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森のムッレ教室とは？ 

約 50年前、ヨスタ・フロムによって作

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 

2016.1.14発行 

新年のご挨拶 

日本野外生活推進協会 代表理事 高見 豊 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

春先に咲くはずの草花が１１月に咲いていました。１１月のネッ

トワーク会議で訪れた南港野鳥園の桜が開花していました。植

物たちに春のスイッチが入ってしまったようです・・・。身近な草

花たちだけではなく、私も気候変動を肌で感じ始めるように

なってきました。皆様はどうですか・・・。 

 さて、協会の大きな事業である「森のムッレ全国シンポジウ

ム」を長崎県雲仙市で開催いたしました。地元のリーダー・ス

タッフの皆様のおかげで盛大に開催することができました。講

演会には札幌医科大学脳神経科の鵜飼渉先生を招き「子ども

と自然との関係」についてお話を聞きました。また、全国から集

まったリーダーによる活動事例発表や交流会ではムッレリー

ダー同士なのですぐに打ち解け多くの情報交換ができ、人的

な交流ができました。長崎の「森のムッレ園ぽっぽ」をはじめ、

長崎県での広がりに期待したいと思います。 

 ２０１５年１月から１２月までに森のムッレ教室リーダー養成講

座を１１回開催することができました。それによって個人リーダー

登録も登録団体も少しずつ増えています。 

 １１月には第２回ネットワーク代表者会議を大阪で開催いたしま

した。ネットワーク会議に積極的にご参加いただき、全国の情報

と、スウェーデンをはじめ国際的なネットワーク情報を共有してい

きたいと思っています。 

 今年も、リニューアルするホームページとフェイスブックを有効

に活用しムッレの情報発信と森のムッレネットワークの構築をネッ

トワーク事務局中心に進めていきます。 

 

 

 

 

 

ホームページとフェイスブック 

日本野外生活推進協会のホームページのリニューアルが 

２０１６年１月末に完成します。ホームページにフェイスブック

をアップしていますので、日本全国でムッレ教室の活動をさ

れている園、NPO、個人とつなぎ、皆さんの活動が随時に

把握でき、またお知らせも皆さんが協会のフェイスブックを

使って発信できるようになっています。ぜひ、新しいホーム

ページとフェイスブックをご活用ください。 

ホームページ： http://mulle.sakura.ne.jp/  

フェースブック： https://www.facebook.com/mulle2014/ 
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ムッレボーイ園のムッレ教室の様子 

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

また皆様方の森のムッレ教室がますます発展します

ようにお祈りいたします。  
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第２回ネットワーク組織代表者会議開催 

日 時 平成２７年１１月２２日（日） 

     平成２７年１１月２３日（月・祝） 

場 所 １日目 ホテルコスモスクエア国際交流センター 

      ２日目 野鳥園臨港緑地〈大阪南港野鳥園〉 

日 程  

１日目 活動報告 

13:30〜13:40  会長ならびにネットワーク事務局長挨拶 

13:40〜14:00  協会の最新動向について【報告：会長】 

14:00〜14:30  スウェーデンと国際的な最新動向について 

【報告：高見幸子】 

14:45〜16:15  各ネットワーク組織の年間活動報告（各15分） 

16:30〜18:00  意見交換会 

18:30〜20:30  懇親会 

２日目 自然観察と研修 

9:00〜 9.30   バードウォッチング 

9:30〜11:30   「森のオープンプレスクール」研修 

【佐伯美保、桑田久美子】 

12:00〜      解散 

 
参加者（ネットワーク組織８団体 ８名、協会 ３名  計１２名） 

  

参加者 

 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 

 

意見交換会から 

「森のようちえん」と「森のムッレ教室」の違い

を明確にする必要性が高くなっているとの意見が

出ました。 

「森のムッレ教室」は、「森のムッレ」という森

の妖精が登場しファンタジーがあり、「森のムッ

レ」が「自然を大切にしよう」というメッセージ

を持っており、自然が素晴らしいものであり、守

る価値があることを感覚で理解できるようになっ

てほしいとリーダーたちが意識して活動をしてい

ます。また、発達年齢にあったプログラムで子ど

もたちが少しずつ自然感覚を身につけ、将来持続

可能な社会で貢献できる人になることを目指して

います。 

 

参加者の発言から： 

森のムッレ教室の活動をしていても、ホームページ等で発

信していない仲間が多い。興味のある人たちが森のムッレ

と検索するとたくさん全国で活動していることが分かるよう

に、どんどん発信していきましょう。 

 

 

南港野鳥園で見つけた猛禽類のミサゴ（左）

と桜の花に飛んできていたメジロ（右） 

写真提供：トミー ロンボーン 



   

 

 

 

  

 

海外の 

最新動向 

森の子育て支援広場 
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ドイツで、２０年間、ムッレ教室をしていたアニータ イーグルさんは、今年

の10月30日に、地元の町の保育園で、ムッレリーダー養成講座を開催しま

した。また、秋に彼女と友人とで開いていたムッレ教室のファイナルが地方

テレビで紹介されました。その番組を森のムッレ英国の仲間が紹介をして

いたのを当協会のフェイスブックで紹介しました。 

当協会のフェイスブックからご覧ください。
https://www.facebook.com/mulle2014/ 

 

