
星山フォレストガーデン
パーマカルチャー実践コース
インナーパーマカルチャー＆ソーシャルパーマカルチャー

の実践を暮らしに活かす



コンセプト

葉山町にある5000坪の森『星山』のフィールドで
パーマカルチャーのサイトを構築する実践を通して

豊かな森づくりとコミュニティのデザインについて学びを深めます。

より創造的で持続可能な『いのちの活かし方』を理解するため、
【インナーパーマカルチャー(内なる生態系)/ ソーシャルパーマカルチャー(外なる生態系)】

という観点からも豊かな学びと気づきの体験を培います。



【星山パーマカルチャーのあゆみ 〜《人の森》も育む〜】

神奈川県葉山町、海から約10分ほど内陸に入ったところに位置する「星山」
星山プロジェクトは、数十年間手付かずで藪に還っていた5000坪の里山の森を2017年より
５年ほどかけて整備しながら、大人も子どもも遊び、学べる豊かなフィールドづくりに力を
注いで参りました。

開拓当初より、大地の再生＆パーマカルチャー＆フォレストガーデンなどの学びも取り入れ
た環境の改善に努めながら、さまざまなイベントや講座なども主催し、幅広い世代の方々に

「森時間」を過ごして頂くことで「暮らしの身近にある里山」という存在の豊かさを次世代
に受け継いでゆくラーニングコミュニティづくりに励んでいます。

首都圏からもほど近く、海、山、川、街がコンパクトにまとまっている葉山は、自然との
つながりを肌で感じながら豊かな未来をデザインしてゆく実験の場として大変素晴らしい
環境。
コロナ禍を経て「暮らしに自然とのつながりを取り戻すこと」の大切さを実感している方が
ますます増えている中、本当の意味で「自然とつながる」ことがどのような恵みをもたらす
のか、受け取った恵みを「自分」という命を通してどんな形で受け継いでゆくか、そんな素
敵な「問い」を共に味わいながら育まれる「共育・共創の場づくり」を、本講座を通して分
かち合いたいと願っています。



【自らの内側もガーデニングする】
〜インナーパーマカルチャー＆ソーシャルパーマカルチャーとは？〜】

本講座の特徴としてお届けしたいのは、「500年後も豊かに循環する里山」を心に描きながらもその実
現に欠かせないエッセンスとして健やかな「人の森」が育つ上で必要な
「Innner Parmaculture（内なるパーマカルチャー）」
「social Parmaculture（社会的パーマカルチャー）」
という新たな視点の共有です。

2021年春にキックオフした【星山フォレストガーデンプロジェクト】では、講師の大村淳さんに

パーマカルチャー＆フォレストガーデンのコンサルティング＆実践指導を受けながら学びとフィールド

実践を重ねて参りましたが、ひとりひとりの内側で動いている感情や思考の変遷にも丁寧に目を向け、

耕し、水をやるようなプロセスを通して、コアメンバーとともに共感的なコミュニケーションや対話を

重ねながら関係作りの進化（＝深化）にも心を注いで参りました。

自然界の多様性と触れ合う中で出会う「自分自身の内なる多様性」にも目を向けつつ、そうした多様性

をはらむ個々の人間が集まってできる「人の森」が、可能性を生かしあう豊かなコミュニティに育って

ゆくには？そんな気づきと学びを深めるガイドラインも本講座の軸に盛り込みながら、まるで自らの内

側もガーデニングするような体験を種まいてゆきたいと考えています。



【無限の可能性をデザインする】

「パーマカルチャー」とは、自然と人と生きものが、永続的に豊かに生かしあえる繋がりをデザインする

ことですが、私がかつて初めて『パーマカルチャー』のアイディアに触れたとき、最も心動かされたの

は･･･

いわゆる農業、植物の育て方、環境整備の方法、といった観点にとどまらず、植物・動物・虫・水・太

陽・風・土・人・政治・経済 etc…この世界に存在するあらゆる要素との関係性をre-designしてゆくこと
で無限の可能性をひらく《関係性のデザイン》という世界観です。

