
 

  

道草コース【季節を旅する自然体験】 
“そこで生まれるできごと”を一緒に見つけ、分かち合う。そこに価値があり、その時間と場を

届けます。子どもたちの願い（好奇心）のままに、考え（創造）やってみる（体験）。その機会

は自然にあります。 

寄り道コース【自然に学ぶ暮らしの体験】 
里山の古民家で過ごす暮らしの時間。‟人生とは暮らし”であり、豊かな暮らしを過ごすことは、

今を楽しみ、未来に希望を持つことができる。“生きる”が価値あるものとなり、“生きる力”

が身につく。 

さあ、新しい景色を見に行こう！ 

こどもとしぜんのがっこう Koru Nature Design 



 

  

道草コース“季節を旅する自然体験” 

小田急線登戸駅集合（川崎市多摩区） 定員 12 名 

“そこで生まれるできごと”を一緒に見つけ、分かち合う。そこに価値があり、その時間と場を届けます。

子どもたちの願い（好奇心）のままに、考え（創造）やってみる（体験）。その機会は自然にあります。 

 地域の身近な里山から日帰り可能な深い山まで仲間と共に過ごします。地域を知り、まだ知らない世界を

冒険し、自然とつながります。月 1 回は多摩丘陵の里山で農体験を通していのちのつながりを感じ、もう 1

回は四季の自然体験ができる場に向かいます。プログラムは予定として立てていますが、決してこの通りに

なることはありません。子どもたちと一緒に創り上げていくことを大切にしています。 

自然がっこう Koru について 対象：小学校１～3 年生 

小学生対象の自然体験となります。年間を通して自然とのつながりを持ち、体験を持って学びを深めていき

ます。自然の中で感性を磨き、仲間と冒険することで心を育て、暮らしを経験し生きる力を身につけます。こ

こは、子どもと自然がつながる場です。 

寄り道コース“自然に学ぶ暮らしの体験” 

Koru Nature Design 集合（山北町） 定員 12 名 

里山の民家を拠点に過ごす暮らしの時間。‟人生とは暮らし”であり、豊かな暮らしを過ごすことは、今を楽

しみ、未来に希望を持つことができる。“生きる”が価値あるものとなり、“生きる力”が身につく場です。 

 野菜を育て、薪を割る。火をおこし、料理する。創作活動に励む。仲間と語り合う。冒険に出掛ける。何を

するも良し。自然の中に身をおいて暮らしをデザインしていきます。月 1 回は四季の自然と遊び、もう 1 回

は子どもたちと何をするか創っていきます。子どもたちのやってみたいことをはじまりからおわりまで経験

できる暮らしの機会を過ごします。 



  募集要項 

募集対象 

小学校１年生～小学校 3 年生 各コース１２名程度 

集合場所 

道草コース ：小田急線登戸駅（川崎市多摩区） 

寄り道コース：こどもとしぜんのがっこう Koru Nature Design（山北町） 

時間 

道草コース ：集合９時 00 分～解散 16 時 30 分 

寄り道コース：集合 9 時 30 分～解散 16 時 30 分 ※どちらも活動により時間変更有り 

期間 

2021 年４月～2022 年３月（全 22 回） 

途中からの参加も受付しています。 

日程 

毎月日曜日 2 回（8 月、1 月は 1 泊 2 日のキャンプの為、2 回分） 全 22 回 

詳しい日程はこちら 

参加費 登録料￥3,300（初回のみ） 

〇月額制：年間通して参加される方 1 回あたり￥1,000 お得 

道草コース ：￥11,000／月額（1 日あたり換算￥5,500） 

寄り道コース：￥11,000／月額（1 日あたり換算￥5,500） 

※プログラムで使用する備品代・保険料・食材費・交通費、全てを含みます。 

※8 月・１月の宿泊プログラムは、別途経費がかかります。 

※都合による欠席は、事前にお知らせいただいた場合、１日あたり換算３0％を翌月返金の対応をさせ

て頂きます。 

※支払いは、毎月ごと、当月分を月末までにご入金お願いします。半年、年間での事前振り込みも受け

付けております。 

兄弟割引：２人目以降 1 人につき 10％引き／月額 

※お試し期間：参加にあたり初月はお試し期間とし、翌月以降継続されない場合は、登録料の全額返金

対応をさせて頂きます。 

※全て税込の価格になります。 

〇チケット制：予定に合わせて参加されたい方 空いた時間に参加できる 

チケット① プログラム４回分（宿泊プログラム２回分を選択することはできません） 

   チケット代：￥26,000（1 回分￥6,500） 

チケット② プログラム４回分+夏・冬キャンプ（キャンプは別途プログラム代がかかります） 

   チケット代：￥52,000（1 回分￥6,500） 

チケット使用方法  

⑴ チケットをお申込みいただき支払いお願いします。（先払いになります） 

⑵ 希望される日程の 5 日前までにご連絡ください。 

⑶ 確認後、折り返しご連絡させていただき完了となります。 

注 1.チケットは、2021 年度のプログラム内（全 22 回）でお使いください。 

注 2.期限切れチケットの返金対応はできません。 

注 3.参加される日程が悪天候などで開催できない場合は、次回以降にお使いいただけます。 

注 4.希望される日程が定員を超える場合は、先着順とさせていただきます。 

 



  

