
1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

学研コンテンツ

五感(特に視覚、触覚、聴覚)

視覚的に訴える絵本、素材が異なり触感の違いを感じやすいボールなど

しましまぐるぐる、ふわふわなげっこ、コロコロコロリン、やわらか洗えるつみき、読みたくなる本棚KD
できる！をたすけるシリーズ はいはいセット、どこでもパーテーション

1st Stepの子どもは、興味をわかせるための視覚的情報や触覚に訴えるようなおもちゃなど、近くに見たり触れたりする五感を刺激
する素材があると良いでしょう。

1st Stepの時期には、フレックスコモンズを子どもの五感を刺激するプレイサイトにして、子どもの怪我などの要因となりそうなも
のを排除しておけば、安全かつ、さまざまなものに触れることで興味をもって五感を育むことが可能です。

1F

しかけ絵本 やさしい
布おもちゃ

積み木ブロック

ゲートマット本棚

「しましまぐるぐる」

「読みたくなる本棚 KD」

「ふわふわなげっこ」
「コロコロコロリン」

「やわらか洗えるつみき」

「どこでもパーテーション」
「できる！をたすけるシリーズ

はいはいセット」

視力が未熟な、2ヶ月の赤ちゃんでも識別し
やすい黒・白・赤などコントラストの強い色
で構成されているので、はじめての絵本にピ
ッタリです。繰り返される言葉のリズムや語
呂の良さで聴覚からも赤ちゃんがしっかり楽
しめます。

感触と音を楽しめるおもちゃです。持ったりつ
かんだりすることで音や感触を楽しめます。自
ら関わることで最も大切な自発性や主体性が育
まれます。

体の発達に合わせて、積んだり、並べたりが
できてくる時期にピッタリのおもちゃです。
夢中になって関わることで集中力も育くまれ
ます。まるごと洗えて衛生的に使用でき、ソ
フトで安全に楽しめます。

子どもたちは｢絵｣が大好きです。絵本の表紙
を見せる本棚にする事により｢あれ？｣｢なん
だろう？｣と思い自発的に絵本を読みたくな
ります。本棚に絵本の写真を張り付ければ、
自分で読んだ本をお片付けすることまででき
るようになります。

登って降りて変化にとんだ｢みち｣はハイハイ
する赤ちゃんの発育にぴったり。毎日の遊び
の中で楽しく体を動かすことで、運動への興
味を深めます。

ハイハイや１人歩きができるようになったら、
赤ちゃんはいろいろな事に興味を持ちます。遊
び場は好奇心旺盛な赤ちゃんにとっては危険な
場所になる事もあります。可動タイプは片方の
柱が角度を変えられるので、連結する事でさま
ざまな角度で仕切る事ができます。

プレイサイト
【フレックス・コモンズ】

自然に五感を育めるプレイサイト【フレックス・コモンズ】　

リビングで五感を育むコンテンツ



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール 壁に貼ることができるフェルト吸音材

1st Stepの子どもは泣いたり笑ったりとにぎやかで、音を出す環境を整えることが成長を支えることになります。

1st Stepの時期でも、仕事をしなければならない場合もあります。パートナーの協力が必要ですが、そんなときでも、家の中に小さ
な独立空間があれば大丈夫。音漏れしないような仕切りをしたり、フェルト素材のインテリア吸音材を貼ることで、Webミーティ
グなどの音を吸収して子どもが寝ているのをじゃましないようにすることが可能です。
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フェルト吸音材

自宅で仕事をする際には音漏れにも注意が必要です。セキュリティの点
だけでなく、在宅する家族への配慮のためにも、フェルト素材の吸音材
を壁に貼り付けることで音漏れを防ぎ、声を出して行うWeb会議などに
適したワークスペースになります。

