
　2015年度に12年目を迎える箕面こどもの

森学園で、いよいよ中学部が始まります！

　保護者の方から中学部を創ってほしいと

いう声をいただき、2014 年 2月に開設準備

会を発足しました。「親と市民が一緒になっ

て創っていく学校」の中学部開設準備会のメ

ンバーは、もちろん学校のスタッフだけでは

ありません。保護者の方々も一緒に毎月のよ

うに会議を重ね、一緒に校舎の建設資金を

集め、一緒に説明会を行い、一緒に看板を作っ

たりチラシを作ったり、お店に置きに行った

り、力を合わせて進めてきました。スタッフ

は、6年生の内部進学希望者の考査を行った

り、カリキュラム作りのために勉強会をした

り、他の学校を見学したりと様々な活動をし

てきました。

　そしてこの春、内部進学者 4名、外部か

らの入学者 3名、計 7名の中学 1年生が入

学します。“学ぶと生きるをデザインする”

をテーマに、より深く広く社会に関わる形で

学んでいきます。とても楽しみです。

　ここまで応援してくださった皆さま、あり

がとうございます。引き続きご支援お願いし

ます。　（佐野）

親と市民が一緒に創る中学部開設！

ユネスコスクールに

認証されました！

　3 月始めに、ユネスコ本部から、本学園

のユネスコスクールへの加盟が認められ

たとの知らせがありました。ユネスコス

クールというのは、ESD（Education for 

Sustainable Development：環境教育や市民

性教育、多文化理解教育などを含み、地球

が持続可能であるための担い手を育む教育）

を実践している学校のネットワークです。

　ユネスコスクールは全世界で約 10,000 校

からだづくり

　選択プログラムのひとつ、からだづくり。

週に一度、低学年と高学年に分かれ、学校

のホールや近くの公園、体育館などで、体

を動かしています。

　からだづくりの内容は、

子どもたちから希望を聞

いたり、その学期のテー

マ学習に関連した運動を

取り入れたりしています。

　最近のテーマ学習「宇

宙」の期間には、立ち幅

跳びや垂直跳びを通して、重力ってどんな

ものだろう、と体を動かしながら考える時

間をもちました。

　こどもの森は小さな学校ですが、子ども

たちは場所の広い狭いに関わらず、その環

境を最大限に活かし、工夫をして楽しんで

遊んでいます。からだづくりにおいても、

楽しむ中での体力の向上や周りと協力する

力が身につくことを目指しています。(藤丸)

