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2020 年度事業報告書 

 

 

                          認定ＮＰＯ法人コクレオの森 

 

Ⅰ 事業期間 

２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日 

 

Ⅱ 事業の成果 

学校運営事業（こどもの森）は小学部が 17 年目、中学部が 6 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。新型コロナウイルス感染防止対策として、4，5 月はオンライン学習で

対応し、6 月からは始業時間を 40 分繰り下げて通学時の密を避ける対応をとって、学校運営事業を継続し

た。 

こどもの健全育成事業（こそだての森）は、5 年目となる「親と子の土曜クラスそら」、2 年目となる「森

のアトリエ」、7 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、教育カフェを通算 78 回

まで開催するなど、市民性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 3 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。第 16 回目となる「ロハス in こどもの森」は「ロハス in コ

クレオの森」と名称を変え、SDGs のまちづくりをテーマに掲げ、里山ロハスとオンラインフェスを行った。

また、オンラインヴィレッジを立ち上げ、コクレオの理念への共感の輪を広げる取り組みを始めた。また、

コロナによる収入減に対応するため、コロナ対策寄付金を集めた。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。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

１．特定非営利活動に係る事業 

（1） 学校運営事業（こどもの森） 

      子ども学校の設立と運営、学習者中心の教育方法の研究と開発 

 【実施内容】  小、中学校の運営、保護者の会 

  こどもの森の教育に関する研究として、教育イベントや研究会での発表を１４か所で行った。 

【実施場所】 箕面市小野原西 6 丁目 15 番 31 号（箕面こどもの森学園） 

       エデュコレ、ユネスコスクール、同志社中学校、大阪市立大学他 

【実施日時】 小学部：月曜日〜金曜日（8 月は除く）9：00〜15：00 

中学部：月曜日〜金曜日（8 月は除く）9：00〜16：00 

研究活動、イベントは年間を通して 

【事業の対象者】 箕面こどもの森学園の生徒、スタッフ 

【収 益】 35,037,500 円（授業料、補助金 他） 

【費 用】 29,896,784 円（給与手当 他） 

 

（2）子どもの健全育成事業（こそだての森） 

   地域における子どもの健全育成に係る活動  
【実施内容】 里山地域での土曜親子クラス「そら」、「森のアトリエ」、保護者向けのプログラム

「こどもの森子育てハッピーアドバイス」、講師依頼先での子育てアドバイス講座を開催 

【実施場所】川西市黒川公民会、箕面こどもの森学園、オンライン開催 



【実施日時】 4 月～3月 

【事業の対象者】 3 歳～就学前の子どもとその保護者、一般参加者 

【収 益】 2,008,147 円（参加費） 

【費 用】 4,192,495 円（講師謝金、雑費等） 

 

（3）成人教育事業（おとなの森） 

民主的な市民性を育む生涯学習に係る活動  

【実施内容】 教育に関心のある人向けの教育セミナー「Manabee」、教育に関するテーマで対話す

る「教育カフェマラソン」、会員が企画する学びの場「もりラボ」を開催 

【実施場所】箕面こどもの森学園 

【実施日時】「Manabee」：7/19、7/26、8/2、8/9、9/6、12/19 

      「教育カフェマラソン」6/5、7/10、8/21、11/27、1/15、3/5 

      「もりラボ」11/3、2/26、3/29 

【事業の対象者】 会員、一般、 

【収 益】  762,324 円（参加費） 

【費 用】 1,959,862 円（講師謝金、印刷費等） 

 

（4）未来の社会を創る事業（ミライの森） 

新しい学校創りに関する研究ならびに活動の支援、持続可能なまちづくりの活動の支援 

【実施内容】サステイナブルな学びプラットフォーム「サスまな」では、学校、クラスづくり支援、

プラットフォームづくりと運営を学ぶ場を開催 

「ロハス in コクレオの森」の開催、オンラインイベントなど 

  外部イベントへの出展、外部団体とのコラボレーション、地域のイベントに参加 

SDGs カードゲーム講師派遣、多様な学び推進のために研究会等に参加 

まちづくり、学校づくりを進めるために国内での視察 

  【実施場所】箕面こどもの森学園、全国各所、オンライン 

       【実施日時】通年 

【事業の対象者】教育関係者、教育団体、会員、スタッフ、一般市民等 

【収 益】 598,187 円（講師謝金） 

【費 用】1,981,367 円（施設使用料、材料等） 

 

   (5)その他 NPO 活動に必要な事業 

     【実施内容】通信の発行（3回/年 4/25,9/15,1/27）、ホームページの運営 

    学校紹介動画作成、組織づくり 

    【事業の対象者】会員および一般市民 

【収 益】     0 円 

【費 用】 1,149,148 円（印刷費） 

  