ミニラボ

仕事を続けながらも育児もしっかりできる環境【ミニラボ】

ミニラボ(独立空間)で様々な音を吸収しやわらげるフェルト素材



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール

スイングチェア、バウンサー、折りたたみカウンター

1st Stepの子どもは、寝たり起きたりの周期が短いのが特徴です。スイングチェア、バウンサーなどを利活用し気持ちよく寝かしつ
けてあげることで親の育児の疲れを軽減させることも可能です。

赤ちゃんの時期は細々した洗濯や消毒する機会がたくさんあります。それを乾かしたり畳んだりするフレキシブルなカウンターがあ
ると便利です。また、フレックスワークコーナーがあれば、赤ちゃんが寝ている間にメールチェックやデスクワークをすることも可
能です。育児が中心の生活で仕事をする機会は少ないですが、適度に社会との関係を保つことは体や心の健康に有効です。
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ワークコーナー
(カウンター)

「折り畳みカウンター（ミサワホーム　セレクションアイテム）」

限られたスペースに常時デスクを設置することが現実的でない場合は、壁付の折り畳み式カウンター
もおすすめです。使わないときは必要に応じて簡単に折りたためてフラットに納まるため、スペース
を有効活用できます。ワークスペースや簡単な作業台としても使えて便利なアイテムです。

フレックスワーク
コーナー

赤ちゃんをあやす合間を活用【フレックスワークコーナー】

ダイニング横のフレキシブルなワークコーナー(カウンター)



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

好奇心、積極性

図鑑、日本地図、世界地図

2nd Stepはさまざまなものに興味を持つ時期です。会話も楽しめるようになり、大人にたくさん話しかけてくる時期でもあります｡
興味は学びのエネルギーになるので会話を広げてあげることが大切です。

日常生活で、さまざまな変化が見られるキッチンやダイニングをトークサイトと見立てれば、子どもはさまざまなことに興味を持ち
会話の機会を増やすことができます。料理だけでなく、片付け、テレビの番組なども彼らにとっては興味の対象です。キッチンにつ
ながったダイニングテーブルや、キッチン前にカウンターテーブルを置いて、家事の手元が見えたり、テレビを一緒に見たりする子
どもの居場所(トークサイト)を作ってあげると、子どもは興味をもつので会話が弾みます。

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール キッチンにつながったダイニングテーブル、キッチン前カウンター、子ども用踏み台

学研コンテンツ 学研の図鑑LIVEシリーズ、とけいのレッスン、木製パズル日本地図、アートであそぼシリーズ
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図鑑 とけいの
レッスン

日本地図

しかけ絵本

「学研の図鑑 LIVE シリーズ」

「アートであそぼ　かたちがぱぱぱ
まるまるころころ」

「木製パズル日本地図」

「とけいのレッスン」
２歳ごろからさまざまな色の違いもわかり、ペー
ジをめくれるようになります。この時期に子ど
もの興味にあった本物を確認できる図鑑があ
ることで会話も弾み、語彙力も育んでいける
ことでしょう。

時計と生活を結びつけることで、家族の会話
が生まれます。慣れてくると、目標を達成す
るために考える力や、時間管理の力も養えま
す。

自分の住んでいる県などに興味を持ち始めた
ら、形や特産物と合わせて日本のさまざまな
地域について触れていきましょう。細かく見
比べることができるようになる時期なので、
形の違いなども、自分の言葉で表現していく
きっかけとなります。

1st~2ndの時期は、お父さん、お母さん、ま
わりの大人たちの声を聞いたり、音や色の形、
絵の変化を楽しんだりします。そんな時期に
ぴったりの絵本です。動かして、振って楽し
い仕掛けがいっぱい。