さらに、「フォレストガーデンとは、自然の中にある若い森をモデルに、暮らしに必要なさまざまな実り

を持続可能な方法でより多く手に入れるための森のデザイン手法」と言われるように、「持続的に循環す

る場づくり」に取り組む上で、星山のように小さな森であっても、風が通り、水が淀まず、季節の恵みが

循環し、誰もがいつでも心地よい時間を過ごせるフィールドとして継続的に整えてゆくためには、経済的

にもマンパワー的にも循環するコミュニティのデザインなども必要です。

参照：フォレストガーデンとはhttps://www.theartofforestgarden.com/forest-garden

５年にわたる星山の森の開拓を通じて取り組んできた様々なチャレンジや、そこから生まれた豊かな経験

は数え切れませんが、この実りを次世代にも手渡してゆける《新たなフェイズの森のコミュニティデザイ

ン》を、本講座を通じてご一緒に描いてゆきましょう！

http://tthamamatsu.net/wg/forestgarden/


【星山パーマカルチャー実践コース】では、パーマカルチャーの７つのデザイン領域にフォーカスし、
自分自身とのつながり・他者・自然環境・世界とのつながりを包括的に学んでいきます。
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『デザイン』において、パーマカルチャーの１２の原則を利用します。



パーマカルチャー7つの領域の学びを「オンライン講座」×「WS」×「フィールド実践」の中で体験し、
学びと実践をつなげて、星山の森の育みに継続的に取り組みます。

オンライン講座 計7回

パーマカルチャーの基礎＆応用を学び
ながら自然・人々・社会など、あらゆ
るものとの繋がりを理解する。

①自然観察や森のケアを通して、多く
の恩恵を受けていることを実感する。

②『自律』を深め、自分自身とコミュ
ニティに対するケアも学ぶ。

③自然と人に負荷をかけないシステム
のあり方のアイディアを共に導き出す。

2days WS 計2回

星山の森をフィールドに、パーマカル
チャーの基礎的なエッセンスを学び、
サイトに必要な構造物をつくり、手の
技術を学ぶ。

①人間と自然、それぞれのニーズを満
たし合う仕組みをデザインすることで、
自らが自然の一部として循環する体感
を培う。

②季節ごとの自然の恵みを楽しみなが
ら『森と海の繋がり』も体験する。

フィールド実践 計9回

パーマカルチャーの実践の場として、
里山の森（星山）をデザイン＆整備す
る。

①個々が自律性と創造性を持ち、パー
マカルチャーのベースである合理性と
文化を統合しながらコミュニティを育
み、持続的に活動をする。

②森だけでなく『海』と暮らしのつな
がりも体感するマリーン・パーマカル
チャーの実践も経験する。



メンバー
講座Instructer
大村淳

2010年にパーマカルチャーセンタージャパンで、
実習&デザインコースを卒業後、自分の暮らし
ている浜松でパーマカルチャーの活動を始め、

合同会社Permaculture・DesignLab.を立ち上げ
る。

食べられる森『フォレストガーデン』を

地域コミュニティと関わりながら、自然生態

系・人間生態系の双方が豊かになる暮らしを実

践中。

『星山と海』 Field Guide
今村直樹

Producer&Organaizer
むろき優理

3.11をきっかけにネットラジオをはじめ、日
本を縦断しながらWell-Beingな暮らしを実践
す る 人 々 の イ ン タ ビ ュ ー を 配 信 。

外側の環境と共に個々人の内側の環境も持続

可能にしてゆく必要性を感じ2014年〜「ラジ
オ寺子屋」を企画。暦と養生、未来食、パー

マカルチャー、NVC、トランジションタウン
などの学びを盛り込んだ年間170本のラジオ
講座を配信すると共に、全国にラーニングコ

ミュニティとしての「リアル寺子屋」をプロ

デュース。

2017年から開拓してきた星山の森と、HPL＆
WCLでは、大人も子どもも共に未来を育みあ
える次世代型「共育」の場づくりに挑戦中。

株式会社うみのほし代表取締役、マリン

エデュケーター、ライフコーチ。

レーシングカヤックの日本代表を務める。

2005〜2008年アウトリガーカヌー世界大
会「MOLOKAI HOE」出場。オーストラ
リアから帰国後2014年、自然学校「TIDE 
POOL」を設立。子どもたちに自然を通
じた学びを届ける。