２．その他の事業 

【実施内容】 貸室の運営、書籍販売、市民共同発電所の運営事業 

【実施日時】通年 

【事業の対象者】 正会員、一般市民 

【収 益】 298,410 円（書籍販売他） 

【費 用】 498,712 円（印刷費） 

  

 

 



Ⅳ 総会の開催状況 

2020 年 6 月 13 日（土）午前 13 時 00 分より 箕面こどもの森学園ホール、オンラインにて開催。 

正会員数 157 名のうち 100 名（うち書面票決書・委任状によるもの 53 名）の出席で総会成立。 

（１）第１号議案：2019 年度事業報告 

（２）第２号議案：2019 年度活動決算 

（３）第３号議案：2020 年度事業計画 

（４）第４号議案：2020 年度活動予算 

（５）第５号議案：定款の変更 

（６）第６号議案：役員の改選 

 

 以上の議案について審議し、各議案とも満場一致で可決、承認された。 

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

  理事会  5 回開催 （理事総数 9 人） 

第 1 回理事会  2020 年 5 月 28 日  於：箕面こどもの森学園  出席者数：8 人 

第 2 回理事会  2020 年 6 月 10 日  於：ZOOM 会議  出席者数：8 人 

第 3 回理事会   2020 年 7 月 14 日  於：ZOOM 会議  出席者数：9 人 

第 4 回理事会   2020 年 10 月 7 日  於：箕面こどもの森学園・ZOOM  出席者数：9 人 

第 5 回理事会   2020 年 12 月 15 日 於：ZOOM 会議  出席者数：8 人 

第 6 回理事会   2021 年 1 月 28 日  於：ZOOM 会議  出席者数：9 人 

第 7 回理事会   2021 年 3 月 18 日  於：ZOOM 会議  出席者数：8 人 

以上、各回ともそれぞれの議案について審議し、満場一致で可決、承認された 
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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 通年 こどもの森 低学年：22
高学年：20
中学部：12
(計54名）

（常勤6名、非常勤5名、事務3名、撮影
1名、用務員1名）

おとなの会 4/25、10/4、2/23 多文化交流センター、
オンライン

スタッフ、保護者

中学部説明会 8/8、8/23 こどもの森、オンライン

エデュコレon-line 8/20 オンライン 高原

同志社中学「同中学びプロジェクト」ゲストスピー
カー

9/10 オンライン 中学生 佐野

エデュコレon-lineFES 9/13 藤田

アクサユネスコ減災教育プログラム研修 9/24～25 オンライン 守安

ACCU　ESD/SDGs評価手法開発事業 8/1、8/22、10/4、
10/25、11/14、
11/15

オンライン 佐野

ユネスコスクール意見交流会 10/13 オンライン 守安

未来の先生フォーラムで分科会 11/23 オンライン 教員、一般市民 高原、川越

ユネスコスクール近畿地方大会プレ大会 11/1 オンライン 佐野

大阪、関西ユネスコスクールネットワーク総会 11/3 佐野

教育における新しい評価について考えるフォーラ
ムー持続可能な未来に向けて

11/14 佐野

大阪市立大学「総合的な探究の指導論b」ゲストス
ピーカー

1/13 佐野

ASPnet　ESD/SDGｓの小さな成果の大発表会 1/24 I-Siteなんば 高原

アクサユネスコ減災教育プログラム報告会＆
フォーラム

2/19～20 オンライン 守安

エデュコレon-line教育に関わるキャリアFES 3/28 オンライン 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：21組
後期：22組

西川、内山、平嶋、鍋内

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 5月～3月(8月除く） オンライン 保護者・一般
延べ94名

守安、坂本、植木

ウ、森のアトリエ 森のアトリエin里山 5/9、6/27、7/25、
8/29、9/26、
10/24、11/28、
12/19、1/30、
2/27、3/27

川西市黒川公民館/

知明湖キャンプ場

年長児～小4の親
子　延べ184組

西川、矢吹

エ、講師派遣 苦手意識を解消！人との対応に自信がつく対処
法

10/27 （株）ワークステーショ
ン

看護師 守安

`生きる'をクリエイトする～大人にも子どもにも大
切な「自己肯定感」のお話し会～

12/6 ナチュラル＠大府 一般市民 守安

HSCの子育てハッピーアドバイス 1/12 フリースクール・フォロ 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
自分で考え自分で決める～民主的な学びのつくり
かた～