トークサイト

手元が見えるダイニングキッチンで会話の題材が生まれやすい場づくり【トークサイト】

ダイニングキッチンで会話のきっかけから興味を広げやすいコンテンツ



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

学研コンテンツ

自立心、想像力

収納場所がわかるサインシール、ブロックなど

Gakken×OURHOMEシリーズ、Gakkenニューブロック、はじめてのプログラミングカー

2nd Stepの時期はさまざまなものに興味を持つことと同時に、生活習慣を身につけていく時期です。

空間をダイナミックに使うことができれば子どもの興味は広がります。フレックス・コモンズを子供の居場所としてプレイサイト
にすれば、生活の邪魔にならずにおもちゃなどを広げることができます。また、フレックス・コモンズにおもちゃや日常使いの道
具、衣類などの置き場をつくることでその習慣をつけることができます。

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール キッチン前カウンター、子ども用踏み台、可動式収納ワゴン
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みじたくシール

プログラミングできる
おもちゃ

できたよマグネット

ブロック

「おかたづけ育シリーズ OURHOME かばんおきシール」 「みじたくシール」

「くつおきマーク」「できたよマグネット」

「Gakken ニューブロック」

「はじめてのプログラミングカー」

整理整頓、お片付けをする際、子どもの「自分でやりたい気持ち」を「自分でできる！」に促すシー
ルです。アイコンでわかりやすいので一人でできることも増えていきます。

1stから2nd時期まで長く遊べるブロック。
一人で組み立てられるようになると想像力を
働かせてさまざまな作品が作られるでしょう｡
色の組合せや形状など、こだわった部分を聞
き出せば会話が生まれます。たくさん褒めて
あげると自己肯定感を育むことができます。

プログラミングはちょっと苦手、と思われる
保護者の方も一緒に取り組める玩具です。こ
こに行くにはどんな道を通る？決めた道を進
むにはどんな命令を出したらいい？会話しな
がら楽しくプログラミングに取り組めます。

日常生活の中で行うことを見える化し、楽しくやる気を育て、生活習慣の獲得を促すマグネットです。
やることが終わったらマグネットを裏返すとにっこりマークが現れます。

プレイサイト
【フレックス・コモンズ】

フレキシブルな空間を使って想像力と生活習慣を養う場づくり【フレックス・コモンズ】

リビングで想像力が膨らんだり、生活習慣が育まれるコンテンツ



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール お仕事中サインボード、遮光用ブラインド、目隠し用ブラインド、ロールスクリーン

2nd Stepの子どもはいろんなものに興味をもつ時期です。大人の状況を理解し配慮することは難しく、いつでも話しかけてきます。

家事や仕事をしていると興味があるからこそ、子どもは声をかけてきます。｢仕事の邪魔｣だと叱る前にそうさせないシチュエーショ
ンが大切です。
2nd Stepの時期は、様々なものに興味が生まれる時期なので、大人はTPOに合わせて子どもの視界をコントロールする工夫が必要
です。仕事に集中するためには独立した個室があると便利です。

1F

サインボード 穴無しのスラットブラインド

WEB会議中・電話中・締め切り前など、子どもでもわかるように書い
ておくと、｢いまはジャマしちゃダメ｣とママの仕事に協力してもらえま
す。

昇降コードを通す穴がないスラットを採用すると、光漏れを防止し高い
遮光性を実現できます。スラットを閉じた際の重なりを大きくして、遮
へい性も向上しました。

ミニラボ

子どもの興味を妨げないための仕事スペース　集中する仕事の実現【ミニラボ】

子どもに大人の状況を認識させる独立した空間【ミニラボ】



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

知的好奇心、論理的思考力、語彙力、感受性

図鑑、学べるカードゲーム、卓上プロジェクター、大画面TV

3rd Stepは好きなことを見つけ、喜びを感じ始める時期です。子どもの知的好奇心を高めるような機会を増やすことが大切です。

キッチン脇のダイニングテーブルでは、子どもと家事をしながらでもニュースなどを見て、子どもが興味を深めていくことをアシストできます。
ダイニングには家族が集まります。大きなダイニングテーブルなどを設置すると、それぞれが違うことができ、同時に何をしているかが刺激として
入ってきます。例えば子どもが宿題、大人が読書や新聞を読んだりしていても、お互いに、興味が湧いたことを話し合う場になります。

