体 運 動 の専 門 家とともに開 発・制

開発

感 覚の 発 達 や自立 心 の成 長を 促す

企画

そんな想いに応える

プログラムやツールを開発しているのはもちろん 、
レッスンを運営しお子さまと保護者さまと直接関わる

From Expert

「触覚体験 」の積み重ねが
「見るだけで予測できる力」に
─

ことを
「感覚モダリティ転移」
と言います。大人は見るだけで対象
物体の触感を予測することができますが、
子どもはたくさんの
「触
対象物体に全て触れてみないと、
そのものの触感がわからないよ
うでは、時間がいくらあっても足りません。見るだけである程度、

仲谷正史さん

プロセスを学ぶ

なかたに・まさし ◯ 触覚研究者。大学での教

「探索活動」

の活動を通じ、触れることを起点とする価値

子どもはモノを触りながら、「これは何だろう? 」と考え、

をイメージするような、感覚の範囲を飛び越えて情報を取得する
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─

予測→運動→観察の

ようになるためだと考えています。このように視覚を通して触覚

る」
体験を通して環境から情報を取得する能力を獲得していきます。

子どもは 、“触って”考える。
KE Y WORD

に触れなくとも見るだけでその物体の触覚的な情報を予測できる

｜

｜

ファシリテーターもさまざまな知識を身につけています。

まだ言葉を話さない小さな子どもが、
ものに
「触れる」
ことは、
実際
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多くの専門家とともに科学的な見地から

研究者の視点
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ここちの森の専門性

務・学務の傍ら、2007 年設立の TECHTILE

見当がつけられることが重要です。戯れているだけのように見え
る
「触れる」
遊びは、
結果的に場の状況を把握し、
自分の身を守るた
めの術を身につける過程とも言えます。また
「触る」
体験は、
言葉の
獲得や発達にも影響します。保護者が見守りながら、子どもの体

づくりやその社会展開・普及に携わる。共著

験を言葉で表現するように働きかけをすることで、子どもは自分

書に『触楽入門』ほか。

が体験した
「身体の感覚」
を言語表現する習熟度が上がります。目
で見たものを手で確認し、言葉にする。自らの体験を言語化する

モノの仕組みを探って自分の世界を広げていきます。
「こ

ことで、
科学的思考の発達にもつながると考えています。

れをしたらどうなるだろう? 」と予 測し、実 際 に行 動に移
し、その結果を観察する。その一連の行動は子どもの成
長にとって欠かせないものです。

子どもは親との遊びの中で
身体感覚や遊び方を学ぶ
KE Y WORD

自分の身体のイメージを

─

確立していく
─

感覚を学び、おもちゃをつかんで音が鳴れば「これは持つと音が
鳴る」という概念を親などと共有します。また、親と笑顔で見合

子どもは 、生まれてからしばらくは自分の身体のイメージ

島谷康司さん
しまたに・こうじ ◯ 県立広島大学大学院総
合学術研究科／同大学助産学専攻科教授。専
門は発達科学。特に乳児期の感覚・運動発達

「探索活動 」と「感覚統合 」の経験を提供し、

えば、
信頼や称賛などの感情を受け取り、
それによって社会性
（こ
の時期は主に愛着）を学びます。
乳幼児は大人と一緒に遊びながら、まず大人に「遊ばれること」
を学習します。
「遊ばれること」を学習すると、その後、自分と遊

を研究。理学療法士・保育士として子どもの

んでくれる大人をまねて能動的な遊びをするようになり、しだ

発達支援やファミリーケアに従事。

いに子ども同士の世界でも楽しく遊びを構築できるように成長
していきます。このように親との遊びが多くの成長、発達につな
がることを踏まえると、親自身が遊ぶことを心から楽しみ、幸せ
な気持ちになることが大切なのです。
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心と身体の豊かな成長を促します。

ちゃなどの新しい情報を積極的に収集・処理しようとします。さ

をつかむ時には肘が伸びている」など自分の身体の動きやその

モノと空間といった関係性を少しずつ認 識していきます。

ここちの森では 、お子さまにとってより良い

「嗅ぐ」
「触れる」
などの探索遊びによって、
自分や他者、
場所、
おも

れを使った時の感情を共有しようとするのです。例えば
「おもちゃ

「触ること」で得た情 報を頭の中で整 理し、自分とモノ、

じて、「自分の身体 」を知っていくのです。

して笑ったりします。生後0〜1歳6ヶ月の時期には、
「見る」
「聞く」

らに、乳幼児はおもちゃを親に渡して、そのおもちゃの情報やそ

「感覚統合」

が曖昧だと言われています。たくさん触って、たくさん感

乳幼児はおもちゃを誰かから受け取ると、口に入れたり、声を出

KE Y WORD

遊びに起 承 転結を設けたり、使うツールの難易度を少し
ずつ上げたりすることで、遊びの 質はグンと上 がります。
思い切りおもちゃを散らかすことも、実はしっかりと遊び
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「勇気づけ
コミュニケーション」