2017年、星山プロジェクト始動。
「葉山の海と山のつながりを意識した環

境教育を多世代に伝えたい」という願い

を星山の森で実践し始める。

近年はライフコーチとして、個人や企業

研修に様々なアクティビティを通じた独

自のセッションも行っている。



カリキュラム

テーマ ・森と海、２つの場のつながりを意識したパーマカルチャーサイトをデザインする
・「外なる生態系」と「内なる生態系」を理解する統合的な学び
・星山の森をフィールドとした豊かなコミュニティを育む。

内容 コースでは、星山にある様々な自然や生き物の観察と、様々な季節やその時々に起こる状況を読み解き、自然と生態系と人
がいかに豊かに繋がりあい、自然の再生・復元と共に豊さをどう生み出していくかを実践的に学ぶ。
また、パーマカルチャーの観点を利用して、自分自身や人々の内側にある自然（様々な感情やニーズ）、目に見えない構造
についても観察し、インナーランドスケープ（内なる風景）とアウターランドスケープ（外なる風景）を交互に行き交うこ
とによって『外的世界と内的世界が統合された健全性』を生み出していく実験を行います。
これらを通して、星山でのコミュニティを育みながら、学び手ひとりひとりが関わる大切なコミュニティにおける実践にも
繋げて行けるようにとの意図を含んでいます。

特徴 葉山町にある海・山・川などのさまざまな自然環境とのつながりに対して、多角的なパーマカルチャーを学びます。
また、人の身体と心の繋がりにも意識を向け、人という生きものの中にある多様なリソースの豊かさも耕してゆくことを目
指し、パーマカルチャーが伝える「つながりのデザインからもたらされる豊かさ」をインナーパーマカルチャー（内なるパ
ーマカルチャー）＆ソーシャルパーマカルチャー（社会的なパーマカルチャー）の観点で深める統合的な学びを実践します。

日程 2022/9/27～2023/4/4

場所 オンライン・星山の森・葉山の海

実践 ・パーマカルチャーの基礎知識と応用の学び
・自然観察と内なる自然観察。その手法、その応用についての学び
・植物や動物たちへの理解。 自分自身の中にある『いきもの』への理解の探索
・収穫を得るためのガーデニング。 自分自身を満たすための内なるガーデニング
・パーマカルチャーの１２のデザインの道具を学び、それを応用していくためのケースを学んでいく。



スケジュール

日時 場所 内容

9/27(火)20:00～21:30 オンライン 【講座0】パーマカルチャーオリエンテーション 担当：大村淳

10/12(水)20:00～21:30 オンライン 【講座1】パーマカルチャー基礎(innner＆outer)＆観察に必要なこと 1.観察 7.パターン 担当：大村淳

10/15(土)10:00～14:00
10/16(日)10:00～14:00

星山の森
オフライン

【実践1,2】『自然を観察する』を実践する。フィールド観察と身体でつながる＆コミュニティ・ランチ
内なるパーマカルチャー 担当：むろき優理

11/1(火)20:00～21:30 オンライン 【講座2】フィールドワーク解説＆グレイウォーター（水質浄化システム）・浄化植物について学ぶ
5.生態系サービス 6.ゴミを豊かさに変えよう 担当：大村淳