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール ものをたくさん広げられるビッグダイニングテーブル、キッチンと連続したダイニングテーブル

学研コンテンツ めくって学べるきかいのしくみ図鑑、世界の国旗かるた、頭のよくなる九九トランプ ククップ

1F

学べる
カードゲーム

学べる
カードゲーム

図鑑

「めくって学べる
きかいのしくみ図鑑」

「世界の国旗かるた」

「頭のよくなる
九九トランプ ククップ」

かるたで遊びながら、世界の国々や国旗など
を覚えることができます。グローバルな視点
を育み、学校の勉強としても役立ちます。
国旗を見てどんな国なんだろうと知的好奇心
を育みます。

家族みんなで楽しめる計算系パーティーゲー
ム。おうち時間にみんなで遊んで九九を楽し
く覚えられます。遊びが学びになる時期だか
らこそ、九九をテーマにした遊びで学ぶこと
が好きになり、できた！が増える時間を作る
ことができます。

何気なく使ったり、乗ったりしている機械
や乗り物の｢しくみ｣をめくって可視化しま
す。なるほど!が知的好奇心を刺激します。
しくみについて考える事は論理的思考の訓
練にもなり、プログラミング教育の基礎とな
る力を育みます。

トークサイト

ビッグテーブルで対話を肥やしに想像力を膨らます【トークサイト】

ダイニングなどのトークサイトでニュースなどを題材に知的好奇心を広げるコンテンツ



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

学研コンテンツ

自己肯定感、知的好奇心、論理的思考力、語彙力、感受性

作品を飾るコルクボード、キッチンの近くにあるカウンター

工作レシピ、製作キット

小学生のキッチンでかわいいクラフト、ふしぎの国のアリのすハウス、だんごむしわくわくめいろハウス、除菌手づくりねんどせっけん

3rd Stepは好きなことを見つけ、喜びを感じ始める時期です。また、単に興味を引き出すだけでなく、さらに学びの原資となる興味や意欲を
引き出すために、やっていることを認めてあげることが大切です。

小学校期は集中力がより持続するようになります。集中を阻害しないよう視界に余計なものが入らない環境を与えてあげると、集中力が持続
します。また、人に見守られていると安心して集中することができ、親に自分のやったことを認めてもらう欲求があります。
フレックスワークコーナーでは、キッチンなど親が家事をしながら子どもを見守り、いつでも承認の欲求を満たしてあげることができます。

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール

1F

製作キット 製作キット

製作キット

工作レシピ

「小学生の
キッチンでかわいいクラフト」

「除菌手づくりねんどせっけん」

「ふしぎの国のアリのすハウス」
「だんごむしわくわくめいろハウス」

キッチンにある身近な材料を使って遊びなが
ら、かわいい雑貨が作れるレシピがいっぱい! 
3択の実験クイズもあり、なぜそうなるかを
わかりやすく解説。食べられるクラフトまで
たくさん紹介しています。身近な材料で親子
で楽しみながら作ることができます。

ふだん見られない地中でのアリのくらしが間
近で観察できる飼育キットです。食べ物の好
き嫌いや迷路実験などの簡単な生体実験がで
き、実験をしながら観察日記をつければ立派
な自由研究になります。

実はだんごむしは迷路をぬける名人。ブロック
で簡単に迷路が作れる飼育ケースで、だんごむ
しが迷路をぬける様子を観察できます。なぜ迷
路を抜ける事ができるのかを解説しているハン
ドブックもついています。不思議！発見が学び
の意欲に繋がります。

作るって楽しい！を引き出す、おうちで楽し
石鹸を制作できるハンドメイドキット｡。
作った粘土は１日たつと固まり石鹸になりま
す。石鹸をみんなで使って、できた！の感動
体験が次の興味や学びに繋がります。

