
2018 年度 認定 NPO 法人コクレオの森 事業報告 

 

 

 学校運営事業（こどもの森）は中学部が 4 年目を迎え、4 月に生徒数 54 名

（小学部 42 名、中学部 12 名）、常勤スタッフ 6 名、非常勤スタッフ５名、事務

スタッフ３名、撮影スタッフ 1 名、用務スタッフ 1 名でスタートした。サステイ

ナブルスクール（ＥＳＤ重点校）は 3 年目になり、引き続き ESD 教育に力を注

ぎ、8 月に常勤スタッフ 1 名がフィリピンで行われた SDGs4.7 研修に参加した。

9 月にスタッフ２名がアクサ・ユネスコ協会減災教育プログラム教員研修会に参

加した。3 月に常勤スタッフ 2 名がフレネ学校視察に行き、その報告会を開催し

た。 

 

こどもの健全育成事業（こそだての森）は、3 年目となる「親と子の土曜クラス

そら」や、5 年目となる「子育てカフェ」を引き続き開催した。成人教育事業

（おとなの森）は、Manabee プログラム（こどもの森の教育を体験する研修ワー

クショップ）を開催したほか、教育カフェマラソンを通算第 68 回まで開催する

など、市民を育む教育方法の普及活動を行った。新規事業として会員がイベント

を企画し実施する「もりラボ」を始めたが、５つの企画が実現した。 

 

未来の社会をつくる事業（ミライの森）では、新しくサステイナブルな学び

プラットフォーム『サスまな』をスタートさせた。まちづくり・学校づくりの活

動として、徳島県の神山町、上勝町のまちづくりの視察に行った。ビジョンミー

ティングの開催や、こどもの森のガイドライン（当法人の活動指針）を策定する

など、今後に向けての活動内容の充実を積極的に行った。今後の課題としては、

①自治体との関係性を良好にしていくこと、➁生徒数がほぼ定員となってきたこ

とによる、新たな運営資金の確保の 2 点があげられる。 

 

 



１．特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容 実施内容 実施日時 実施場所 受益対象者 備考 事業費の金額(円）

（１）学校運営事業
(こどもの森）

ア、学校運営 小中学部の運営 4/8～3/20 こどもの森 低学年：23
高学年：19
中学部：12
(計54名）

（常勤6名、非常勤5名、学習サポーター
1名、事務3名、撮影1名、用務員1名）

収入：37,717,792
支出：26,712,237

おとなの会 4/14、6/10、9/9、
11/11、12/8、2/16

こどもの森 スタッフ、保護者

絵本「平和のレシピ」制作 10月 CANPANで寄付募る

こどもの森エッセンス作り

大阪ASPネットコーディネーター会議 5/19 高原

こどもの森教育の質的調査導入 7月より こどもの森 桑田、中丸

フィリピンSDGs4.7研修 8/7〜13 高原

アクサユネスコ協会減災教育プログラム教員研修
会

9/17〜19 福田、矢吹

Educators' Summit for SDGs4.7 11/25 高原

ESD推進ネットワーク全国フォーラム 11/30 東京 佐野

サステイナブルスクール研修会 12/1 東京 佐野

サステイナブルスクールミーティング（自主研究会） 1/14 名古屋 佐野

フレネ学校視察研修旅行 3/17〜31 ヨーロッパ 佐野、藤丸

（２）子どもの健全
育成事業
（こそだての森）

ア、土曜親子クラス 親と子の土曜クラス「そら」 前期：6～10月
後期：11月～3月
毎月2回（8月、12
月は1回）

こどもの森 一般の親子
前期：15組
後期：15組

西川、福田、平嶋、守安、川越、里見 収入：1,058,970
支出：3,158,962

イ、子育てカフェ こどもの森の子育てハッピーアドバイス 4/18、5/16、
6/13、7/11、
9/19、10/17、
11/14、12/12、
1/16、2/13、3/13

こどもの森 保護者・一般
延べ165名

守安、鹿毛、坂本

ウ、講師派遣 講演「地域で見守るこどもの見守り」 7/1、7/19 大阪 藤田

看護師さんのためのハッピーアドバイス 8/7 （株）ワークステーショ
ン

看護師 守安

トヨノノドリーム「ぐりとぐらの遠足」 10/14 豊能町立図書館 親子７組 西川、平嶋

森のようちえん全国交流フォーラムinとっとり 11/2〜4 大山 福田

トヨノノドリーム「子育てハッピーアドバイス」 1/18 豊能町立図書館 5名 守安

子育てHATマイスター養成講座で講義 2/8 東京 守安

講座「今日から始めるハッピーアドバイス」
3/24 こどもの森 阪急阪神ホールディングス

守安、坂本、井上、高原、西川、矢吹、
北出、中村

（３）成人教育事業
（おとなの森）

ア、教育セミナー 学び場コーディネーターManabeeプログラム 6/30、7/16、8/18
〜19（合宿）、
9/15、12/16

こどもの森 教員・学生・一般
通し参加11名、単
発参加延べ19名

川越、佐野、藤田、守安 収入：  699,000
支出：1,514,817

イ、教育カフェマラソン 教育カフェ・マラソン 5月より2ヶ月に1回
（2012年10月より
開催、第62回〜68
回）

こどもの森 延べ100名 話題提供者：佐藤和哉（4/13）、菊本照
子（5/18）、岡山栄子（7/27）、荒木寿友
(9/7)、金光敏（11/16）、波多野貴史
（新年会1/18）、森本誠一（3/29）　敬称
略

