
ＮＰＯ法人あいち惟の森

  2018年度活動報告書 
2018年 8月 14日から 2019年3月 31日まで 

１．定款に定めた目的

この法人は、「自分らしく十分に生きる」「学ぶことの本質を味わう」「よりよい未来をともに創る」こと

を基本理念としたオルタナティブな学校の設立と運営を中心に、子どもとおとなに対して、自立と共生の

力を育むよりよい「学びと共育」の実践・推進を行い、誰もが自分らしく十分に、大切な他者や自然と共

に生きることのできる持続可能な社会づくりに寄与することを目的とする。

２．事業実施の概要と成果

◇ 6月3日に24名の出席者によって設立総会を開催し、設立に必要な議案をすべて承認可決した。 

◇ 8月9日に名古屋市からNPO法人の設立が認証され、8月14日法人登記が完了した。 

◇ 2018年度の上半期は、10月1日のオルタナティブ・スクールあいち惟の森小学部・中学部のプレ

開校に向けて、学校の運営事業の準備、特定非営利活動法人こどもNPO事業「子どもとつくるくら

し☆あそび☆まなびの場 Roots」での一部カリキュラムの試行実施を行いつつ、次の活動も行った。 

・7月16日：オルタナティブ・スクールあいち惟の森 お披露目会 

・8月27日～31日：入学希望者等に対するあいち惟の森小学部カリキュラム1週間体験 

◇ プレ開校後の下半期は、延べ13名の生徒を迎え、基本構想に掲げた基本理念・方針等を実現するカ

リキュラムを具体的に実施しながら、次の活動も行った。

・10月1日：生徒・保護者・スタッフによる設立記念パーティー 

・11月3日：教育イベント「いっしょに考えよう！教育のいろいろなカタチ。」スクール紹介 

・11月4日：オルタナティブ・スクールあいち惟の森 学校説明会兼入学説明会 

・12月22日：愛知学長懇話会「第６回サスティナビリティ・リレーシンポジウム」 

スクール紹介・生徒発表

 

① 「自分らしく十分に生きる」「学ぶことの本質を味わう」「よりよい未来をともに創る」こと

を基本理念とした「オルタナティブ・スクールあいち惟の森小学部・中学部」を設立した。

② 延べ13名の生徒を迎え、自立と共生の力を育むよりよい「学びと共育」のカリキュラムを具

体的に実践することができた。

③ 学校説明会、教育イベント等を通じ、おとなに対して、自立と共生の力を育むよりよい「学

びと共育」の基本理念や具体的なカリキュラム等を広めることができた。

＜成果＞



 

３．特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項 
 

事 業 名 具体的な事業内容 
(A) 当該事業の実施日時 
(B) 当該事業の実施場所 
(C) 従事者の人数 

(D) 受益対象者 
の範囲 

(E) 人数 

事業費
の金額
（千円）

(1)  
学校の運営事業 

オルタナティブ・スクールあい

ち惟の森小学部・中学部をプレ

開校・運営し、目的実現に資す

るカリキュラムを実践した。 
 
※カリキュラムの詳細は別添１

 受益者の成長・変化は別添２

 参照。 

(A) 10月1日～3月31日 
  の平日9:00～15:20 
    （92日間） 
(B) あいち惟の森学び舎 
(C) 16人※１ 

※１内訳：主スタッフ3人 
     テーマ・スキル5人 
     プロジェクト2人 
     分野別学習1人 
     基礎学習3人 
     事務2人 