入学と進級を祝う会を

行いました

4 月 8 日、小・中学部合同の「入学と進

級を祝う会」が行われました。小学部 2名、

中学部 7 名の新入生に加えて、在校生、保

護者の方々、スタッフ一同がホールに集ま

り、今年度のスタートが切られました。

お祝いのことば、コサージュプレゼント

の後、子どもたち全員から今年度に向けて

の抱負が語られました。「英語を頑張りた

い」「いろんなことをやってみたい」など

の宣言がありました。

当日はあいにくの雨空でしたが、最後

は新入生当てクイズや参加者全員でのじゃ

んけん列車などのゲームで会場が盛り上が

り、なごやかで楽しい祝う会となりました。

充実した一年となるように、子どもも大

人もいろんなアイデアや意見を出しあって、

一緒に学校を作っていきましょう。（芳仲ま）

子育てカフェ

「子育てハッピーアドバイス」

2015 年度の小学部と中学部の新１年生の入学

者を募集しています。

他学年の生徒も、随時、入学申込みを受け付

けています。

募集人数：小学部１年生　５名程度

　　　　　中学部１年生　若干名

　　　　 その他の学年生　若干名

対象年齢：小学部 ６～ 12歳

       　 中学部 12〜 13歳（現在中学１年生）

場　所：箕面市小野原西６丁目 15 − 31

見　学：月・水・木曜日の午前中（ご相談の

　　　　上で見学日を決めます）

体験入学：見学の後、学校の平常の授業を

　　　　　５日間体験していただきます。

入学面接：ご相談の上で日程を決めます。

　※見学、入学ご希望の方は学園事務局へ

　ご連絡ください。

　   TEL&FAX ０７２−７３５−７６７６　

     メール info@kodomono-mori.com

箕面こどもの森学園生徒募集♪♪

アクセス：阪急北千里駅から北へ徒歩 15 分

各種イベントのお知らせ　（４月〜８月）

《編集後記》

　私がこどもの森のスタッフに加えても

らってから、4 年目の春を迎えます。ふり

返って見ると、この 3年間はこれまで私が

教育に携わってきた年月のどの時期より

も、子どもの喜びや悲しみについて多くの

ことを学び、次第に自分の教育観が変わっ

ていった時期でした。

　何が変わったのか。その第１は子ども

観です。幼くてもどの子もプライドをも

って生きている存在なのだということを

知りました。毎週のスタッフ会議で詳細

に展開される子どもに関する議論から、子

ども相互の関係の微妙さと感受性の機微、

それらが子どもの情動と行動にどのよう

に反映されていくのかを、具体的な事例を

通して学んでいます。

　第 2 は、自分の算数・数学の見直しを

迫られたことでした。高校生相手の数学

は、基本的な概念や計算技術は一応獲得さ

れているものとして学習が進められます。

ところが、小学生の場合は、分数だけ例

にとっても、そもそも分数とは何か、約

分や通分の計算の根拠はなにか、分数で割

るには逆数を掛ければよいがそれはなぜ

正しい手続きなのか、私はこどもの森で、

これらすべてを根本から考え直さねばな

りませんでした。昨年ある 6年生から、

「a : b = x : y のとき、ay = by （＊）と

なる関係を利用して計算する場面に何度

も出会います。なぜ（＊）は成り立つので

すか」との質問を受けました。最初その場

でした説明は「よく分らない！」と却下

されました。それから 2週間知恵を絞って

全く違う発想の説明をしたら、「ああ、分

った！」と言ってくれました。とても嬉し

かったです。こうした喜びに支えられて 3

年間、今ようやく小学校算数の全貌が見え

はじめたところです。（松崎）

こどもの森で学んだこと、学んでいること雑感

♪♪

コメダ

第 31 回　教育カフェ・マラソン

　新年度を迎え、こどもの森では、小学部に

加え、念願の中学部がスタートしました。こ

れも、多くの皆さまからのご支援のおかげと、

心から感謝いたします。

　小学部、中学部、そして学園としての活動

を、引き続き、ホームページや通信でお伝え

してまいります。より多くの皆様に当学園や、

学園で行われている学びについて知っていた

だき、ご賛同、ご協力いただければと思って

います。これからも、どうぞよろしくお願い

いたします。(沼尾）

夏の教育研修
〜 子どもが輝く！学校づくりキャンプ 〜

こんな学校に出会いたかった！！

　民主的で子どもの個性や自主性が伸びるクラ

スづくり、対話の取り入れ方など、こどもの森

の実践から一挙大公開！ 2 日間集中でお届けし

ます！

【実施日】　8 月 22 日 ( 土 )、23 日 ( 日 )

【場　所】　箕面こどもの森学園　ホール

【対　象】　教育に携わる社会人、学生

【参加費】　社会人：18,000 円

  学生：10,000 円

　　　　（宿泊費・夕食費　込み）

【実施日】　5月 15 日（金）　18:30 ～ 20:30

【場　所】　箕面こどもの森学園

【話題提供者】　堀川歩さん　（ミライロ講師・

　　　　　ディレクター、　LifePoint 共同代表）

【参加費】500 円

　生きる力は、自己肯定感をはぐくむこと。子育

てハッピーアドバイザーが、毎回テーマを決めて、

子育てで大切なことをお伝えします。後半は、み

なさんでお茶を飲みながら、語り合いましょう。

お気軽にご参加ください。（1回だけの参加可）

【日　時】

 第１回 5 月 13 日（水） ・第 2回 7 月 8 日（水）

 第 3回 9 月 16 日（水） ・第 4回 11 月 18 日（水）

 第 5回 1 月 20 日（水）・第 6回 3 月 2 日（水）

　　　　　　いずれの日も時間は 10:40 ～ 12:00

【場　所】箕面こどもの森学園

【講　師】守安あゆみ（子育てハッピーアドバイザー）

【参加費】各回 500円

【定　員】10名（3名以上で開きます）

【申　込】電話、FAX またはメールで箕面こど

　　　もの森学園まで

　一斉授業でも、詰め込み教育でもない、箕面

こどもの森学園での学びを親子で体験してみま

せんか？

【実施日】  7 月 25 日 ( 土 )

