
2019 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）は小学部が 16 年目、中学部が 5年目を迎え、4月に生徒数 56 名

（小学部 43 名、中学部 13 名）、常勤スタッフ 6名、専任スタッフ 1名、非常勤スタッフ 4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。ユネスコ・バンコ

クが提唱するハッピースクールプロジェクトのパイロットスクールに選定され、関わる人すべ

てが幸福になる学校づくりに取り組んだ。6月から 3か月間、常勤スタッフ 1名がインドに研修

に行き、その報告会を開いた。 

 

こどもの健全育成事業（こそだての森）は、4年目となる「親と子の土曜クラスそら」や、6年

目となる「子育てカフェ」を引き続き開催し、新たに低学年親子対象の里山体験「森のアトリ

エ」をスタートさせた。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 72 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。また、「もりラボ」では、会員による

６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、サステイナブルな学びプラットフォーム「サス

まな」で、学校づくりやクラスづくり支援活動を始めた。まちづくり・学校づくりの活動とし

て、長野のオルタナティブスクール視察や、北海道の学校、幼稚園等の視察、西粟倉・智頭町

のまちづくりの視察を行った。第 15 回目となる「ロハス in こどもの森」は、今年初めて企業

の協賛金を集め、活動の幅を広げた。11 月に新著「みんなで創るミライの学校」を出版、法人

名も「コクレオの森」に改称し、学校を中心とした民主的で持続可能なまちづくりを目指すと

いう方向性を確認した。今後の課題としては、①学校法人化構想の実現化、➁会員や事業資金

などの増加による組織基盤強化の 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

（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：20

中学部：13

(計56名）

（常勤6名、専任1名、非常勤5名、事務3

名、撮影1名、用務員1名）

おとなの会 4/13、9/8、12/8、

2/16

こどもの森 スタッフ、保護者

ハッピースクールワークショップ 4/20～21、1/11 福山市立大学、杉並区

立西田小学校

藤田、守安

大阪ASPネットコーディネーター会議 4/27、5/12 高原

インド研修 6/1～8/10 インド 一般市民 高原

学校教員による持続可能な未来の担い手を育むカリ

キュラム・教材開発事業

6/9、7/27～28 東京 佐野

フレネ教育研究会夏季全国集会 8/3～8/4 お茶の水大学 芳仲、佐野

ミライの先生展 9/14～15 明治大学 守安、川越

エデュコレ2019～多様な教育の博覧会～in関西 11/17 神戸 教員、一般市民 藤田、守安、矢吹

千里金蘭大学ゲストスピーカー登壇 11/20 千里金蘭大学 藤田

フレネ教育研究会関西ブロック 2/22～23 尼崎 高原

（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：4～11月

後期：11月～3月

毎月2回（8月、12月

は1回）

川西市黒川公民館/能

勢

一般の親子

前期：15組

後期：20組

西川、福田、平嶋

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月～3月（8月除く）

月1回

こどもの森 保護者・一般

延べ160名

守安、鹿毛、坂本

ウ、森のアトリエ 森のアトリエin里山 1/19、2/15 川西市黒川公民館/知

明湖キャンプ場

年長児～小３の親

子　延べ52名（子ど

も25名、大人27名）

西川、矢吹

エ、講師派遣 コープ自然派保育セミナー 7/18 大阪 保育担当者16名 守安

看護師さんのためのハッピーアドバイス 8/6 （株）ワークステーション 看護師10名 守安

子どもの自信探究フォーラム'19 11/23 京都 一般市民 守安

（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12名、単

発参加延べ54名

藤田、松浦、守安、矢熊

ミライの学校のつくりかた～大阪ガスPresents

Manabeeプログラム

2/1、2/11、2/29、

3/20

こどもの森 教員・学生・一般

延べ120名

藤田、守安、矢熊、松浦（後半２回は動画

配信のみ）

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69回〜72回）

こどもの森 延べ　65名 話題提供者：阪上由香（5/17）、江口舞

（7/26）、中博司(9/20)、「みんなで創るミ

ライの学校」出版記念回　敬称略

ウ、もりラボ ヒモトレ体験会 6/14 こどもの森 4名 廣田

宇宙（そら）カフェ 7/6 こどもの森 14名 守安

戦争の記憶を無駄にしない集い 8/7 こどもの森 11名 西山

コーヒー焙煎体験 12/7 こどもの森 2名 芝川

ソラシドカフェ 1/13 こどもの森 14名 守安

予祝カフェ 2/9 こどもの森 17名 井上

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」 通年 ３月末時点での登録者数(団体１、個人１３

