
 

 

*フェルデンクライス・メソッドは、フェルデンクライス博士が創始した体から脳に働きかけて【学び
方を学ぶ】ための手法です。脳の働き方が変わることで動きや認知、感覚、思考が変わってきます。
世界各地で、リハビリ、教育、スポーツ、武道、芸術、芸能、心理などの分野で応用されています。 
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チャイルドスペース-ハバ•シェルハブメソッド 
指導者養成講習開講のお知らせ 

 
 チャイルドスペースは 子どもの発達を見守り、後押しする新しい手法です。フェルデ
ンクライス•メソッド*を元にしてハバ•シェルハブ博士が創始しました。 
 私は2011-13年のオランダでの指導者養成講習を修了し、日本初の指導者となりました。
現在は島根県松江で日々活動を続けております。この度、上記講習を松江で開催することが
決まりましたのでお知らせいたします。  
子どもの体や発達が何かおかしいとお感じの方、 
子どもと関わる現場にいらっしゃる方、 
子どものために何かしたいとお考えの方、 
子育て中、孫育て中の方、 
子どもが大好きな方、  

 この手法は、診断を待つことなく、ただ様子をみるだけでなく、
早期から「気になる」子どもの今の状態に対応することができます。
日本初のこの講習に参加して、この画期的な手法を周りの子どもた
ちのために役立てていただけませんか。 

 
 
 

 
まずは「チャイルドスペース-ハバ•シェルハブメソッド」についてお話させてください。 
 

 １.運動の発達と「発達障がい」 

 これをお読みの方の中には子どもさんとの活動を長くされている方もいらっしゃると思
います。私は子どもたちとの活動を始めてまだ５、６年ですが、動きが気になる子どもに本
当にたくさん出会います。寝返りを片側しかしない、ずり這いが左右対称でない、ハイハイ
をしない、座ったまま動かない、姿勢が保てない、じっとしていられない、よく転ぶ、細か
い作業が苦手、…… 
 このような子どもたちは大きくなってから集団での活動や学校の勉強になじめず、つらい
思いをしていることがあります。なかには「発達障がい」「学習障がい」と診断される子ど
ももいます。また最近は「大人の発達障がい」が注目され始めていますが、フェルデンクラ
イス•メソッドの成人のクライアントさんの中に発達障がい特性を持っていらっしゃる方も
よくお見受けします。 
 チャイルドスペースの創始者•ハバ博士は、大きくなってからの様々な問題の根っこは発
達の過程にあると気づき、発達に早期から介入するチャイルドスペースという手法を開発し
ました。確かにご相談を受ける子どもさんの小さい頃の様子を聞いてみると、運動の発達が
順調でなかったケースがほとんどです。 



 

 

 例えば、ほとんどの赤ちゃんは生後１ヶ月くらいになると手足をバタバタさせたり、周り
の様子を見ようとして頭を動かしたります。が、中には仰向けのままでじっとしている子も
います。そのような赤ちゃんは、やがて月齢が進むと”座らせられる”ようになります。そし
て、寝返りもハイハイもしていないのに、いきなりつかまり立ちをし歩くようになります。
しかし、必要な運動の基礎ができていないので、平らなところで転んだり、簡単な動きもう
まくできません。またコミュニケーションがスムーズでなかったりすることもあります。 
 このような子どもが、日常のなかでいろいろな難しさを持つようになるケースをよく経験
します。それは「発達障がい」と診断されるほどではなくても、子ども自身はさまざまな難
しさとともに日々生活しており、そのことが心理的な問題を引き起こすこともあります。 
 
 

 ２.赤ちゃんの自発的な学びと発達 

 赤ちゃんはお母さんの胎内にいる時から誰にも習わずに、 
自分の力でさまざまなことを学んでいます。 
 手足を動かす、寝返り、ハイハイ、立つ、歩く、 
 周りの変化を感じる、物を扱う、人と関わる、… 