【場　所】　箕面こどもの森学園　

【対　象】　年長児～小学 5年生とその保護者

【参加費】　1組 5,000 円（お子さん二人目以降 

      　3,000 円プラス）

なつのがっこう
〜 こどもの森の学習体験 〜

※　各イベントの詳細につきましては、随時、　

学園ホームページにてお伝えします。ご参照の上、

お申込みください。

英文の認証書

卒業式と卒業を祝う会

　晴天に恵まれた 3 月 20 日、学校の桜も

鮮やかに咲き、2014 年度卒業式が行われ

ました。

　6 名の子どもたちの門出の日。学園長か

らの卒業証書授与、校長からの贈る言葉、

スタッフからのメッセージ、どれも愛情

いっぱいにこどもたちへ伝わり、子どもた

ちもまたそれを噛み締めて聴いてくれてい

た様子が印象的でした。そんな子どもたち

の姿を見てまた涙が出てきます。

　式の後の卒業を祝う会では、在校生の司

会のもと、オリジナルの歌やマジック、パ

フォーマンス、クッキーやお人形のプレゼ

ントなどがありました。とても暖かい雰囲

気で、「おめでとう！」の気持ちあふれる会

になりました。

　卒業する 6 名の子どもたちそれぞれが、

小学部生活で学んだことを胸に、それぞれ

らしくこれからも道を歩んでいくだろうと

確信できた一日でした。（福田）

あり、日本には約 800 校（幼稚園から大学

まで）ありますが、NPO 法人の学校としては

４校目です。

　こんな小さな学校でも、理想の教育に向

かって挑戦すれば、世界でも認められるの

だということがわかり、たいへん勇気づけ

られました。（辻）
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気に入っているところ  ：  レースとポケットで