11/19(土)9:30～16:00
11/20(日)9:30～16:00

星山の森
オフライン

【WS1】小さな循環システムキッチンをつくろう
グレイウォーター＆かまど用ブロックづくり 担当：大村淳・むろき優理

12/4(日)10:00～14:00
12/10(土)10:00～14:00

星山の森
オフライン

【実践3,4】かまど造り＆たき火＆コミュニティ・ランチ 担当：むろき優理

それぞれの星山フィールドパーマカルチャー実践（観察・パターン・ゴミ・生態系サービス）

12/13(火)20:00～21:30 オンライン 【講座3】グレイウォーター＆かまど造りの振り返り。実践からの学びの種を見つける 担当：大村淳

4.自律とフィードバック
1/17(火)20:00～21:30 オンライン 【講座4】樹木・果樹を育てはじめよう！ 植樹方法とガーデンデザインの学び 担当：大村淳

9.小さくゆっくり

1/21(土)10:00～14:00
1/28(土)10:00～14:00

星山の森
オフライン

【実践5,6】ガーデンの『整え方』＆竹炭/土づくり＆コミュニティ・ランチ 担当：むろき優理

それぞれの星山フィールドパーマカルチャー実践（観察・パターン・ゴミ・生態系サービス）

2/7(火)20:00～21:30 オンライン 【講座5】自然とのつながり方・『エネルギー』の存在に気づき、どのように扱うか？を学ぶ 担当：大村淳

2.エネルギーを蓄え保存する 11.エッジを利用する

2/18(土)9:30～16:00
2/19(日)9:30～16:00

星山の森
オフライン

【WS2】森のデザインを学び、ガーデニングのインスピレーションを学ぶ 担当：大村淳

・定員12名（定員になり次第、〆切）
・各オンライン講座は、アーカイブでの受講も可能
・フィールド実践は同様の内容で月2回実施しているため、両日参加が難しい場合はいずれかの参加でOK



スケジュール

日時 場所 内容

2/25(土)10:00～16:00 星山の森
オフライン

【実践7】マリーン・パーマカルチャー 海藻をはじめとする『海』の豊かさの生かし方を学ぶ。
＆ コミュニティ・ランチ 担当：今村直樹・むろき優理・飯泉友紀

3/7(火)20:00～21:30 オンライン 【講座6】パーマカルチャーとデザイン思考
ソーシャルパーマカルチャー＆インナーパーマカルチャー 担当：大村淳

9.分離から統合 11.収穫しよう

3/18(土)10:00～16:00
3/19(日)10:00～16:00

星山の森
オフライン

【実践8,9】春の森の観察＆『常緑の樹』と『草』たちと遊ぶ＆コミュニティ・ランチ
担当：むろき優理・飯泉友紀

4/4(火)20:00～21:30 オンライン 【講座7/実践の振り返り】インナーパーマカルチャーと『私たちのプロジェクト』に向けて
12.変化を創造的に利用する 担当：大村淳・むろき優理・飯泉友紀

講座のお申し込み、お問い合わせはお気軽に
yuri@uminohoshi.jp（むろき優理）



費用

星山パーマカルチャー実践コース（座学/WS/フィールド実践）

費用：146,000円 (星山保全費含む)
定員：12名まで

ドロップイン（フィールド実践のみへの参加）
毎月2回のフィールド実践へ自由に参加可能

費用：2,500円以上のドネーション〜/1回参加
(星山保全費＆アテンドへのドネーションとして)

9/27(火) 20:00～21:30
費用：無料

星山パーマカルチャー実践コー
スのオリエンテーション。

パーマカルチャーの基本的な考
え方と海と森のつながりを感じ
る星山ならではの実践のカタチ
をお伝えする。

星山の森の紹介とコースの基本
設計を説明。 「うみやま葉山」会員の特典

費用：136,000円 (星山保全費除く)

「うみやま葉山」とは、2022年11月星山でオープン予定の「人と自然
の未来を育む共育・共創のメンバーシップコミュニティ」です。



2021～2022年の実践の様子（一部抜粋）



星山フィールド



フィールドケア



レイズドベットづくり



菌うち作業



果樹を植える



コンポストトイレづくり



Thank you