必要な持ち物：自分で扱いやすい大きさ 

・リュック・お弁当・水筒・レジャーシート・フェイスタオル・着替え（全て） 

・カッパ（上下分かれているもの）・ビニール袋（汚れ物や濡れてしまったものを入れます） 

※寄り道コース（山北町）は、お弁当は月 1 回のご用意して頂きます。 

服装：動きやすく汚れてもいいもの 

・長袖（季節によっては半袖）・長ズボン・上着・運動靴又は長靴・帽子 

※おすすめする服装は、速乾性のタイプです。乾きやすいため身体を冷やさず、濡れてしまっても軽く、

荷物が重くなりません。 

※季節や活動によって変更がありますので、お知らせ致します。 

※ご不明な点、服装、大きさ等のご相談は、お気軽にご連絡ください。 

一日の主な流れ 

道草コース“季節を旅する自然体験” 

9:00 登戸駅集合：朝の挨拶をして、保護者の方に「いってきます」をします。 

10:00 目的地到着：移動時間は場所によって前後します。 

ミーティング：移動中で話したことも含め、今日一日の話をします。 

10:15 自然体験（午前） 

11:30～12:30 昼食：遊びが落ち着いたところでお弁当です。 

12:30～13:00 自然体験（午後） 

14:30 ミーティング：今日一日の振り返りと次回について話します。 

15:00 移動 

16:３0 登戸駅到着：保護者の方へ今日一日の出来事を報告します。 

寄り道コース“自然に学ぶ暮らしの体験” 

9:30 自然学校集合・ミーティング：今日一日の話をします。 

10:０0 自然体験（午前） 

11:30～12:30 昼食：野外炊飯 or お弁当 

12:30～13:00 自然体験（午後） 

15:30 振り返り：今日一日の振り返りと次回について話します。 

16:30 解散：保護者の方へ今日一日の出来事を報告します。 

※お弁当の際は近隣の自然の場へ一日かけて出かけることもあります。 



  2021 年度 年間スケジュール予定 

 道草コース（川崎市） 

2021 年 

4/4・4/18 

5/9・5/23 

6/6・6/20 

7/4・7/18 

8/7-8/8（夏キャンプ） 

9/12・9/26 

10/17・10/31 

11/14・11/28 

12/12・12/26 

2022 年 

1/29-30（冬キャンプ） 

2/13・2/27 

3/13・3/27 

寄り道コース（山北町） 

2021 年 

4/11・4/25 

5/16・5/30 

6/13・6/27 

7/11・7/25 

8/21-8/22(夏キャンプ) 

9/5・9/19 

10/3・10/24 

11/7・11/21 

12/5・12/19 

2022 年 

1/22-23（冬キャンプ） 

2/6・2/20 

3/6・3/20 

季節の自然体験プログラム 

【春】 

春の里山ハイク・春の生き物探し・田んぼで泥だらけ・川でがさがさ 

秘密基地づくり・火おこしして何作ろう？・野草を食べてみよう 

【夏】 

夏の里山ハイク・昆虫探し・川にダイブ！・竹でご飯 

流しそうめん・潮だまり生き物観察・冒険みんなで考えよう 

【秋】 

秋の里山ハイク・草木染・頂を目指す踏ん張り登山・自然のアーティストになろう 

ほかほか焼き芋・木の実のクラフト・チクチク栗拾い 

【冬】 

冬の里山ハイク・餅つきとせんべい・焚き火・釘のナイフづくり 

氷のアート・雪あそびできるかな？・山を越えて海へ 

 

※上記のプログラムに加えて農体験を年間通して行っていきます。種まきから収穫までのいのちのつながり

に触れていきます。 

※プログラムは予定となります。子どもたちの“やってみたい”を第一に、子どもたちとともにプログラムを

組み立てていきます。その中に大切な学びがあり、私たちの想いも伝えていきます。 

※雨天時は室内活動を含む自然体験になる場合がございます。 



 

事業者概要 

名称 こどもとしぜんのがっこう Koru Nature Design 

代表 藤江雅也 

所在地 神奈川県足柄上郡山北町岸 1879－3 

TEL 080-5452-1459 

E-mail koru.nature.design@gmail.com 

Learning Journey ～学びの旅をしよう～ 
 豊かな学びをするには、感じる(Feel)、楽しむ(Enjoy)、考える(Think)、この 3 つが大切だと考えて

います。自然の中で五感を存分に刺激し、感性を育みます。“いま、ここ”でハッとし、感じたこと、

心が動くときをそこにいる仲間と分かち合い、喜び、楽しみます。そして、そのとき湧き出てくるやり

たいことを叶えるために、創造し、考え、やってみる。創造したところにたどり着かずとも、そのプロ

セスには仲間とのかけがえのない学びと楽しい時間が待っています。 

自然がっこうが子どもたちに届けるもの 
 “自然とのつながり”を届けます。自然の中でとことん遊ぶ、時間と場は、今とても貴重なものにな

りつつあります。それは、都会であっても田舎であっても変わりません。実はすぐ近くに自然はあるの

です。ただ、今の社会は目に見える距離よりもずっと遠くにあるようです。自然とつながる道に霧がか

かっているのかもしれません。 

私たちは、自然からの GIFT“大切な目に見えないもの”を一緒に受け取りに行くガイドであります。

ガイドではありますが、見つけるのは子どもたち自身。ここは、自然の中で自分たちのやりたいことに

チャレンジできる場です。その中で、自然からの GIFT を手にすることができると信じています。 

人生の源流である子ども時代に、自然と共に心身一如になって過ごす時間は、生きる力を身につけさ

せ、これから先、目の前に高い山があったとしても、自然が山を越える道を教えてくれることでしょう。 

活動中の様子について 
 子どもたちの成長を保護者の皆様と一緒に喜び、見守っていきたいと思っています。活動中の様子は、

写真、メール配信、送迎時などでお伝えしていきます。 


