他者・自分
関わり方を学ぶ

継続することで、 冒険も仲間づくりも深くなる !
ト エ ッ ク

TOEC の活動は継続的になるほど面白い！回を重ねるごとに、 体験を
通した学びや仲間との関係がより一層深まります。
定期プログラムは、 「トエック冒険クラブ =TAC(Toec Adventure Club)」 「遊びの
達人クラブ」 の 2 種類。 トエックならではの関わり方で、 お子さま一人
ひとりと丁寧に向きあいます。 子どもたちは意欲的に 「やりたいこと」 に
取り組み、 それを通して他者とのコミュニケーションや身体 ・ 知恵を使
う体験を重ねます。 周りの自然や人と調和的に生きていく術を体得する

トエック定期プログラムのご案内

たっぷりやろう

もっと！

トライ＆エラー

子ども はのびやかに

深まる関係性

チャンスがたっぷり。 また、 自分の気持ちに向きあい、 自分を知り ・ 受
け入れることも繰り返しサポートします。 主体的な学びの場で、 その子ら
しさがのびやかに花開くのを応援する定期プログラムにご参加下さい。
「本物の体験」 を
生き物や火、 土、 水、 そして仲間に触れることは、 子どもたちの豊かな感受性を育み、 人格形成に大きく影響します。 テレビやゲーム、 インターネッ
トは決して得られない本物の体験 ( 実体験 ) の連続です。 トライ & エラーを繰り返し、 自分や他者の快 ・ 不快に触れ、 心を動かします。 手探りをする
前に分かったような気になってしまう、 情報社会に生きる子どもたちが直接体験を通して、 生の手ごたえを感じながら人として育つ場がここにあります。

「やりたい」 をとことん
フリーキャンプの 1 日はモーニングミーティングで始まります。 子どももスタッフも同じように 「やりたいこと」 を出しあい、 1 日の流れをつくります。 全員
が集合するのは毎朝 1 回と、 解散時のさよならミーティングだけ。 あとは、 たっぷり遊び耽る体験を保障します。 邪魔をされずに、 自分の好きなことを
とことんやる。 自分の想いを尊重される経験はかけがえのないものです。 このことを通じて、 自分への信頼や他者への尊重など育まれることを願ってい
ます。 この様な主体性を育む取り組みの中で、 何でもやれるというわけではありません。 危険行為や暴力は禁止であり、 他者の思いや集団との折りあ
いも出てきます。 そういう意味では、 フリーキャンプは自由を与え、 自由にやらせるという面だけでなく、 自由をつかいこなし、 自由に生きていく力を養う
道場のようなものといえます。

人とつながる
フリーキャンプは、 コミュニケーショントレーニングの場でもあります。 意見が言えない、 暴力的になる、 茶化す、 聞かない ... やりとりが上手くいかないの
は誰にだって起こりうることです。 カウンセリング研修を重ねたスタッフが一人ひとりの気持ちを丁寧に受けとめます。 そして、 スタッフもありのままの素直
な気持ちを伝えます。 安心で安全な場で 「心のキャッチボール」 のレッスンをしましょう。 人とつながって生きていくヨロコビを感じて欲しいと思っています。
親御さんとのやりとりも極力丁寧にしていきたいと思っています。 ご心配なことや不安な気持ちなどをお話しいただけると嬉しいです。

年中～小 2

安心できる空間で、 たっぷり自然と触れ ・ 育つ

日程：4/26 （日） 5/23 （土） 6/20 （土） 7/4 （土） 9/13 （日） 10/17 （土） 11/3 （火祝）
いずれも 9 ： 00 ～ 16 ： 00 徳島公園前郵便局付近集合 ・ 解散を基本とします。

日帰り冒険クラブ DAY ・ TAC

場所 ： トエック農園

（全 7 回 24 名）

年間プログラム費 （全 7 回） 38,500 円

水 ・ 土 ・ 木 ・ ひと…遊びを通して、 この時期ならではの興味 ・ 関心にとことん

お試し体験 （1 回のみ） 6,600 円

つきあいます。 子どもたちに年齢の近い、 TOEC 専属キャンプカウンセラーが
活動をご一緒します。 身体 ・ 心を使って元気に遊びましょう。
毎回、 かまど炊きごはん！

