
 

森のムッレ教室とは？ 

約５０年前、ヨスタ・フロム氏によって

作られたスウェーデン発の子ども向

け環境教育です。持続可能な社会

形成を目指し、世界１１ヶ国に広

がっています。 

(社)日本野外生活推進協会 

2016.8.17発行 

ご挨拶 

日本野外生活推進協会 代表理事 高見 豊 

 

連日暑い日が続いていますが、リーダーの皆様にはお変わ

りなくお過ごしでしょうか。 

２０１６年７月２６日で一般社団法人となり３年目を迎えました。 

法人３年目の２０１６年度は、ホームページのリニューアルが完

成したことと、フェイスブックの活用で情報発信がスピーディ－

にできるようになりました。ネットワーク団体の皆様の活動状況

や海外の活動情報が、ニュースレター以外の方法でタイムリー

に情報発信できるようになったことは大きな変化だと思います。 

事務局が仕事に慣れてきたことも大きな力になっています。ネッ

トワーク団体とのコミュニケーションもスムーズによく取れるように

なってまいりました。 

今後とも、団体登録をしていただいた団体の皆さま、リーダー登

録をしていただいた皆さまへの情報発信と情報交換に努めてま

いりますのでよろしくお願い申し上げます。 

さて、第３回のネットワーク団体会議を１０月２８日、第６回の「森

のムッレ全国シンポジウム」の前日に、岐阜県関市で開催いた

します。ネットワーク団体の皆様のご出席をよろしくお願いいた

します。 

第６回「森のムッレ全国シンポジウム in 岐阜」は、岐阜県の長

良川自然学校理事長、内藤孝洋さんを実行委員長・桜花学園

大学の嶋守先生と静岡県浜松市の鈴木輝久さんを副実行委

員長とする実行委員会が発足、大会当日の企画を練っていた

だいています。全国のリーダーの皆さまの参加を期待していま

す。 

「森のムッレ全国シンポジウム in 岐阜」は地域のムッレ活動

を広める支援をすること、あわせて全国のリーダーの資質の 

向上とムッレ教育の情報交換の場とする目的で開催してまい

りました。 １日目（２９日）午前中の基調講演は札幌医科大

学脳神経科の鵜飼渉先生に脳科学から見た、子どもと自然

について講演をお願いしています。鵜飼先生は九州地区の

皆さまにはおなじみになりましたが、中部地区の皆さまにぜ

ひ聞いていただきたいと講演依頼をいたしました。子育てに

かかわる皆さまに、ぜひ聞いていただきたい講演内容です。

岐阜を中心とする地域のリーダーの皆さま、お忙しい中とは

思いますがお誘いあわせの上、ご参加のほどよろしくお願い

いたします。午後のムッレ事例発表・交流会と楽しい企画を

準備しています。 

２日目は、地元も皆様にムッレ教育を知っていただくために、

子どもたちを対象とした各教室の実技を披露いたします。参

加者全員でこの大会が盛り上がりますよう、ご支援ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 
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✴︎✴国内の最新動向✴︎✴  
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連続リーダー養成講座と講師養成講座 

日 時 ５月３～４日 森のムッレ教室リーダー養成講座  

          ５日 ストローバレ教室・クニュータナ教室 

                          リーダー養成講座 

          ６日 クノッペン教室リーダー養成講座  

        ７～８日 講師養成講座   

場 所 兵庫県丹波市市島町 ライフピアいちじま  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総評  

 

 

文責：事務局長 高見幸子 

 

 

ムッレ誕生のお話 

 

森のムッレ教室 自然観察 

  
ねじりパン焼き 

受講生の 

グループワークの発表 

 

講師養成講座 装備について 

クニュータナ教室の遊び 

 

 