興味に導かれ、動きや感覚を使ってたくさんのことを”自習”して
いきます。これがフェルデンクライス•メソッドの肝である自発的な学びです。 
 このとき体が思い通りになると、動くことがどんどん楽しくなってきます。試行錯誤も自
由にできます。そして１年ちょっとの間に、重たい頭を１番上にした不安定な状態で移動す
るというとても難しい技術＝歩行を自分で身につけていきます。チャイルドスペースでは、
このような自発的な学びを体や動きから脳に働きかけて後押しします。 
 子どもの発達は、１つ１つのステップが動きを通した学びの過程です。そのステップは、
二足歩行をし道具を使うために、長い長い進化の過程で精選され、残っているものばかりで
す。ここには何一つ無駄なものはなく、全てのステップが必要不可欠なものばかりです。ま
た発達には流れがあり、１つのステップはそれより後のステップへの基礎となり、連綿と複
雑につながりあっています。例えば、寝返りの時の体のねじれは歩行の時の体のねじれの基
礎になっています。 
 あるステップが欠けたり、経験が不十分であると、その後の複数のステップに影響を及ぼ
します。ですから、特に一人で歩けるようになるまでのステップはたっぷりと経験して大き
くなっていってもらいたいのです。 
 チャイルドスペースでは、赤ちゃんの体に触れたり、発達の動きをうながしてあげること
で、赤ちゃんが自分の体に気づき、自発的に新しいことを学んでいきます。できなかったこ
とができるようになって、赤ちゃんが見せてくれる「できたよ！うれしい！楽しい！」の笑
顔。その喜びが次の学びのステップへのエネルギーとなります。また親御さんも我が子の変
化•成長を見て喜ばれます。そして、そのような喜びの場に一緒にいられることは、チャイ
ルドスペース指導者の大きな喜びとなっています。 
 健康な赤ちゃんも、障がいや病気を持つ赤ちゃんも、それがどんなに難しい状態であって
も必ず何かを学ぶことができます。  

脳は学び続けることができ、その学びに限界はありません。 
 

できなかったことができるように、 

できることは楽々と、そして優雅に 



 

 

 
３.フェルデンクライス•メソッドと 
チャイルドスペース 

 
 この重力世界の中で、人間の骨格や筋肉•脳神経系をもって、無理な
く楽に動くやり方があります。フェルデンクライス•メソッドの指導者
は、そのことの専門家です。重力の中でいかに楽に動くかを学ぶのが運動発達の過程である
と言えるかもしれません。 
 ただ世の中には、楽なやり方を思いつかなかったり、やりたいと思ってもうまくできない
子どもたち、大人たちがいます。誰にもプログラムされているはずの発達の過程がさまざま
な理由で順調に進まない人々がいるのです。それは日々の生活のなかで ”個性”の範囲を越
え、様々な困難を生じる要因になっています。困難が日常的で重大なものになってくると、
自分の力を認めることができなくなり自己存在の否定にまでつながることも少なくありま
せん。 
 大きくなってからでも遅くはないのですが、まだ問題がシンプルなうちに少しでも早く気
づいて、早い段階で対処してあげられたらといつも思います。もっと早く出会うことができ
たら子ども自身も親御さんも無用に苦しまなくてすんだかもしれない…. 
 このように、その人の人生全般にわたって影響を与える「発達」はフェルデンクライス•
メソッドの中の大きな柱の一つです。しかし、残念ながらフェルデンクライス•メソッドの
指導者養成講習での発達の取り上げ方は、断片的であり十分ではありません。しかし、本講
習では、発達の過程を深く体系的に学ぶことができます。 
 発達には流れがあります。本講習では、発達の流れを最初から順を追って自分の体でじ
っくり再体験し、さらに他者の発達をうながす方法を身につけることができます。 
 ヒトが動きを最も獲得しやすいルートである発達の過程を再学習することで、フェルデ
ンクライス•メソッドの理論的根拠や体系についてより理解が深まります。そして、新しい
視点を得ることで個人レッスン(ＦＩ)やグループレッスン(ATM)のやり方も変わってきます。 
 チャイルドスペースの手法は、赤ちゃんや子どもとのレッスンだけでなく、大人とのレッ
スンにもそのまま応用できます。なぜならケガや脳の障害、高齢などによって動くことが難
しくなった大人も、これから学ぶ赤ちゃんも「今はできない」という点では同じですから。 
 

 ４.チャイルドスペースの創始者ハバ•シェルハブ博士 
 今回の講習の総責任者はメソッドの創始者でもあるハバ•シェル
ハブ博士(Dr. Chava Shelhav)です。ハバ博士はフェルデンクライス博
士の最初の１３人の弟子のうちの一人です。ハバ博士は、修士課程、
博士課程ともに、発達に問題のある子どもにフェルデンクライス•メ
ソッドを応用する研究を行いました。フェルデンクライスの経験だけ
でなく学術的なバックグラウンドにも確かなものをお持ちです。そし
て、その半世紀近い経験と研究の上に胡座をかくことなく、今も学び
と進化を続け、会うたびに新しい一面を見せてくださいます。 
 ハバ博士がこれまで日本で教えたのはフェルデンクライス指導者
養成講習京都１期の１回のみです。今回はフェルデンクライス博士の