ウ、もりラボ かずの不思議 7/1 こどもの森 一般市民6名 松崎

映画「遺伝子組み換えルーレット」上映会 1/20 こどもの森 14名 芝川

コミュニケーション講座 2/2〜3 こどもの森 3名 守安

世界丸ごと体感プログラム 2/2 こどもの森 11名 大岩

ヒモトレ体験会 3/1 こどもの森 14名 廣田

ア 、 サスまな サステイナブルな学びプラットフォーム「サスまな」 2月～

イ、多様な学び推進 教育機会確保法勉強会 8/5 I-siteなんば 辻

フレネ教育研究会夏季全国集会 8/11〜12 こどもの森 佐野、藤丸

教育機会確保法の見直し研究会 12/2、1/26、2/23 辻、佐野

フリースクール全国ネットワーク学習会 1/27 こどもの森 藤丸、守安

多様な学び教育フォーラムin九州 3/16〜17 九州 辻

ウ、講師派遣 アメリカンエキスプレスサービスアカデミーETIC.主
催　OGセッション

7/20 梅田 藤田

大阪を変える100人会議「ESDまちづくり分科会」 9/2 藤田

SDGsカードゲーム 随時 関西一円 一般市民、行政職
員、高校生

ファシリテーター：藤田
滋賀（4/30)、岡山県ノートルダム清心
学園高校(5/11)、関西大学(5/17)、エコ
ネット近畿(6/9)、能勢大きな樹(6/17)、
滋賀県庁(7/10)、大津市民活動セン
ター(9/1)、能勢高校(9/20)、箕面市民
活動センター(11/22)、ほくちの会
(12/20)、大阪府立園芸高校(1/22)、淡
海ネットワークセンター(2/15)、大阪湾
フォーラム(3/9)、トヨノノくらし見本市
(3/16)、豊中市伊丹市クリーンランド
(3/19)

明峰高校で出前授業 6/29 明峰高校 高校生 藤田

未来の先生展で哲学ワークショップ 9/15〜16 東京 高原

講演「箕面こどもの森学園の教育」 11/7 千里金蘭大学 藤田

オルタナティブ教育と箕面こどもの森学園の実践 12/13 能勢高校 教員 佐野、藤田

watcha!Osaka〜学校×家庭×地域〜 1/5 矢吹

クーネトークで話題提供 1/19 箕面市 佐野

授業づくりネットワーク大阪集会でワークショップ 1/27 茨木市 高原

高校生マイプロジェクトアワード関西大会審査員 2/10 藤田

講演「箕面こどもの森学園の教育」 3/7 西宮子育てサークル 藤田

講演「SDGsと日々の教育実践」 3/28 大阪府立夕陽ヶ丘高
校

教員 藤田

. エ、ロハスinこどもの
森

ロハスinこどもの森「世界を感じるロハス」 10/27 こどもの森 約150人
17ブース出店

ワールドシフトコミュニケーター講座 5/6 京都 藤田、守安がワールドシフトコミュニ
ケーターに

（4）未来の社会を
つくる事業
（ミライの森）

2018年度事業報告

収入：   646,846
支出：1,533,864

イ、こどもの森の教育
に関する研究

オ、外部イベントへの
出展、外部団体とのコ
ラボレーション



多民族フェスティバル 11/10 小野原公園 主催：箕面国際交流センター

NPOフェスタ 11/28 箕面市民活動センター 主催：フォーラムみのお

カ、他団体との交流 ふりー！すくーりんぐ運営会議 4/26、7/8、9/27 フリースクールみなも 佐野、辻、藤田、守安

エコネット近畿イベント 10/6 エコネット近畿 藤田(エコネット近畿理事）

ふりー！すくーりんぐ拡大交流会 11/17 佐野

能勢の高校を応援する会 10/12、12/14、
1/11、3/8

能勢高校 辻、佐野

AKIND塾大同窓会 12/8 藤田

信頼デイ 12/15 京都 主催：信頼資本財団　　藤田がメンター
に

箕面市内国際団体ネットワーク会議 1/31 国流 藤田

井筒塾 2/27、3/17 西川、藤田

放課後スペースViva「宿題カフェ」 淀川区 藤田が顧問に

キ、まちづくり・学校づ
くり

今後に向けての動き 4月〜 辻、藤田、佐野、西川

愛知スクール視察 8/24 愛知シュタイナー学
園、あいち惟の森

藤田、藤丸、守安

神山町、上勝町視察 9/16〜17 神山町、上勝町 川越、佐野、辻、藤田、藤丸

学校法人大前学園視察 2/28 猪名川町 辻、藤田

（5）その他NPO活
動に必要な事業

ア、情報発信 こどもの森通信発行 第30号（4/15）
第31号（9/15）
第32号（1/15）

一般市民、会員 各号1000部発行 収入：  131,880
支出：1,314,733

書籍第２弾執筆 ９月〜 佐野、辻、藤田、守安

NPOリーフレット制作 7月〜 井上、川越、辻、藤丸、守安

イ、組織づくり ガイドライン策定 辻

ビジョン＆運営合宿 7/28～29 こどもの森

休眠預金の学習会 2/26 藤田

事業名 事業内容 実施内容 実施日時 実施場所 受益対象者 備考

ア、貸室 貸室の運営 通年 こどもの森 利用数：２ 内1件は学童

イ、出版 書籍・ブックレット販売 通年 こどもの森 一般市民 売り上げ：書籍39冊、贈呈21冊、不明8
冊

ウ、太陽光発電 太陽光電力の販売 通年 こどもの森 売電量：6,067kwh、売電額：291,216円

エ、物販 １５周年記念Tシャツ 7月〜 こどもの森 一般市民 売上：117枚(贈呈含む）　残：38枚

収入：434,977
支出：  95,492

２．その他の事業

ラボレーション