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

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

 

ネットワーク組織代表者会議の

２日目に、佐伯美保さんと桑田

久美子さんが、9 月にスウェー

デンで学んだ森での子育て支

援のプログラム「森のオープン

プレスクール」を紹介してくれま

した。 

きつねのミッケルが、最初に皆

の名前を聞きます。それから、

テントウムシ、熊、小鳥、フクロ

ウ、クモのぬいぐるみをフィール

ドを歩きながら見つけて、それ

ぞれの動物の歌を歌い、その

後で、皆でいっしょにお弁当を

食べながら育児休暇の親たち

がネットワークを作っていくとい

う活動です。佐伯さんと桑田さ

んは、それぞれの NPOの活動

の中で、春から実践をされる予

定です。 

また、協会では、このプログラム

のリーダーを養成するための養

成講座を新設するためのテキス

トの作成にも、関わっていただ

き、今年中に、全国の講師をま

ず対象に、養成講座をする予

定です。どうぞ、お楽しみに。 

 

 

ヨスタ・フロムの森のムッレ財団は、毎年、スウェーデン国内と海外でムッレ

教室の活動を創造的に、発展させている個人と団体を選考して、最優秀

リーダー賞を授賞しています。２０１５年度は、スウェーデン人のシャステイ

ン・ビヨルクさんと、フィンランドの全国森のムッレリーダー協会が 9月２２日

にストックホルムの LIDA野外センターで表彰されました。 

シャステインさんは、ファミリームッレというコンセプトを開発したリーダーで

す。フィンランドでは、協会の１５００人のリーダーが年間６万人の子どもた

ちにムッレ教室を提供しています。 



 

 

 

 

２０１６年度春のリーダー養成講座の 

お知らせ 

第１８１回 長崎県雲仙市 

 NPO法人子育てネットやまぼうしの会 

       ２０１６年１月１６日（土）～１７日（日） 

第１８２回 福岡県福津市  環境ネットワーク「虹」 

       ２０１６年２月１３日（土）～１４日（日） 

第１８３回 本部  兵庫県西宮市 

         甲山自然の家 研修室とその周辺の自然 

          ２０１６年３月２７日（日）～２８日（月） 

第１８４回 本部  兵庫県丹波市市島町 

          ライフピアいちじま 

          ２０１６年５月３日（火・祝）～４日（水・祝） 

 

 

 

 

 

✴︎投稿文募集のお知らせ✴︎✴︎✴︎ 

ご自身のムッレ活動や野外活動に関する様々な情報、ご意

見・ご感想などを募集しています！①コラム名、②著者

名、③所属先名、④電話番号、④E-mail をご入力の上、投

稿文と活動写真(1〜2 枚)を添えて、E-mail にてお送り下さ

い。ご投稿お待ちしています。 

担当：松枝  E-mail: mulle2639@gmail.com 

森のムッレリーダー養成講座 

２０１５年に１１回実施、 

１９９２年から第１８０回目を達成！ 
第１７０回  福岡県福津市  環境ネットワーク「虹」 

第１７１回  桜花学園大学キャンパス 

第１７２回  本部  兵庫県丹波市市島町     

第１７３回  みつびしでんき野外教室リーダー養成講座                        

第１７４回  福岡県福津市  環境ネットワーク「虹」                    

第１７５回  森のムッレ協会新潟          

第１７６回  森のムッレ協会新潟              

 第１７７回  長崎県雲仙市 NPO法人子育てネットやまぼうしの会 

 第１７８回  長野県安曇野市 NPO法人響育の山里くじら雲  

第１７９回  本部  兵庫県西宮市  甲山自然の家         

  第１８０回  大阪大谷大学  

         

 

 

 

 

 

新しいムッレの仲間のご紹介 

兵庫県西宮市の甲山自然の家で本

部と第 179回森のムッレリーダー養成

講座を共催したのは、 

「NPO 法人こども育ちわたし育ち 

Madrina(マドリーナ)」 

代表理事は石丸真理子さんです。 

子育ての中で、自然が必要とムッレ教

育を取り入れてくださいました。数々

の興味深い活動をされています。 

ホームページ 

http://www.eonet.ne.jp/ 

～kodosodamadrina/ 

フェイスブック 

https://www.facebook.com/ 

kodosoda.madorina.10/ 

 

 

 

 

NPO 法人子育てネットやまぼうしの会 

桑田久美子様より 

 

「移住者がきたくなる園をつくりました」 

 

念願の夢だった、地域の野外保育園を立ち

上げました! 

１１月 1 日、森のムッレ園ぽっぽ創立と入

園式を行いました。スウェーデン発の環境

教育森のムッレ教育のプログラムを保育の

中心におき、野外で楽しく過ごしていま

す。今は少人数ですが、自然の不思議発見

と子どもたちの発想に感激し、笑い声に囲

まれ、楽しい日々を過ごしています。 

今後とも応援よろしくお願いします。 

http://www.eonet.ne.jp/~kodosodamadrina/