担当スタッフ ： 古堅由利香 （しーさー）
トエックのようちえん所属

ジャガイモ掘ったよ！
自由で豊かな想像力を発揮

小2～4

自然や人とたっぷり触れあう

仲間と自然の中で、 ココロとカラダ育てよう

冒険クラブ TAC

おいしく食べよう

日程：5/17 （日） 6/14 （日） 7/18 （土） ～ 19 （日） 9/6 （日） 10/24 （土） ～ 25 （日）
11/15 （日） 12/6 （日） 1/31 （日） 3/13 （土） ～ 14 （日）

（全 9 回 24 名）

日帰りは 9 ： 30 ～ 16 ： 30、 宿泊は 14 ： 00 ～ 16 ： 00 徳

この時期ならではの仲間との遊び。 協力したり、 ケンカをしたりしながら育ちあ
います。気持ちを届ける、相手の思いを聴く。豊かなコミュニケーションを通して、
人と関わる大切なことを学んで行きます。 宿泊はトエック農園。 日帰りプログラ

島公園前郵便局付近集合解散を基本とします。
場所 ： 徳島県内の海山川、 宿泊はトエック農園
年間プログラム費 （全 9 回） 59,400 円
※学期ごとの契約も可能です。 （ただし年間の方優先）

ムは、 農園以外の海山川への組みあわせです。
生き物探しへ出かけよう～

担当スタッフ ： 岡田暁 （プルド）
自然スクールトエック所属

大好きなどろんこ

いろんなことに挑戦！

豊かな自然を満喫

小年中～小
5 ～中学生
1

ひみつ基地つくったよ

いい仲間と深い自然の中で

日程 ： 4/11 （土） ～ 12 （日） 5/9 （土） ～ 10 （日） 6/6 （土） ～ 7 （日）

シニア

冒険クラブ S ★ TAC

7/11 （土） ～ 12 （日） 10/3 （土） ～ 4 （日） 10/31 （土） ～ 11/1 （日） 11/8 （日）

（全 10 回 16 名）

12/12 （土） ～ 13 （日） 1/9 （土） ～ 11 （月祝） 2/6 （土） ～ 7 （日）

テント立てや料理、 たき火などを自分たちでさらりとやれたら楽しい！自立へ向
かう子どもたち。 この時期ならではの体験と仲間との出会い。 学校とも家庭とも
違う、 僕たちならではの育ちあいの場にしたいと思っています。 徳島県内の海
山川で行う ・ アウトドア性と冒険性の高いプログラムです。

いずれも 10 ： 00 ～ 17 ： 00 徳島公園前郵便局前集合 ・
解散を基本とします。
場所 ： 徳島県内の海山川
年間プログラム費 （全 10 回） 79,200 円
※学期ごとの契約も可能です。 （ただし年間の方優先）

ワイルドに遊ぼう

自分でやれること、

担当スタッフ ： 渡辺有紀 （ふな）

増やしていこう

自然スクールトエック所属

心許して語りあえる仲間との出会い
身体をフルに使って遊ぶ

小1～6

自分らしい自然とのつきあい方を見つけよう

とことんやっている達人の技、 その姿に魅了

遊びの達人クラブ

（全 10 回 24 名）

その道を極めた達人さんがやってくる！その技を見たり ・ 体験。 子どもたちの
瞳はキラキラ輝きます！達人タイムとトエック農園での自由な遊びが両方楽し
めます。 トエックのようちえん＆小学校のスタッフがご一緒するので、 より丁寧

日程 ： 5/16 （土） 6/13 （土） 7/11 （土） ～ 7/12 （日） 9/12 （土） 10/3 （土）
11/14 （土） 12/5 （土） 1/16 （土） 2/6 （土） 3/6 （土）
いずれも 9 ： 30 ～ 15 ： 00 トエック農園または JR 西原駅集合 ・ 解散を基本とします。
場所 ： トエック農園が基本
担当スタッフ ：

年間プログラム費 （全 10 回） 52,800 円

坂本亘 （もぐら）

※学期ごとの契約も可能です。（ただし年間の方優先）

トエックのようちえん

できめ細やかな関わりや体験ができます。 ブログで各回報告も楽しみですね。
川へでかけたりも

中村奈津子 （なむ）
トエックのようちえん
多才なゲスト陣の
技や道具に夢中

行正縁 （えん）
釣り名人と海へ
ピザをつくったよ

※いずれのプログラムの日程も変更の可能性があります。 詳細はお問い合わせください。 ※初回のみ年間登録費 3,000 円 をいただきます。

トエック自由な学校