名）

イ、多様な学び推進 教育機会確保法の見直し研究会 4/21、6/15、9/1 辻、佐野

2019年度FS等調査研究 第1回研究会 6/29 文科省 辻

多様な学び保障法を実現する会総会 7/6 辻

おるたネット 1/11 浦安 辻

おるたね関西運営委員 10/27、2/23 i-siteなんば 佐野、辻、矢吹

ウ、講師派遣 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

滋賀銀行（5/18）、コープ自然派大阪

（5/25）、大阪教員組合女性部（7/21）、

ひらかた市民活動センター（8/18）、龍谷

大学（6/9、8/27）、コープ自然派京都

（8/29）、コープ自然派大阪（9/27）、環境

事業協会（10/5）、能勢高校（10/31）、エ

コネット近畿（12/5）、豊中庄内西小学校

（小学生向け・1/16）、コープ自然派兵庫

（1/25）、温暖化防止ネット（1/26）、松原

市教員組合（2/1）、伊丹市立摂陽小学校

（小学生向け・2/17）

宇宙維新シンポジウム 9/1 士心サムライレストラン 藤田

コープ自然派京都・ビジョン会議のコーディネート 10/24、12/6、1/24 京都 藤田

寄付集めのポイント 12/2 堺市民活動センター 藤田

SDGｓとファンドレイジングを考える 12/14 京都 主催：日本ファンドレイジング協会関西チャ

プター　藤田

企業・行政・NPO協働セミナー 12/3 龍谷大学 主催：エコネット近畿　藤田

レオ財団2月例会 2/12 弁天町 藤田

吹田市教職員組合 2/14 吹田市 藤田

全国若者・ひきこもり共同実践交流会 2/15～16 栃木 藤田

（4）未来の社会を

つくる事業

（ミライの森）

2019年度事業報告

イ、こどもの森の教育に

関する研究



未来の教育を語ろう 3/21 寺子屋方丈舎 藤田

. エ、ロハスinこどもの森 ロハスinこどもの森「世界が変わる17のラリー」 11/2 こどもの森 約200人

17ブース出店

第15回目

のせでんアートライン　能勢かほるマルシェ 11/23 能勢 西川

多民族フェスティバル 11/9 小野原公園 主催：箕面国際交流センター

NPOフェスタ 10/27 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 能勢の高校を応援する会 4/12、5/10、

6/14、7/12、

8/26、9/13、

10/11、2/14

能勢高校 佐野

ふりー！すくーりんぐ運営会議 4/16 フリースクールみなも 佐野

子を尊重する社会と教室を実現する会 6/15～16 DEMO合宿 藤田、松浦

井筒塾 6/22、10/27、

12/22、2/16

黒川公民館、2/16は西

粟倉見学

辻、西川、藤田

ミラツク合宿Project Qu 2daysWS-対話と共に立ち現

れる未来

6/29,30 清里 藤丸

ふりー！すくーりんぐ総会 2020/7/7 佐野

信頼デー 2020/11/2 信頼資本財団 藤田

キ、まちづくり・学校づく

り

AKID塾OB会　箕面・茨木視察ツアー 4/20 藤田

フレネ学校視察報告会 4/21、4/27 こどもの森、ユーラム スタッフ、一般市民 佐野、藤丸

長野視察 5/28～29 大日向小学校、軽井沢

風越学園

辻

南三陸町視察 6/16、17 仙台 辻、藤田

ひよこの家見学 6/27 高根沢町ひよこの家見

学

辻

北海道視察ツアー 8/5～8 札幌トモエ幼稚園、北星

余市高等学校、北海道

シュタイナー学園、べて

るの家

佐野、西川、藤田、藤丸

西粟倉・智頭町視察 9/21～22 エーゼロ、西粟倉村教

育委員会、モンテッソー

リ子ども園、森の学校、

元湯、山郷小学校

佐野、辻、西川、福田、藤田、守安、矢吹

インド研修報告会 10/23 こどもの森 高原

ETIC.サービスアカデミー研修 11/27～29 西粟倉 西川、藤田

文科省廃校活用マッチングイベント 11/18 藤田

ク、出版記念イベント 出版記念トークイベント 11月～2月 教育カフェマラソン（11/15）、

MUMOKUTEKI（11/22）、クーネロコ

（12/21）、コ・アーク（1/25）、OBPアカデ

ミア（2/13）

（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33号（4/15）

第34号（9/15）

第35号（1/15）

一般市民、会員 各号1000部発行

新刊「みんなで創るミライの学校」出版 11/12 佐野、辻、藤田、守安

NPOリーフレット、ロゴ制作 １月完成 辻、藤丸、守安

イ、組織づくり ビジョン＆運営合宿 7/28～29 こどもの森

home`s vi組織基盤強化研修（ABD) 3/25 こどもの森

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：6

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347冊、贈呈191冊、不明

28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：6.180kwh、売電額：240.520円

エ、物販 １５周年記念Tシャツ 通年 こどもの森 一般市民 売上：　23.750円　残：8枚

２．その他の事業

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