｜

｜

行動するサポート
─

「遊びの設計」
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子どもが自ら考え、

子どもがより良く遊ぶ
環境をつくる

─

KE Y WORD
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子どもは 、“環境”で伸びる。

を終わらせるための大切なプロセス。そんな遊びの設計
のノウハウがここちの森にはたくさんあります。

子どもが何かにチャレンジしようとする時、それを後押し
するのは親の温かなサポートです。ありのままを認めて、
どんな 時 も 変 わらず 愛していることを 眼 差しで 伝 える。
それだけで 子どもは 心から満 たされて、自然と自分で自
分の道を開く力を身につけていきます。

ここちの森では 、お子さまを伸ばす最適な環境づくりを目指し、
ツールやプログラムを開発し、アドラー心理学を実践する
ファシリテーターがレッスンを運営しています。

専門家の視点

From Expert

「勇気づけ」を実践して
子どもに「幸せな人生」を
─

私たち親にとって「子育ての目的」は【子どもの自立】を支援する
ことです。
「ありのままの自分が好き」
と思える（自己受容）
1：

2：他者が「自分を受け入れてくれる」と信頼できる（他者信頼）
「自分には価値があり、
他者の役に立てる」
と思える（他者貢献）
3：
この
「幸せの３条件」を満たせると、子どもは自然と自立に向かっ
て成長し始め、そして、自分のチカラで「幸せな人生」を手に入れ
ることができるようになります。
子どもの自立を促していく時に、私たち親が実践すべき関わり

熊野英一さん
くまの・えいいち ◯ 株式会社子育て支援 代表
取締役、ボン・ヴォヤージュ有栖川 代表。日本
アドラー心理学会正会員、アドラー心理学に

方を「勇気づけ」コミュニケーションと言います。最近話題の、
アドラー心理学をベースにした関わり方です。子どもの成長、
自立、幸せを望むばかりに、ついつい、親の期待に応えてくれる
ようにと、ほめたり、叱ったりしながら、子どもを「操作しよう」

関する書籍出版や講演会など、積極的に情報

としていませんか？子どもを「しんぱい」するよりも「しんらい」

発信をしている。

しましょう。
『ここちの森』には、子どものありのままを認め、可
能性を信じて見守る「勇気づけ」の関わりがあふれています。ぜ
ひ、親子でご一緒に「勇気づけ」を体感しに『ここちの森』にいら
してください。そして、ここで感じたことは、ぜひご家庭でも実
レッスンの様子
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践してみてくださいね。

子どもが安心して

子どもが自分の意図するように行動しない時、無理に行

挑戦できる見守りを

「愛着と自立 」

が大 切。 そうすることで 子どもは 安 心して自ら考え、行
てくれる親に対して一層、愛着を覚えていきます。

─

「成長のアーカイブ」

「〇〇ができるようになった 「
」 〇〇に興味を持ち始めた 」
など、子どもの成長を記 録することは 、その子の長 所 や
個 性を見つけることにもつながります。 記 念日や 行 事だ
けでなく、何気ない日常にひそむちょっとした変化を、写
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動 する自立 心を身につけます。そしてそんな 環 境を与え

目を向けること

｜

｜

─

動を 変 えさせるのではなく、共 感 する姿 勢 を見せること

日々の変化に
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子どもは 、“親の愛”を糧にする。

真に撮って残しておきましょう。

言葉を話せない時期の写真は

何気ない日常の1コマを収めた写真は、思い出だけではなく子

子どもの世界を深く教えてくれるもの どもが見ている世界や成長の過程を深く知るための有効なツー
ルです。ここちの森で楽しく遊ぶ子どもの姿を写して、子ども
の成長の様子と、
親が感じる成長の実感を残してみましょう。
フォトグラファー

丸尾隆一さん

共感

まるお・りゅういち ◯ ここちの森をはじめ、ココイクのさまざまなパンフレット、

WEB サイト掲載の写真を撮影。東京綜合写真専門学校講師。

ここちの森オリジナルの
成長記録アルバム

「ペタペタブック」

愛着

レッスン中は スタッフもお
子さまの様子を撮影。写真
はレッスン終了後にお 渡し
します。 オリジナル のスク

挑戦・自立

ラップブックに貼り付けて、
ぜひ成長の記録を残してく
ださいね。

ここちの森のレッスンでは 、親子のコミュニケーションをより良くするため、
次の 3 つを保護者さまにお願いしています。

cocochi member

ゆうとくんママ

使い方を
ちょっとのぞき見 !