フレックスワーク
コーナー

子どもの｢できた！｣を認めてあげる【フレックスワークコーナー】

｢できた！｣を認めてあげる(承認欲求・自己肯定力)フレックスワークコーナー



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

学研コンテンツ

知的好奇心、論理的思考力、語彙力、感受性

ファミリーライブラリー(共有棚、個人棚)、鍵付き収納

図鑑、書籍・教材、製作キット

算数図鑑、立方体の切断の攻略、天体望遠鏡ウルトラムーン、人体骨格ミュージアム

3rd Stepは就学し、自宅学習の時間が増え集中時間も長くなります。好きなことを見つけて熱中する時期でもあります。

集中して課題をする、オンラインで学習する機会も増えており、音を遮断できる環境がおすすめです。また、独立して集中できるよ
うなラボ空間をつくれば、好きなことに熱中できるようになるでしょう。大人にとっても、音を遮断できる環境があるとオンライン
会議や集中したい業務ができます。

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール

1F

製作キット

骨格模型

「人体骨格ミュージアム」

「天体望遠鏡ウルトラムーン」

算数教材

「立方体の切断の攻略」

ドリルブックと教材が入ったセットで、平面
ではイメージしづらい図形問題をビジュアル
体験する事ができ、理解を深めます。入試問
題をパズルのようにイメージしながらご家庭
でしっかりトレーニングする事ができ、論理
的思考力を育めます。

図鑑

「さわって学べる算数図鑑」

楽しいしかけがいっぱい！見て触って｢空間
をイメージする力｣が身に着きます。親子で
さわって覚える体感教材で、図形で楽しく遊
びながら算数センスを伸ばしましょう。

明るく見やすいレンズで月のクレーターまで
くっきり見える天体望遠鏡キット。自分で組
み立てることで望遠鏡のしくみまで学べます｡
宇宙への興味を育むガイドブックを見ながら､
宇宙に思いを寄せることで探究心を育みます｡

成人の約6分の1サイズの人体骨格模型。リ
アルな模型をパズルのように集中して組み立
てるうちに、からだのつくりや骨の形に詳し
くなります。調べ学習にも役立つガイドブッ
クで知的好奇心を刺激します。

ミニラボ

オンライン学習も快適な独立空間【ミニラボ】

独立した集中できる空間で家族の物を共有しながら集中できるコンテンツ



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

学研コンテンツ

抽象的思考力、社会性、集中力、向上心

ファミリーライブラリー、ベンチソファ、カフェ風テーブル＆椅子

創造力を刺激する書籍、新たな体験を共有できるツール

なぜ僕らは働くのか、世界がぐっと近くなる SDGsとボクらをつなぐ本、5秒後に意外な結末シリーズ、天体望遠鏡ウルトラムーン

4th Stepでは、自分の興味関心を形にする時期です。家族それぞれのタイムスケジュールが合いにくくなりますが、昨今は在宅テレ
ワークが増え、この時期でも一緒に過ごす時間が増える傾向にあります。

4th Stepは対話から思考力をつける時期でもあります。テレワークやオンライン学習の浸透から在宅時間が増え、それぞれの学ぶ姿
や働く姿を目にする機会が多くなりました。仕事をしている背中や在宅学習の姿勢から、それぞれが発見することもあり、刺激をし
合う良い関係にもなります。天井高に余裕のあるフレックス・コモンズなら気持ちも開放的かつ能動的になり、さまざまなクリエイ
ティビティを発揮できるようになります。また、家族でシェアする本棚や飾り棚を設ければ、会話をしなくてもそれぞれの興味事の
変化などが感じられ、モノを通した対話ができます。

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール

1F

書籍 書籍 書籍

ファミリーライブラリー・ベンチソファ製作キット

「世界がぐっと近くなる
SDGs とボクらをつなぐ本」

「なぜ僕らは働くのか」

「天体望遠鏡ウルトラムーン」

「5秒後に意外な結末シリーズ」

「ミサワホーム アイテム」

仕事、お金、働きがい、AIの進歩、多様性の尊
重、人生100年時代…。働くうえで考えるべき
さまざまなテーマをマンガと図解で多角的に伝
えます。これから社会に出る若者たち、仕事に
向き合い悩む大人たちが、未来に明るい希望を
持てるように。そんな想いが込もった、温かく
て前向きになれる一冊です。