7/19、7/26、8/2、
8/9、9/6、12/19

こどもの森、オンライン 教員・学生・一般
通し参加22名、単
発参加延べ74名

藤田、松浦、守安、矢熊、小野、足高

イ、教育カフェマラソン 教育カフェ(6月よりリニューアル） 2ヶ月に1回（2012
年10月より開催、
第73回〜78回）

オンライン 延べ　102名 話題提供者：特別バージョン（6/5)、谷
崎テトラ（7/10）、坂野晶（8/21）、能條
桃子(11/27)、葉一（1/15)、出路雅明
（3/5)　敬称略

ウ、もりラボ プレイフールワークショップ 11/3 こどもの森 10名 矢熊

こどもの森の哲学カフェ「なぜふとんからでたくな
いのか？～小学生が考えた問いを哲学してみる
～」

2/26 オンライン 9名 守安

共感的コミュニケーション（NVC）を体験しよう 3/29 オンライン 12名 守安

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7、個人
22名）

イ、多様な学び推進 多様な学び保障法を実現する会総会 7/5 オンライン 辻

おるたね関西運営委員 4/26、5/31、
6/20、7/23、
8/22、10/18、2/7

オンライン 佐野、辻、矢吹

第7回多様な学び実践研究フォーラム 9/5～6 オンライン 辻、佐野、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
池田市立豊島北中学校（10/22)、大阪
市小路小学校（12/14)、能勢町（2/8)、
松原市立東小学校（2/25)、能勢町
（2/8）

新しい子どもの居場所を作る 6/29 オンライン 矢吹　主催：地下智隆さん

SDGs自分にできることを考えよう 7/3 吹田市豊津中学校 藤田

親子で学ぶSDGs 7/5 なにわエコスタイル 藤田

世界のオルタナティブスクールを考える 7/21 京都大学 高原

SDGs教員研修 8/5 松原東小学校 藤田

教職実習演習「オルタナティブ教育とは」 11/10 大阪市立大学 藤田

講演「これからの教育・学校に大切なこととは」 11/14 藤田　主催：福住未来の学びlabo

コープ自然派奈良　3か年のビジョンづくり 11/20、12/18、
1/22

コープ自然派奈良 藤田

「まちづくりのために、私たちにできること」 12/4 藤田　主催：南丹市商工会議所

「ESDにつながる教育」 12/22 帝塚山幼稚園 藤田

みんなでNVCを学ぶコミュニティフィーカ～実践編
～

2/6 オンライン 矢吹

ひょうご自然学校フォーラム 2/20 神戸 矢吹

職員向けSDGs研修 3/23 松原市立第6中学校 藤田

. エ、ロハスinコクレオの
森

里山ロハス 10/24 黒川公民館 第16回目

オンラインフェス 10/31 オンライン 井上、その他

オ、コクレオオンライン
ビレッジ

子育てイベント 8/30 オンライン 1名 足高、矢吹

井戸端会議 10/18、11/29、
12/20

オンライン 延べ23名

セカフザ予祝会 1/30、2/23、3/27 オンライン 延べ21名

（4）未来の社会を
つくる事業
（ミライの森）

2020年度事業報告

イ、こどもの森の教育
に関する研究
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コクレオ談議 2/11、3/14 オンライン 延べ45名

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

NPOフェスタ 10/25 箕面市民活動センター 主催：フォーラムみのお

みんなでつくろう！ウッドデッキin黒川公民館 10月～12月 黒川公民館 延べ約300名 共催：NPO法人北摂里山文化保存会

オンライン学習会「もうひとつの学校のつくりかた」 3/6 オンライン 一般市民60名 主催：おるたね関西

カ、他団体との交流 トヨノノ応援会 12/13、3/14 藤田

大阪府フリースクール等ネットワーク (入会）

井筒塾 11/1、2/21、3/20 黒川公民館 辻、西川、藤田

キ、まちづくり・学校づ
くり

コクレオダイアローグ/集まれコクレオの森 5/17、5/23

京北視察 9/26，27 辻、藤田、佐野、西川、矢吹、矢熊、守
安（5）その他NPO活

動に必要な事業
ア、情報発信 コクレオてらす 第1号（4/25）

第2号（9/15）
第3号（1/27）

一般市民、会員 第1号500部
第2号500部
第3号800部

学校紹介動画制作 9月～11月 川崎芳勲（よしひろ）さん

イ、組織づくり ビジョンミーティング 8/10 こどもの森・オンライン

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

イ、出版 書籍・ブックレット販売 通年 こどもの森 一般市民 こんな学校：売上23冊、贈呈12冊、不
明6冊
ミライの学校：売上34冊、贈呈13冊、不
明18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：4,861kwh、売電額：52,448円

エ、物販 通年 こどもの森 一般市民

２．その他の事業


