
4連休だからガチな話をしてみます

伊勢です、

4連休いかがお過ごしですか？

今日は、親御さんや日本の教育に
興味がある方にしっかり読んで頂きたい
テーマです。

時期が来たので
お話したいことがあります。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
加賀市で学校をづくりをしています
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

実は、石川県の加賀市で仲間たちと
新しい日本のモデルをつくる
プロジェクトを行なっています。

モデルを創る分野は今の所
大きく分けて2つです。

1つが教育、学校づくり。

今まで存在しなかった
日本の教育の常識を根底から覆す
保育園、小学校、中学校を
創ろうとしています。

2つ目が、

ビジネス、地方創生で
農業なども含まれます。

この2つは別々なようでつながっています。

世界各地を視察しても良い学校があることが



街を活性化させる最大の要因になっている 
ケースがとても多いです。 

このプロジェクトは 
5年前に始まり、 

最初は淡路島、次に大阪府の 
泉佐野市に変更、 

そして、ようやっと 
本当にスタートにこぎつけたのが 
石川県加賀市になりました。 

ここにたどり着くまで 
本当に色々な事がありました。 

詳しい経緯は別の機会に 
お話をするとして、 

今日、お伝えしたいのは 
まず、教育についてです。 

私の役割はビジネスチームがメインで 
教育チームは他のメインメンバーが 
進めているのですが、 

気づけば最古参のメンバーなので 
色々と深く関わらせてもらっています。 

今日の話しは、 

私たちがどんな保育園を 
創ろうとしているかから 
スタートします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
9月からプレオープンする「ほいくえん」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この「ほいくえん」普通ではありません。 

まず、雨が降ろうと、雪が降ろうと 
自然の中で遊んでもらう保育園です。 



寒くないのかって？ 

大丈夫です。 

日本の数倍寒いデンマークの 
森の幼稚園にも行きまいしたが 
真冬でも森で遊んでいましたし、 

何より、真冬でも、 

「外でお昼寝させていました！」 

その方が体が強くなるからだそうです。 

加賀市の「ほいくえん」では 
センターハウスもあるので 
天候により対応もしていますが 
基本は自然の中です。 

とにかく、自然の中で 
思い思いに子どもたちに遊んで 
もらいます。 

自然の中で育てるというと 
デンマークの森の幼稚園が有名ですが 

私たちの仲間は既に 
デンマークの森の幼稚園とは 
一味違う保育スタイルで実践しています。 

福岡の糸島では川口正人さんという方が 
8年前から、大自然の中で子どもを育てる 
保育をしてきました。 

子どもたちは、海を山を川を 
走り回りながら、思い思いに時間を 
過ごしています。 

そして、個人的にはやっぱり微生物なのですが（笑） 
たくさんの微生物たちとも戯れます。 

そして、淡路島でも吉村正剛さんが 



ジーニアスキッズフィールドという名前で 
去年からおこなっています。 

淡路島でも、海山川、そして自然農法の農地と 
毎日、遊び場を変えながら、すくすくと子どもが 
育っているそうです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
なぜ、自然の中で遊ぶスタイルを 
とっているのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ですが、一番、大きな要素は、 