お子様と一緒に理解しやすいSDGs本です。
ニュースやテレビなどでよく聞くSDGsを身
近なものとして理解して家庭内でも実践で
きるような一冊です。

5分程度で読めて、ラストにはあっと驚くど
んでん返しのストーリー。ラストに待ち受け
る感動や笑い、人生の教訓。5分で読めるか
ら集中が続き、空いた時間に読書をする習慣
が身に付きます。

明るく見やすいレンズで月のクレーターまで
くっきり見える天体望遠鏡キット。自分で組
み立てることで望遠鏡のしくみまで学べます｡
大人も十分に楽しめるので、家族や季節の星
座などから会話も広がります。

みんなで使えるファミリーライブラリーがあると、いま興味のあるものがわかるので会話をしな
くても家族の関心ごとがわかります。近くにベンチソファなどがあると、自然と本を手にとって
腰掛け、家族との会話も生まれやすくなります。

フレックス・コモンズ

モノを通じてお互いの興味を理解しあえる場づくり【フレックス・コモンズ】　

リビングで創造力を刺激したり、新たな体験を共有できるコンテンツ



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

学研コンテンツ

抽象的思考力、社会性、集中力、向上心

クラウド型カレンダーの共有、ホワイトボード、コルクボード

興味のある分野の詳細な内容まで学べるツール、モノの仕組みがわかる・自分で組み立てるツール

卓上ロボット掃除機、ティラノサウルス1/35骨格模型キット、35mm二眼レフカメラ、万華鏡プロジェクター
トイ・レコードメーカー

4th Stepでは、家族それぞれのタイムスケジュールが合いにくくなります。また、集中して学習しなければならない時間も多くなり
ます。

4th Stepの時期は、試験や受験など、集中して学習することも多くなります。そのため、外部の刺激を遮断して集中できるような環
境があると便利です。小さな空間でもドアを付けて独立させれば、集中できる空間(ミニラボ)ができあがります。
時間を区切ってミニラボを効率的に使えば、家族それぞれの勉強や仕事に活かすことができます。

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール

1F

製作キット 製作キット

製作キット

製作キット

製作キット

「卓上ロボット掃除機」

「万華鏡プロジェクター」

「トイ・レコードメーカー」

「ティラノサウルス 1/35
骨格模型キット」 「35mm二眼レフカメラ」

机の上をかしこく掃除する卓上用お掃除ロボ
ット。ぶつかったり、テーブルの端を感知し
たりすると、その場でくるりと向きを変え掃
除を続けます。しくみについてはガイドブッ
クで詳細に解説。組み立ては60分ほどで完成
させることができます。

全長約40cmのティラノサウルスの1/35サイ
ズ骨格模型が作れるキット。細部までリアル
に再現しているので、完成した後は飾ること
ができます。ガイドブックでは、ティラノサ
ウルスの骨格のひみつや、最新の研究成果を
たっぷり紹介しています。

心地よいボケ味のかわいい写真が撮影できる､
上からのぞいて撮る楽しい組み立てカメラ。
特製マニュアル付なので、カメラ初心者でも
安心して撮影を楽しめます。組み立ては40
分ほどで完成。小さくて軽いのでお出かけし
て写真を取りたくなるカメラです。

壁や天井に幻想的なもようを投影できる万華
鏡。液体の入った試験管の中をガラスビーズ
が移動し、もようがゆっくりと変化します。
世界にたった一つだけのオリジナル万華鏡を
作ることができます。みんなで天井に投影した
万華鏡を見れば、家族の憩いの時間が生まれ
ます。