す。レースは形が好きだからで、ポケットは小

さくてかわいい飾りみたいなので気に入ってい

ます。　

感想  ：  最初、型紙を切りすぎてしまったり接着

芯の付け方がわからなくて困ったりと大変でし

た。ミシンも曲がったりしたらすぐにやり直しで

本当に難しかったです。けどやっている間、すご

く楽しくて、完成すると思えばどんどん進みまし

た。完成した日はやったー！！！と思いました。

　また洋服を作ってみたいです。

１月〜３月

中学部校舎建設の状況

　４月には新一年生７人を迎え、中学部が

スタートします。中学部の校舎がまだでき

ていないので、１階の多目的室を教室とし

て使います。新校舎は３階建で、延面積は

103 ㎡（31坪）。８月初めに工事にかかり、

12月に完成の予定です。建てる場所は、現

在、木工室のあるところですが、そのた

めには木工室を取り壊さなければなりませ

ん。手作りで作った愛着のある建物ですが、

７月末にはお別れすることになります。

　校舎の建設には 2000 万円ほどかかりま

すが、今のところ寄

付金が 1050 万円ほ

ど集まっています。

残りを12月までに集

めなければならない

ので、ご支援をよろ

しくお願いします。

支援の方法は、学園

ホームページをご覧

ください。（辻）
オルタナティブな学び

実践交流研究集会 in 関西

　現在、国からの認可を受けないオルタ

ナティブスクールを含む「フリースクー

ル等」について、政府も今まで以上に注

目し、文部科学省で「フリースクール等

に関する検討会議」が行われています。

そんな中、去年東京で行われた「オルタ

ナティブな学び実践交流研究集会」が、

今年は関西で行われました。2月7日(土)・

8日(日)の2日間の開催で、1日目181人、

2日目 235 人、延べ 416 人が来場しました。

　1 日目には、翻訳者の清水真砂子さんの

基調講演、オルタナティブな学びのパネ

ルディスカッション・座談会、清水さん

と語るグループディスカッション、2 日目

は、「多様な学び保障法」に関する分科会、

オルタナティブな学びの実践発表と研究

者発表が並行して行われ、多様な学びを

紹介するブースを含めて多くの人でにぎ

わいました。また、検討会議参加の有識

者だけでなく、文科省からフリースクー

ル等の担当である亀田徹さんにもお越し

いただき、非常に活発な場となりました。

　政治レベルでの動きも確実に進んでい

ます。今後ともご注目ください。　（佐野）

自由作文の紹介

プロジェクト作品の紹介

 　　　　　　　　　  　みつき（1 年）

　 き の う の ば ん ご

はんのピザがおいし

かった。またたべたい

とおもいました。

　トマトがのってて

おいしそうでした。

ピザをたべた

ワンピース

　　　　　　　　　　　　　　　さくら（6 年）

　今からワンピース作りの説明をします。

　はじめに、なぜワンピースを作ったのかという

と、長期プロジェクトを決める時に、学校にかわ

いい布があって、本に「作りたい」と思うのがあっ

たので、ワンピースを作りました。

　材料は型紙・肩ひも 2 本・胸布 2 つ・前身ごろ・

後身ごろ・ポケット２つ・接着芯です。

作り方の説明

① 作り方を見なが

ら型紙を切り、型紙

に合わせて好きな色

の布を切ります。

② 肩ひも 2 本胸布

2 本に接着芯をアイ

ロンではり、半分に

折ってレースをぬい

つけます。

③ レースはポケットにもつけて、前身ごろに

ぬいつけます。

④ 前身ごろと後身ごろを輪にぬいます。

⑤ 身ごろの上の部分を縫ってギャザーを寄

せます。

⑥ 最後に、身ごろを胸布にぬいつけて肩ひも

をぬったら完成です。

難しかったところ  ： ギャザーを寄せてぬうのが 

難しかったです。あと、ぬうときに真っ直ぐぬえ

なくてゆがんだりしてやり直ししなくちゃいけな

い時は大変でした。かかった時間はプロジェクト

10 回分です。

　　　　　　　　　　　　   　たくみ（1 年）

　どうしてつくったかというと、ころころころ

がるところがおもしろそ

うだからです。

　つくりかたのせつめい

をします。よこのぶぶん

をくっつけます。つぎに、

上のころがるぶぶんをつ

くります。つぎに、上と

よこのぶぶんをくっつけます。ビニールテープ

をよこにくっつけます。これでかんせいです。

かかったじかんは、よっかです。

　むずかしかったところは、ダンボールをボ

ンドでくっつけるところです。うまくできた

ところは、ボンドでくっつけるところです。

　つぎにやってみたいことは、ゆびあみのラ

リエットです。

すべりだいちょきんばこ

　　　　　　　　　　　　  　ほのか（４年）

　私がいつも車にのると、あるゲームをし

ます。

　どんなゲームかというと、ナンバープレー

トの黒のプレートにきいろの文字で書いてあ

るナンバープレートを『クロッキー』と呼ん

で、そのプレートを７つ見ると、その日はラッ

キーなことが起こるというゲームです。

　前、さくら © に教えてもらったのは、見

つけまくって、きいろのプレートに黒の文字、

訳して「キクロ」は見てはいけないと言われ

たのですが、睦子や祥子はトラックのきけん

マークを見るとリセットと言われたので、き

りがいいので睦子と祥子のやり方でやって

ラッキー７

　　　　 　桑折　匡
ただゆき

祐樹(2012年度卒業）

　僕がこどもの森に入学して一番良かっ

たと思う事は、多数決ではなく議論をし

て決めるという方法を学べた事です。