「写真に加えて、レッスンの内容や息子の
様子を書いています。普段、スマホで撮っ
た 写 真 をプ リントすることはないのです
が、ここちの森での思い出はこうして残せ
るのでうれしいですね。」

強制せずに見守ること
自分を認めてくれている
安心感が、子どもの自主的な
行動を促します。

子どもの視点に立つこと
大人には意味なく見える
ようなことも
子どもにとっては大切な
成長の 1コマです。

親自身が楽しむこと
子どもは親をよく観察し、
場の雰囲気を
敏感に感じ取っています。

cocochi member

みくちゃんママ
「どんなツールを 使ったか、それがどんな
材料でできているかなどもメモ。振り返っ
て自宅で同じようにおもちゃを作ってみる
こともあります。たくさん貼って、書いて、

コミュニティスペースにマスキングテープや折り紙など
自由に使っていただける材料をご用意しています♪
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もう2 冊目に突入です。」

ここちの森の先に
「触ること」を介して起こる心と身体の成長。それは急激に何かが変わるものでは

レッスンルームの横にある「コミュニティスペース 」で遊んだり、

ありませんが、少しずつ子どもたちの中に積み重なっていきます。

母子分離を促すお預かりスペースを利用したりとレッスン以外にも

ここちの森での体験を通して、子どもたちの未来がより良いものになりますように。

｜

｜

さまざまな使い方ができます。
From cocochi members

※お子さまの年齢、ここちの森歴は、取材当時のものです。

Event

Community Space

食 育 、ものづくりなどチケットメンバーさま

6 、12 回券をお持ちのチケットメンバーさま

だけをご 招 待 する 会 員 限 定 イベ ントなど、

がレッスン日以外も毎日利用できるコミュニ

の森。一方的に「教わる」のではなく親子で一緒に遊びなが

不定期でイベントを開催しています。

ティスペースは 、オリジナルの遊具や装飾を

ら学べる参加型のスタイルが気に入りました。私たち親も

配した遊び場。飲食もOK です。

全力で楽しめる個性的なプログラムが魅力。身近にある
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ここちの森メンバーさまの声
イベント
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レッスン以外にも、不定期で開催されるイベントに参加したり、

COCOCHI NO MORI

COCOCHI NO MORI

もっと楽しむここちの森

コミュニティスペース

0歳からでも通える教室を探していて出合ったのがここち

道具を使ったツールが多いので、ホームセンター
などで材料を買ってマネをして作ることも。家

みくちゃん（1歳）& パパ・ママ
（ここちの森歴 4 カ月）

での遊びのバリエーションが増えたし、親子、
夫婦での会話も増えました。

息子にとってここちの森は「第2の家」
。人見知りをする方
なのですが、ファシリテーターの皆さんの膝に乗ったり、

いろんなジャンルの講師を迎え
プロから学べる機会
フードデザイナー、インテリアデザイナー、フォトグラ
ファーなど、その道のプロに学 ぶイベントも。ここち
の森でしか体験できない貴重で楽しい時間です。

Kids Room
キッズルーム

保育のプロフェッショナルが見守る、お子さまの
お預かりスペース。30 分単位でのご利用が可能
で、母子分離の練習にもご活用いただけます。
時間：11 時〜 6 時（最終受付 5 時 30 分）

リラックスした表情を見せたり、素のままで楽しんでいる
のがよくわかります。ここで体験したことはしっかり
覚えていて、
自然と家でもレッスンと同じような
遊びをやり始めるんですよ。少しずつモノへ
の興味が沸いてきて、いろんなことにトライ
することができるようになりました。

あおいくん（ 2 歳 2 カ月）& パパ・ママ
（ここちの森歴 1年 2 カ月）

対象：6ヶ月〜小学 3 年生
定員：あり（お子さまの年齢により定員数が変わります）
料金： 0 歳：2,160 円 、1 歳：1,890 円 、

2 歳以上：1,620 円（お子さま1 人あたり、30 分）

ファシリテーターの皆さんはどんな声にも耳を傾け、
「それ、

※料金やシステムなどは変更になることがあります。
※ご利用についての詳細はココイクの公式 WEB サイトをご覧ください。

いいね！」と乗ってくださる。安心して自己表現ができる
空気感が、息子はたまらなく好きなようです。レッスン後
はその日の内容を事細かに話してくれますし、日常でも
「この前、ここちの森でやった！」と体験したこと

ここちの森アレンジで楽しむ季節の行事
夏 祭り、ハロウィン、お正 月など、定番 の季 節の行事
ちの森のエッセンスを加え、アレンジして遊びます。

いくくん（5歳10ヶ月）& ママ
（ここちの森歴 7カ月）

現できる場所、夢中になれる場所があること
をありがたく思っています。
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を、ぐにゃぐにゃ、おととひかり、ふんわりなど、ここ

にはすかさず反応。親として、自分の言葉で表
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お子さまの成長と親子の豊かな時間を育む場として、日々前進し続けます。
ここちの森は 、親子 1組 1組に丁寧に寄り添いながら、
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