「脳みそをしっかりと育てるために 
どうしても必要だから」 

です。 

吉村正剛さんの本に詳しくは 
書かれていますが私からも少し説明 
させていただきます。 

私たちが街で目にする 
「色」や「音」や「匂い」 
そして「肌触り」は、 

人が作った『人工物』が 
ほとんどです。 

そして、人工物の問題点は 
波形がスパイクしている事です。 

例えば、都会の生活で耳に入る 
電子音、機械音、もろもろの音の多くは 
鋭い波形の音です。 

印刷物の色、ライトの光、 
都会にあふれる色も 
波形の鋭い色です。 

匂いや、机や椅子や商品パッケージ、 
プラスチックなどの肌触りも 



波形が鋭いものばかりです。 

そして、子供の頃に、波形が鋭い 
人工物にしてか触れていないと 
『脳が開発されない』という 
問題があります。 

大人になって、 

「あの人は、感覚が優れている」 
「アイデアやインスピレーションがすごい」 
「不思議なバランス感覚がある」 
「精神性が高くて安定している」 

など、クリエイティビティーに溢れた人に 
なるには、子どもの頃にしっかりと 

『脳が秘めている果のない資質と力を 
開放しておく』 

そんな必要があります。 

だから、子どもの将来を考えれば 
脳の持つ資質を最大限に開放するために 
自然の中で過ごす事が大事になってきます。 

海、山、川、草原、自然の中で聞こえる音は 
波形が緩やかで帯域が広い音です。 

大人になっても自然が心地良いのは 
自然の音は広い帯域でゆらぎながら 
鳴っているので脳がリラックスするからです。 

緑、空、海、土の色、 
想像して思い出すだけでも 
気持ちが良いですよね。 

みんな波形がゆるい 
深みのある色です。 

匂いも、感触も、自然のものは 
みな懐の深い波形です。 



この自然の波形に小さな事から 
たくさん触れる事で、脳が開放されていきます。 

人間は、脳の持つ潜在的な力の 
数％しか使っていないと言われていますが 

自然の中で過ごし、五感を通して 
脳の持つ資質をしっかりと開いてあげたら、、 

それは、大人になったときに 
どれだけの事ができるか、、 

想像すると本当に楽しみですよね。 

とてつもなくクリエイティブな人や 
精神性の高い人が育つ可能性があります。 

だから、子ども時代を自然の中で 
育てることは脳にとってとても大切な事と 
言えます。 

他にも、子どもの頃に土遊びをしていると 
大人になってうつ病になりにくい 
病気にかかりにくい、 
自分で遊びを考える創造力が鍛えられる、 

など、たくさんのメリットがありますが 
子ども時代を自然の中で過ごす意味は 
十分に感じて頂けたと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
一人ひとりの資質を伸ばす活動を 
通して日本を変える人材を排出する 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

裏コンセプトは 

「現代の空海を育てる」 

と、淡路の吉村正剛さんは 
おっしゃっていますが 
確かに空海一人が現代にいたら 
日本は変わると思います。 



空海について知らない人もいると 
思うので簡単に説明すると、 

空海は当時の学問最先端の国であった 
中国に留学をして、わずか数ヶ月で 
密教の継承者に指名されます。 

世界中の天才が集まる当時の中国で 
長年継承者になれる人が現れなかった中で、 

日本から来た空海が、わずか数ヶ月で完璧に 
言語習得から初めて、教義を会得し 
密教の継承者になったのです。 

更に、継承するだけではなく 
密教を進化させ、体系化していくのですが 
当時、世界一の天才は空海だったのでは 
ないかと言われています。 

空海の脳や、精神は 
普通ではなかったことは 
間違いないと思います。 

現代でいうと、イーロン・マスクや 
マーク・ザッカーバーグを日本に生み出す 
という事でも良いと思います。 

おそらくですが、ほんの数人、 
日本に空海のような人がいるだけで 
日本だけではなく世界も変わると思います。 

密かな裏コンセプトは、一人の大天才を 
日本に生み出すこと、、 

ですが、大天才でなくても 
人間が本来持っている脳の力を 
最大限に引き出す教育を 
「ほいくえん」では 
していくことになります。 

幸せに生きること、 
自分の個性を伸ばして生きること、 



そんな保育を既にやってきた 
川口さんのような方がいます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
川口さんの保育のやり方は 
「育てる」ではなく「見守る」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「ほいくえん」では 
子どもだけではなく 
大人の役割についても 
随分と違うものになっています。 