　これによって、普段から話し合いをする

癖が自然に出来て、中学生になってからも

議論が日常的にできるようになりました。

　更に、議論をすることによって色々な

人の思いを聞き、違う考え方がある事を

知りました。一つの事を角度を変えて見

ることができるようにもなりました。そ

して、それを活かして行こうと考える様

になったとも思います。

　こどもの森ではいろいろな事が体験で

きる授業があり実際に肌で感じて、それ

によって得られた経験を活かしてこれか

らもいろいろな事に挑戦していきたいと

思います。

  《 卒業生だより 》 

こどもの森で学んだこと

NPO 法人箕面こどもの森学園の

　　　活動にご支援を！

箕面こどもの森学園では、学園の運営資金

と中学部の校舎を建てるための資金を集め

ています。

学園の活動に協力していただける方は、次

のいずれかの方法でご支援を願います。

◆会員になる　　（年度会費 3,000 円）

◆資金を寄付する（運営支援・校舎建設支援）

◆情報・労力を提供する

振込先：加入者　NPO 法人箕面こどもの森学園

〈郵便振込〉００９８０－７－２３２４０３

〈郵便口座振込〉１４０２０－６８１９０７２１

〈銀行振込〉

　　ゆうちょ銀行四〇八支店（普 )６８１９０７２

　　池田泉州銀行小野原支店（普 )７２２５８

※会員になられる方には入会申込者と払込用紙

をお送りしますので、下記にご連絡ください。

     TEL&FAX ０７２－７３５－７６７６ 

     e-mail  info@kodomono-mori.com

　毎月 11 日に有志がイオン箕面店の店頭

に立っています。お客さんから 11 日の黄

色いレシートを集めると、領収書の金額

の１％がイオンからキャンペーンに参加

した NPO 法人に寄付されます。今やこれ

は子どもの森の教材購入の貴重な財源の

一部になっています（昨年度、本活動で

得られた金額は 89,300 円）。しかし、毎

月のキャンペーン参加の人員の確保がな

かなか困難なため、お買い物だけでなく、

できれば特に平日のキャンペーン活動参

加のご協力をお願いします。（松崎）

イエローレシート・キャンペーン

　（注）©…「ちゃん」のこと。

《 スタッフ紹介 》

　今年度は、常勤スタッフ 4名、専任ス

タッフ 2名、非常勤スタッフ 4名、学習

サポーター 5名、撮影スタッフ 1名、事

務スタッフ 2名、用務スタッフ 1名、校

務スタッフ 1名の体制で学習支援・事務・

校務などを担当します。

  特別講師として、江角陸さん（科学実

験）、道端慶太郎さん（空から蝶を呼ぶ

場所づくり、生物・環境：中学部）、大

北沙織さん（音楽）、林浩三さん（しぜ

ん）、茂木一さん（イラスト画）が各学

習を担当されます。

　新年度より非常勤スタッフの佐野純さ

んが常勤スタッフ、藤丸浩志さん、高原

麗奈さんが専任スタッフ、学習サポー

ターの福田麻衣さんが非常勤スタッフ、

特別講師の山崎定樹さんが用務スタッフ

になられました。また、昨年度途中で学

習サポーターとして雑賀睦さんと長尾緑

さんがこられました。新年度 4 月からは

西川友紀子さんが学習サポーターになら

れます。

　新年度もスタッフみんなで力を合わ

せ、学園の発展に努めて参りたいと思い

ますのでご協力よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　（高原）

職　名 名　前

常勤スタッフ
藤田美保 ( 校長）、守安あゆみ

中尾有里、佐野純

専任スタッフ 藤丸浩志、高原麗奈

非常勤スタッフ
平嶋好美、松崎雅夫

芳仲磨由美、福田麻衣

学習サポーター
北出今日子、田中直子、雑賀睦

西川友紀子、長尾緑

撮影スタッフ 茂木一

事務スタッフ 中村幸子、沼尾浩子

用務スタッフ 山崎定樹

校務スタッフ 辻 正矩（学園長）

特別講師
江角陸、大北沙織、林浩三、

道端慶一郎、茂木一

スタッフ一覧 (2015年 4月 1日現在）

2015 年度のスタッフ体制 スタッフの異動

います。祥子とかとやるときは大きな声で

「１！」「３！」「７！７そろった！！」とか

いうのでややこしくて、むずかしいです。

　今年のテーマは『ゆる～り　ライフ＆

ライブ』で、昨年度好評を博したステー

ジでのライブ、音楽ワークショップをメ

インに、いつもの『ロハス』な飲み物、

食べ物、雑貨、ワークショップの出店が

ロハス in こどもの森

春フェスタ 2015

ありました。午前中はやや雨模様でした

が、徐々に天気も回復し、昼過ぎには売

り切れると

ころも出る

など、ほぼ

例年通りの

参加があり

ました。

　今年初め

ての試みとして、マイ箸、マイカップ、

マイバッグを呼びかけましたが、周知が

十分でなかったのか、利用率はやや低かっ

たようです。しかし次回以降も呼びかけ

を続け、使い捨てにしない、持続可能な

ライフスタイルをすすめていきたいと思

います。

　㈱シーズクリエイト様より大判用紙の

ロ ー ル を、

㈱ホルべイ

ン様より絵

の具の提供

がありまし

たので、「の

びのびお絵

かきコーナー」の活動ができて、多くの

方の参加で畳１枚分くらいの大きな作品

が出来上がりました。

　これまでの良いところを発展させなが

ら来年も実施しますので、楽しみにして

いてください。（閑野）

建設予定の校舎

外観図
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