スマートフォンに入っている音をなんでもレ
コードにできます。組み立ては60分ほどで完
成。自分で組み立て、スマートフォンから好
きな音楽をレコードに録音してみんなで聞け
ば会話も広がります。

ミニラボ

個人が集中する空間をスケジューリングして使いこなす【ミニラボ】

集中できる独立空間で抽象的思考力などを育むコンテンツ



1st Step
2nd Step

3rd Step
4th Step

子どものアクティビティ

家の可能性

育みたい子どもの能力

おすすめのツール

学研コンテンツ

間仕切り引戸、自立型ホワイトボード、デスク用フェルトパーテーション

ピンホール式 プラネタリウム、アルゴ ベーシック、VSウイルス!、学研まんがNEW 日本の歴史、みそ汁はおかずです
オートミール米化ダイエットレシピ

4th Stepでは、家族それぞれのタイムスケジュールが合いにくくなる時期ですが、昨今は在宅テレワークが増え、この時期でも一緒
に過ごす時間が増える傾向にあります。第2反抗期の時期でもあり、配慮が必要な時期でもあります。

昨今、テレワークやオンライン学習の導入で、個別に外部とつながってそれぞれ活動する事も多くなりました。家の空間でも、視界
のコントロールをすれば、お互いの状況に配慮しながら一緒に過ごすことができます。
例えばフレックスワークコーナーやフレックスコモンズなど、状況に合わせて空間をフレキシブルに仕切ったりつなげたり、家族そ
れぞれの状況を把握し配慮することで、家族同士のストレスが軽減できます。

学び・ワーク両立の
ためのおすすめツール

抽象的思考力、社会性、集中性、向上心

自分で組み立てるツール、カードゲーム、歴史本、レシピ本

1F

製作キット カードゲーム カードゲーム

歴史本 レシピ本 レシピ本

「アルゴ ベーシック」

「みそ汁はおかずです」「学研まんがNEW日本の歴史」

「ピンホール式 プラネタリウム」
「VS ウイルス !」

「オートミール米化
ダイエットレシピ」

天の川が広がる満天の星を部屋いっぱいに映
し出す、大人も楽しめるプラネタリウムを組
み立てられるキットです。彗星を楽しく見る
方法や天体観測の勧めなど、興味を刺激する
コンテンツが掲載されています。

算数オリンピック委員会が開発した、基本ル
ール通りに並べられた相手のカードの数字を
推理するゲーム。与えられたヒントから試行
錯誤しながら分析することが必要になり、徐
々に規則性を見いだすことができるようにな
ります。集中力や分析力などが身に付き、論
理的思考力が向上します。

自分の健康なからだを完成させるゲーム。ウ
イルスに感染したら薬で回復したり、事前に
ワクチンのカードを使ってウイルスを防止し
たり、相手の状況を観察しながら手札を使う
ことがゲームを上手に進めるコツです。思考
力や集中力を高めながら楽しく遊べます。

専門家の意見をもとに、確かな時代考証と充
実した資料で日本の歴史を漫画で楽しく学べ
ます。学習参考書としても充分なレベルなの
で歴史に興味を持ち始めた子どもに最適なシ
リーズです。

健康への関心が高まっている今、見た目も食べ
応えも大満足なヘルシーレシピを多数紹介。オ
ートミールで食物繊維多め、栄養価も高いメニ
ューをたくさん掲載しています。テレワークや
オンライン学習などで運動不足になった体に食
物繊維でバッチリ腸活レシピ。

みそ汁は｢みそ｣さえあれば作れます。実はとて
も自由で特別なワザもコツも要らないので、家
族みんなが作ることができます。「今晩のおみ
そ汁はこれにしよう」など、みそ汁で家族の会
話が弾むこと間違い無しの１冊です。

トークサイト
フレックスワーク
コーナー

フレックス・コモンズ

フレキシブルに仕切ることで、無理なく一緒にいられる可変空間

リビングやダイニングで親子の対話を育むコンテンツ