クニュータナ教室の創作活動 

近年、国際的に森のムッレ活動の需要が高まっています。

そこで、スウェーデン野外生活推進協会は、新たに国際化

における明確な指針と枠組み構築の一環として、２０１６

年１１月１日までに国際的な活動の現状を分析し、指針と

枠組みを提案するよう、当協会事務局長高見幸子に委託が

ありました。スウェーデン以外で最も活動が大きいのは

フィンランド、続いて日本です。その日本での活動の現状

分析をするため、今回すべての養成講座と講師養成講座に

参加しました。ベテラン講師陣の経験と若い受講生の熱意

と好奇心が相乗効果を生み、講座が盛り上がりとても楽し

い雰囲気で学んでもらえたと思います。ただし、短い時間

の中で盛りだくさんの内容を伝えることには限界があるた

め、今後は定期的なステップアップ講座の提供が課題であ

ると感じました。 

また、講師養成講座においては、当協会の長年の努力の成

果により、しっかり後継者が育っていると思いました。 



 

福岡・環境ネットワーク「虹」佐伯様より、７月に２カ所で森の

オープンプレスクールを開催されたとの報告がありました。 

✴︎✴海外の最新動向✴︎✴ 
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スウェーデン野外生活推進協会の移民プロジェクト 

参加者（ネットワーク組織８団体 ８名、 

協会 ３名  計１２名） 

 

ムッレ市島  吉積洋子 

ムッレ篠山  本莊賀寿美 

環境ネットワーク虹  佐伯美保 

特定非営利活動法人 奈良地域の学び推進  

機構  奈良教育大学       杉山友理 

ＮＰＯ法人子育てネットやまぼうしの会  桑田  

久美子 

社会福祉法人竹山愛育会 認定こども園 

あいいくの丘  余田淳子 

社会福祉法人千草福祉会 千草保育所   

松山孝博 

森の教室むいむい  井嶋茉美 

代表理事  高見 豊 

理  事  小山通子 

事務局長  高見幸子

**************************************** 

 

森のオープンプレスクール（森の親子ひろば）が大人気 

 

 

新潟の保育園の視察 
 
森のムッレ協会新潟は、１３の

私立保育園を会員として運営

されています。今回、そのうち

の３つの保育園を視察訪問さ

せていただきました。どの園に

も登録団体証明書があり、ムッ

レの活動が根ざしていることを

感じました。 

訪問した園は、 

ふじの木保育園、 

たから保育園、 

恵和保育園でした。 

 

文責： 

事務局長 高見幸子 

Skogsmulle UK  

スウェーデンでムッレリーダー養成講座と視察 

森のムッレUKは、ウェイルズとイギリスとスコットランドのリーダーたちの 

ネットワーク組織として活動しています。現在は、ウェイルズのダレーンさ

んが中心に普及活動をしています。今年６月、３度目のムッレリーダー養

成講座をムッレボーイ園でリデンギョ支部講師の支援を受けて実施し、１

９名のリーダーが誕生しました。ウェイルズ、イギリス、スコットランドだけで

なく、新しくアイルランドとギリシャからの参加もありました。 

国際的なネットワークが広がっています。 

兵庫・ムッレ市島では、 

認定こども園あいいくの丘からの委託を受け、未入園児対象に開催されています。 

また、福島・NPO法人青空保育たけの子のフェイスブックページには 

（https://www.facebook.com/aozoratakenoko/）活動の様子が動画で紹介されています。 

ぜひご覧ください。 

自然に出かける習慣のない国からきた移民の子

どもたちにもそのチャンスを与えようと、協会が

セーブザチルドレンと協働で昨年始めたプロジェ

クトに、今年も企業からの寄付を受けました。 

小学校低学年クラスの先生たちが協会のリー

ダー養成講座を受け、協会のリーダーと一緒に

自然教室を定期的に実施しています。 

自然についての知識と体験のなかった移民の子

どもたちが生き生きと森で活動している様子が印

象的です。 

ファミリームッレや森のオープンプレスクールにも、難民家族に参加を呼びかけ実践している支部が登場して

きており、スウェーデンの社会問題への解決のために、協会も一役かっています 



 