教えを直接引き継ぎ、今も磨き続けているハバ博士の指導のもと、日本において少人数で教
えを受けることができる貴重な機会です。ハバ博士も日本での開講を強く望まれており、今
回の開催をとても喜んでいらっしゃいます。 

ハバ•シェルハブ博士 



 

 

 世界のフェルデンクライス界の指標の１人といえる博士の存在を生で身近に感じること
は、これからのみなさまの活動に大きな意義があることと思います。どうぞこの貴重な機会
を自分自身の学びのために、そして周囲の方々のために生かしてください。 
 
 
Youtubeに動画がありますので、どうぞご覧ください。 
●チャイルドスペース紹介  

 
●ハバ博士のレッスン動画  

 
 
 
 
 

以下、講習の概要です。現時点での情報ですので、変更される場合もあります。  
★定員は２５名です。ご興味のある方はお早めにコンタクトをお願いいたします。  
 1. 参加したい 
 2. 参加の方向で考えたい 
 3. 参加したいが現時点では決められない 
 4. 参加したいが金額的に難しい 
 5.ビジター参加を検討したい 
 6. 今回の参加は見送る 
 7. 講習への参加は難しいがチャイルドスペースには興味がある 
 8. その他  

などをお知らせいただけますと喜びます。 
 
質の高い講習を皆さまにお届けできるよう努力を惜しまぬ所存です。 
みなさまの周りに、必ずあなたの手を待っている子どもがいます。 
穏やかで美しい古都・松江にて深い学びをともにいたしましょう。 
どうぞよろしくご検討くださいませ。 
 
最新の情報をお送りします。 
ご希望の方は、高尾明子 akiko.takao@nifty.ne.jp までお知らせください。 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   

チャイルドスペース-ハバ•シェルハブメソッド 
指 導 者 養 成 講 習(概要) 

 
【日程】 第１ｾｸﾞﾒﾝﾄ 2015年12月11日(金)～20日(日) 休み16日(水) 

第２ｾｸﾞﾒﾝﾄ 2016年 4月16日(土)～25日(月) 休み21日(木) 
第３ｾｸﾞﾒﾝﾄ     7月 
第４ｾｸﾞﾒﾝﾄ     12月 
第５ｾｸﾞﾒﾝﾄ 2017年 4月 
１回のセグメントは１０日間、前半５日＋休み１日＋後半４日 

 

【時間】 9:30-12:30 午前  ３時間 
    12:30-14:00 昼食 1.5時間 
    14:00-17:00 午後  ３時間 

※初日と最終日は
短縮の予定です。 

※日にちは調整中です。 

レッスンの相手はジャスミンという３歳半の女の子。左脳の２/３がダメー
ジを受け、右半身の麻痺、発話•認知の機能を失いました。彼女が右半身の
機能を思い出し、回復していく様子がとてもよくわかります。４部作です。 

 

 

Chava Shelhav Method 

 Chava  Jasmine 

http://www.youtube.com/watch?v=KCHXv7PPC0Y
http://www.youtube.com/watch?v=_j-XXaGIuCI
mailto:akiko.takao@nifty.ne.jp


 

 

【会場】 島根県民会館 http://www.cul-shimane.jp/hall/access/index.html 
 〒690-0887 島根県松江市殿町158 
※松江までの交通 https://www.kankou-shimane.com/access/ 
 飛行機→出雲空港(JAL,FDA)、米子空港(ANA,SKY)から車で３０分 
           例:羽田→米子1h20￥9790～(ANA旅割75利用) 
 JR→新幹線で岡山乗り換え、特急やくも号にて松江へ(伯備線→山陰本線) 
 高速バス→東京、名古屋、福岡などから深夜バスあり 
      関西、広島、岡山などから昼行便多数あり 
車→広島～松江2h30、岡山～松江2h30、大阪～松江3h30 

 

【内容】  •発達の動きの再体験 (DME) 
•発達をうながすための手技 
•講義 
•クラスディスカッション 
•トレーナーによるデモレッスン 
•赤ちゃんとのレッスン実習、など  

●講習時の対象となる年齢は主に、生後すぐから自分で立ち上がり歩くようになるまでの
赤ちゃんです。 

●発達の遅れ、落ち着きがない、体のつくりや筋肉の緊張度がアンバランスである、神経
学的•整形外科的な問題がある、などのような特別な支援を必要とする赤ちゃんに対す
る支援の仕方を学びます。 