(D) 小学生、 
中学生 

(E)  13人※２ 

※２内訳： 
  小1：5人 
    小2：2人 
  小3：2人 
  小4：1人 
  小5：1人 
  小6：1人 
  中1：1人 

収益

4,414
費用

2,151

(2)  
カリキュラム 
開発・普及事業 

自立と共生の力を育むよりよい

「学びと共育」のカリキュラム

の開発を実践的に行った。 

(A) 8月14日～3月31日 
  の随時 
(B) あいち惟の森学び舎等 
(C) 11人 

(D) 小学生､ 
   中学生 
(E) 13人 

収益

0
費用

549

開発したカリキュラムを汎用化

して、一般の教員等に活用でき

るようにし、普及を図る。 

本年度は実施しなかった。 
 

－ 

開発・汎用化したカリキュラム

を本スクール外の子どもに実践

したり、教員等に対して研修し

たりする。 

本年度は実施しなかった。 
 

－ 

(3)  
子ども・子育て 
支援事業 

あいち惟の森の生徒・保護者を

対象に、子ども・子育て支援の

ために、放課後の延長利用や特

別休暇日利用を行った。 

(A) 10月1日～3月31日 
の出校日の 16:00～

17:00、および特別休暇日
の9:00～15:00 

(B) あいち惟の森学び舎 
(C) 3人 
 

(D) 小学生､ 
    中学生 
(E) 13人 

収益

2.5
費用

3.8

地域の子ども・保護者を対象に、

本校の理念に準ずるような子ど

も・子育て支援の活動を行う。

本年度は実施しなかった。 
 

－ 

(4)  
人財育成・ 
社会づくり事業 

本校の理念を社会に広めるため

に、視察・見学の受入を行った。

 
※入学希望見学者分析は別添３

参照。 

(A) 10月1日～3月31日 
   の随時 
(B) あいち惟の森学び舎 
(C) 3人 
 

(D) 保護者、 
    一般 
(E) 28人 

収益

31
費用

42



 

本校の理念を社会に広めるため

に、ウェブサイト、Facebook
ページで広報活動を行った。 

(A) 10月1日～3月31日 
   の随時 
(B) あいち惟の森学び舎等 
(C) 1人 

(D) 一般 
(E) 不特定 
多数 

本校の理念を社会に広めるため

に、次の２つの教育イベントで

スクール紹介・生徒発表を行っ

た。 
① 多様な教育を考える会東海
「いっしょに考えよう！教

育のいろいろなカタチ。第三

弾」 

② 愛知学長懇話会「第６回サ
スティナビリティ・リレーシ

ンポジウム」 

(A) 11月3日（土） 
 11:00～14:30 

(B) 椙山女学園大学 
(C) 3人 
 

(D) 多様な教
育に関心の

ある人 
(E) 200人 

(A) 12月22日（土） 
 13:10～15:10 

(B) 名古屋市立大学 
(C) 2人 
 

(D) ESDや 
SDGsに関心
のある市民、

学生、教職員 
(E) 320人 

本校の理念を教育の場や地域で

実践・推進できる人財の育成を

行う。 

本年度は実施しなかった。 
 

－ 

(5)  
その他本会の目

的達成に必要な

事業 

本年度は実施しなかった。 － － － 

 

４．会議の開催に関する事項 
 

（１）総会 

ア 設立総会 

（ア）開催日時及び場所 2018年6月3日11:30～13:20 本山シェアオフィス 

（イ）議題 ①NPO法人の設立について、②定款について、③初年度・翌年度の事業計画・予算について 

      ④役員の選任について、⑤設立代表者の選任について、⑥事務所の決定について 

イ 臨時総会 

（ア）開催日時及び場所  2019年3月31日13:00～14:40 あいち惟の森学び舎 

（イ）議題 ①役員（理事）の増員について 
 

（２）理事会 

ア 第１回理事会 

（ア）開催日時及び場所 2018年7月12日15:30～17:00 あいち惟の森学び舎 

（イ）議題 ①お披露目会について、②あいち惟の森のソフト・ハード・マネジメントについて 

イ 第２回理事会 

（ア）開催日時及び場所 2018年7月24日16:00～19:00 あいち惟の森学び舎 

（イ）議題 ①プレ開校までのスケジュール・調整について、②ソフト・ハード・マネジメントについて 

ウ 第３回理事会 

（ア）開催日時及び場所 2018年8月6日15:00～17:30 あいち惟の森学び舎 



（イ）議題 ①１週間体験プログラムのカリキュラムについて、②ソフト・ハード・マネジメントについて

エ 第４回理事会

（ア）開催日時及び場所 2018年9月7日16:00～19:00 あいち惟の森学び舎 

（イ）議題 ①入学者の見通しについて、②学則について、③延長利用と特別休暇日について、

④カリキュラム実施のスタッフ体制について、⑤環境整備について、⑥設立記念日について、

⑦箕面こどもの森学園とのネットワークについて

オ 第５回理事会

（ア）開催日時及び場所 2018年9月27日16:00～18:00 あいち惟の森学び舎 

（イ）議題 ①特別休暇日の施設利用規約について、②2018年度後期のスケジュールについて、 

③時間割修正と延長利用について、④個人使用教材について

カ 第６回理事会

（ア）開催日時及び場所 2018年10月30日16:00～18:00 あいち惟の森学び舎 

（イ）議題 ①入学説明会について

キ 第７回理事会

（ア）開催日時及び場所 2018年11月30日16:00～19:00 あいち惟の森学び舎 

（イ）議題 ①担任スタッフ１名減後の対策について、②視察・見学の対応について

ク 第８回理事会

（ア）開催日時及び場所 2018年12月9日16:00～18:00 あいち惟の森学び舎 

（イ）議題 ①低学年の基礎学習について

以上