 

 

ウェールズからムッレ実践園視察 

 

両園の保育環境と保育士(リーダー)の素晴らしさに感激のご様子でした。 

  

第３回ネットワーク組織代表者会議のお知らせ 

今年のテーマは「森のムッレ教育とネットワークを広げていくには」。 

これからの団体活動につなげていただける情報共有の場として、ぜひご参加ください。 

日時 ２０１６年１０月２８日（金）１３時３０分～ 

場所 岐阜県関市 鵜の家足立（岐阜県関市小瀬 78 ℡0575-22-0799） 

★くわしくは、各団体代表者様にメールにて案内させていただきます。 

森のムッレ全国シンポジウム in 岐阜のお知らせ 

リーダーの資質向上とムッレ活動の支援、そして全国のリーダー

の情報交換の場として、今年も森のムッレ全国シンポジウムを開

催いたします。 

本年度は岐阜。皆さまのご参加お待ちいたしております。 

日 程 ２０１６年１０月２９日（土）～３０日（日） 

会 場 岐阜県関市 弥勒寺とその周辺 

実行委員長 ＮＰＯ法人長良川自然学校 内藤孝洋 

副実行委員長 桜花学園大学 准教授 嶋守さやか 

    静岡県・浜松市環境学習指導員 鈴木輝久 

 
くわしくは、当協会フェイスブックページでご案内いたします。 

当協会フェイスブックページ https://www.facebook.com/mulle2014/ 

森のムッレ新潟のリーダー６名が

フィンランドとスウェーデンの 

「福祉と保育を学ぶ旅」に参加 

８月３日～１０日、森のムッレ協会新潟と文

京大学 櫻井慶一教授との共同企画研修

を開催されます。４日にフィンランドで森の

ムッレ教室を取り入れている保育園とネウ

ボラを視察し、自然国立公園の散策、８日

はストックホルムで森のムッレ教室を取り

入れている私立保育園と基礎学校の学童

保育園、そして夕方にムッレボーイ園で先

生と森のムッレ財団の理事たちとの交流

会を企画しています。 

オーガナイザー  文京大学 櫻井慶一教授 

株式会社 JTB関東 

 

 

雲仙の「森のムッレ園」活動報告 

 
森のムッレ園ぽっぽが開園して８カ月が過ぎました。

３歳児が一番上の園児たちと楽しく過ごしています。

今さまざまな団体が視察に来園、そこで気付いたの

が、視察団の大人が介入（大人が面白いと思うこと）

したことに、子どもたちは一瞬興味を示すが長続きし

ないこと。 

ぽっぽの子どもたちが普段いろんなことに興味を示

し、じっくり観察できるのは、子どもたちと共感し、常

に興味関心をもって見守りができる保育士(大人)の

存在があるからなのです。 

保育士の質の高さも求められるそんなムッレ教育。

やればやるほど面白い教育だと実感しています。 

文責：NPO 法人子育てネットやまぼうしの会 

森のムッレ園ぽっぽ 園長 桑田久美子 

４月１３日（水）、幼児・児童における環境科学

と野外教育の専門家 Shirley Johnson 様、生

物学の専門家 Mike Johnson 様ご夫妻が、森

のムッレ教室と自然環境教育を取り入れた保

育実践団体の視察のため来日、兵庫県丹波

市の認定こども園あいいくの丘と認定こども園

いちじまこども園を訪問されました。 

ムッレ小屋 完成 

 

塩見和広リーダー所有地の兵庫県丹波市

市島町に建設していたムッレ小屋が完成し

ました。服部薫様を建設作業チーフリーダー

として、森のムッレ市島のリーダーが協力し

て建設されたムッレ小屋。７月１８日（月・祝）

のムッレ市島ストローバレ教室デイキャンプ

でお披露目されました。 

今後はムッレ市島の活動拠点として活用さ

れます。 