●健康な赤ちゃんに対してどのように働きかけるかも学びます。 
●動き•感情•認知の発達におけるそれぞれの関係性を観察する技術がいっそう高まります。 
●赤ちゃんや親御さんに働きかける専門的なスキルを新たに獲得することができます。  
※全ての講習に通訳がつきます。 

 
【講師】 
 
 
 
 

Chava Shelhav(ハバ•シェルハブ)博士 
http://www.feldenkrais-shelhav.com/ 
チャイルドスペースの創始者。本講習の総責任者。フェルデンクライス博士の最初の１３人
の弟子のうちの一人でフェルデンクライス•メソッドの世界的な指導者。半世紀近いフェルデ
ンクライス•メソッドでの経験と大学院での研究からチャイルドスペースを創始した。現在、
イスラエル、オランダ、アメリカでチャイルドスペースの講習を行っている。イスラエル在
住。 

 
Barbara Leverone (バーバラ•レベロニ) 
http://srqchildspace.com/Home_Page.html 
チャイルドスペース•トレーナー。フェルデンクライス国際公認指導者。アメリカ初のチャ
イルドスペース講習を卒業後(2009シカゴ1)、NYでチャイルドスペース講習を共同主催
(NY1)、NY2ではトレーナーを勤めている。アメリカ在住。 
 

 
 
Lauren D'Arsie(ローレン•ダーズィ) 
http://www.refinemovement.com.au/about-lauren-darsie/ 
チャイルドスペース国際公認指導者(2012シカゴ2)。フェルデンクライス国際公認指導者
(2009パース2)。理学療法士。２児の母。オーストラリア在住。 

宍道湖の夕日 

トレーナー(各セグメントに１名) 
 

アシスタント(全セグメントに常駐) 

 

http://srqchildspace.com/Home_Page.html
https://www.kankou-shimane.com/access/
http://www.feldenkrais-shelhav.com/
http://www.refinemovement.com.au/about-lauren-darsie/
http://www.cul-shimane.jp/hall/access/index.html


 

 

高 尾 明 子 
https://www.facebook.com/akiko.takao.3 
チャイルドスペース国際公認指導者(2013アムステルダム2)。フェルデンクライス国際公
認指導者(2000ブリスベン2)。国際基督教大学(ICU)、お茶の水女子大学大学院卒。修士(動
作学専攻)。松江在住。 
 ※ウェブサイトは近日中に公開の予定です。 

 
【受講料】 １セグメントあたり¥188,000- 

講習中の全録音データ込みの金額です。後日、音声ファイルにて配布されます。 
講習中は通訳が常駐します。講師への個別の質問などにも対応します。 
トレーナーのデモレッスン、手技の説明などの動画を低価格で購入することがで
きます。(参考：生徒がボランティアで文字起こしをした場合、テキストファイルも無料
で提供される可能性があります。) 

 
【定員】 ２５名 *人数が少ない場合は延期することがあります。 

小規模での深い学びをお約束します。 
 
【受講資格】 資格、年齢などの制限はありません。 

フェルデンクライス指導者以外の方も受講することができます。 
※お子さん連れでの参加をお考えの方は地元でのベビーシッター探しにご協力できる場
合があります。お問い合わせください。 

 
【修了時】 所定の条件を満たした場合、Child’Space Practitioner(チャイルドスペース•プラ

クティショナー)としてハバ博士より認定され、修了証が発行されます。 
現在、国際的な組織を設立する準備が始まっています。本講習終了時には、その組織から
の認定となる可能性があります。 

 
【補講】 修了条件が足りない場合は補講や他の講習(現在は海外のみ)を受けて修了条件を満た

すことができます。補講はアシスタントにより日本国内で行われます。有料にな
る可能性があります。 

 
【ビジター参加】 ビジター参加は第１セグメントのみ受け付けます。(有料) 

流れのある発達を扱いますので、途中からまたは途中だけの参加は難し
くなります。どうぞご了承ください。 
第１セグメントは全日ハバ博士が担当される予定です。 

 
【問い合わせ】 高尾明子 akiko.takao@nifty.ne.jp 

スカイプ、電話でも対応できます。事前にメールにてお問い合わせください。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
以上は2015年４月現在の情報であり、変更になる場合があります。 
ご質問や最新の情報は高尾明子akiko.takao@nifty.ne.jpまでお問い合わせください。 

講習ではこのような人形
やぬいぐるみを赤ちゃん
に見立てて練習します。 

mailto:akiko.takao@nifty.ne.jp
https://www.facebook.com/akiko.takao.3
mailto:akiko.takao@nifty.ne.jp