言葉で言うと、 

「見守り」 

ということになるのですが 
やるとなると、かなり難しいと 
感じました。 

一般的な子どもとの接し方とは 
かなり異なるやり方で、 

これはそうとうに、思考回路を 
変えないと、見守りはできないと 
感じました。 

大人が成熟しないと 
難しいと感じました。 

きっと、子育てをされている 
親御さんにとっては 
川口さんの見守りを間近でみるだけでも 
かなり参考になると思います。 

日本中の親御さんに見て欲しいですし 
きっと、それぞれ気づきがあると 
思うからです。 

接し方というのは、正解不正解 
はないので、押し付けるつもりは 



ありませんが、 

こういうやり方があるというのを 
見ておくのは、プラスにしかならないと 
思います。 

そして、それは、仕事で部下を 
持つ人にとっても、とても貴重な 
体験になると思います。 

日本で他の森の幼稚園をみたときも 
一番感じた物足りなさは環境ではなく 
先生たちでした。 

デンマークで森の幼稚園をみたときに 
先生たちの子どもへの接し方が 
とても感動的だったのですが、 

日本の保育だとどうしても 
見守りよりは、先生が先導するような 
形に見えたからです。 

デンマークでは、見守りの 
雰囲気がかなり強かったのを 
覚えています。 

先日、加賀市で実際に川口さんの 
子どもとの接し方を少しみたのですが 
子どもひとりひとりと川口さんの間にある 
関係みたいなものの育み方が、、、 

ちょっと言葉では言い表せないような 
雰囲気でした。 

もし、ここまで読んで 
加賀市の「ほいくえん」に 
入園してみたい、 

そんな事を思われた方は、 
ぜひ、こちらの体験会に 
ご参加してみてください。 

もちろん、お子さんとご参加頂けます。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
8月8日（土）、9日（日）の 
「ほいくえん体験会」 
https://pro.form-mailer.jp/lp/8bf97c86202074 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

実際に、どのような場所を 
フィールドとして遊ぶのか？ 

見守りとはどのようなものなのか？ 

などを体験できます。 

実際に入園となると 
近隣の方は通えるかもしれませんが、 

遠くに今お住まいの方は 
移住などの問題も出てくると思います。 

ただ、実際に見てみないことには 
具体的なイメージもできないと思うので 
一度見てみていという方は 
参加してみるのが良いと思います。 

運営はリーダーの神谷宗幣さんの 
ところで行われていますので 
詳しい事は、そちらでお聞き下さい。 

もし、 

移住はさすがにできないけれど 
子どもの教育について学びたい 
という方のための道も用意されています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
『未来を担う子どもを育てる 
大人のための集中講座』 

イシキカイカク教育ラボ 
https://www.ishikikaikaku.jp/kyouikulaboboshu01/ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

https://pro.form-mailer.jp/lp/8bf97c86202074
https://www.ishikikaikaku.jp/kyouikulaboboshu01/


かなり豪華なメンバーが揃っていますが 
このメンバーの話を聞けば、私たちの構想、 

そして、日本の未来を担う最先端の 
子育てについては、ほぼ全て学ぶことが 
できると思います。 

こちらについては、全国どこからでも 
参加できますし、本当にいい内容になっていると 
思います。 

・・・・・・・・・ 

ここまでが「ほいくえん」 
プロジェクトです。 

ここで、真剣な方ほど 
出てくる疑問が、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
小学校、中学校はどうなるの？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということです。 

これは、サロンの方だけにしか 
まだ言えないような情報なのですが、 

日本で初めての事をやろうと 
しています。 

具体的には小中一貫校で 
カリキュラムは独自で 
今までの学校とは全く違うものを 
つくろうとしています。 

しかも、ある方法をとることによって 
フリースクールのような高額にはならず 
通いやすい学校を目指しています。 



イシキカイカク教育ラボにも 
中原さんという方が出ているのですが 
彼の現在、高校でやっているカリキュラムが 
本当にすごいのです。 

この小中一貫校が生まれれば 
高校までに起業するのは当たり前、 

クリエイティブな思考ができるのは 
当たり前、 

社会問題を解決する活動をするのは 
当たり前、 

という日本の未来が間違いなく 
輝き出す時代に突入します。 

まさに、教育革命です。 

まずは、保育園からですが 
小中学校についても動いています。 

そして、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
住む場所と、仕事の問題 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これらも、移住する人たちに 
とっては、ひとつひとつが 
極めて重要な問題だと思います。 

ここに関しては、 

ビジネスチームを中心に 
色々としかけています。 

消滅可能性都市となっている 
加賀市に、どのように移住者を 
増やしていくか？ 

について、全く新しいアプローチで 
しかけていく準備をしています。 



ビジネスチームも23歳から60代まで
かなり個性的なメンバーです。

もちろん、自分の利益ではなく
想いで集まっているメンバーなので
最高に面白いです。

・・・・・・・・ 

コロナの影響で
延期されていたのですが、

ようやっと先週末に
加賀市でツアーを行い、

市長や職員の方々とも
トータル4時間以上
意見交換をさせていただくことも
できました。

少しずつ、発表できることも
増えてきたので、このタイミングで
発表させて頂いたのですが、

三度目の正直として
慎重に進めてまいります。

またの報告を楽しみにお待ちいただけますと
嬉しいです。

最後まで、お読みくださり
ありがとうございました。

伊勢隆一郎




