
 【園庭の草木と仲良くなるコンサート！】

【寝転ぶ×遊ぶ×音楽は相性抜群】

「森で寝転ぶ」の達人、山田証（やまだあかし、シンガーソングライター、森林インストラクター）は、寝転ぶだけで森が学べ
る「ごろんコンサート」を日本全国の森で行っています。毎日の生活の身近に生えている草木は、感性を刺激する貴重な
自然にも関わらず、先生も木の名前を知らず気にされない園もたくさんあるようです。楽器を使って音楽を楽しみながら、
草木とコミュニケーションします。先生達には、自然を使って園児と交流するための学びとなります。

　【どんな音楽をするの？】 子ども達に聞かせて後世に残したい童謡や、自然にまつわる歌を選んでいます。自然の中で聞くための
　　　　　　　　オリジナルソングもあります。　大人から子どもまで、ゆったりと聴ける優しい歌を、アコースティックで演奏して歌っています。

森のシンガーソングライターと近所の公園にお散歩に行こう！

体操！
（音楽に合わせて楽しく体を動かします）

歌をうたおう！
（木にみんなで歌を聴かせます）

音楽を聴く…木の下に寝転んで空を見上げて聴く。木や草の気持ちになってみる。

伝える…歌を聴くだけではなく、自然に愛着を持つためのコンサート。

寝転ぶ！
（木の下にみんなで寝転がって歌を聴きます）

楽器を鳴らす…みんなで園庭の木に楽器を聴かせながら、木にご挨拶をして回ります。

ゲーム…体を動かし学ぶいろんなゲームや絵本は年齢層に応じて。

園児それぞれの

感性を引き出し
遊ぶ時間。



枝の揺れる音、風の音、鳥のさえずり、

森にはたくさんの「生きている音楽」があります。

従来の立ったまま聴く、椅子に座って聴くなどのコンサートではなく

参加者が森に「寝転んで」聴くコンサートです。

寝転んだ時の風景をぜひ見てほしい！

背中を付けることは、自然と親密になること。

背中を付けてみるだけで、まるで自分が自然の一部になったように感じることがあります。

フカフカの落ち葉に寝転んで、ただ森を眺める。

時折、鳥が飛び交い、裸の枝が揺れる。

だんだん自分が空に昇っているような感覚になる。

寝転ぶだけで、いろんなことが観察できる。

木は、どんな風に枝が伸びているのか。

どんな風に葉が空を覆い、風がどこから吹いているのか。

太陽がどこを照らしているのか。

普段は気付けないたくさんの森の魅力に気付くきっかけとなります。

木の下に寝転ぶコンサート とは？

ごろんコンサート は、 こんなコンサート です。



寝転びながら、 森の不思議を知る。

寝転んでいると 、 いろんな生き物が通り過ぎます。

動物の巣や、 キツツキのド ラミ ングの跡、 動物の足跡など
隠されていた様々な生き物の痕跡も見える。

歩いている時も、 木に手を触れている時も
あらゆる場面で知りたいことをガイド します。

子ども達にも、 大人にも。

日本全国を旅していると 、 都市、 地方に限らず、 子ども達の自然離れが進んでいます。

世界に誇る森林大国である日本の自然は、 きちんと活用すれば子ども達の感性を刺激します。

五感を使う ことは精神をリ ラッ クスさせ、 子どもの本来の人間性を魅力的に引き出すことは
多く の実例があることと思います。

こう したことを受けて、 全国の学校団体でも自然をテーマとしたESD（ 持続可能な開発の為の教育） を
行っていることと思います。

「 ごろんコンサート 」 は、 公園や園庭など、 身近な自然から深い自然を感じる為のコンサート です。

子ども達が普段から見ている身近な自然と 、 子ども達がどんな風に関わるのか、
そのことが本当に豊かな毎日を送る為の学びに繋がると思っています。

音楽は、 感性を開き、 おだやかな気持ちで自然と接する場づく りの為のものです。

木の下に寝転がって感じたことを、 ぜひ子どもと大人で共有し

大人自身が、 このプログラムで行っていることをこれからの毎日を過ごす為の
参考にしていただけたらと思います。



【 ごろんコンサート の感想】

● 梢の枝が、 歌と同じリ ズムで揺れていた。 すごく リ ラッ クスできた(茨城県久慈郡、 20代女性)

● 寝転んで、 ギターの音が始まった時は、 すごい体験だと思った(茨城県久慈郡、 自然体験施設所長)

● セミの歌とギターの音が共演していた（ 主婦、 山梨県北杜市白州）

● 木が踊っているよう だった。 木と仲良しになれた（ 小学生女子、 山梨県北杜市白州）

● 木の根っこのところにいたので、 森と一体化して、 鳥とか虫とかが、 自分に止まってく るよう だった（ 主婦、
山梨県北杜市白州）

● ここで寝ころんで歌を聴いた時、 自分が土の中に溶け込んでいる感じ 。 そしてまた自分が大地から循環しても
どってきたみたい（ 主婦、 山梨県北杜市白州）

● 歌が、 背中の土から伝わって来た。 音は地面を伝わるものなんだと分かった（ 主婦、 山梨県北杜市白州）

● 森の中に寝転ぶことが初めて。 普段は虫も気になってしまう のに。

(50代女性、 静岡県牧之原市にて)

● 森と家族になったみたい。 森のことが何だかわかった

(小学生男子、 埼玉県飯能市にて)

講師プロフィ ール

【 山田　 証】 （ やまだあかし 、 シンガーソングライター、 森林インスト ラクター）

「 歌う 自然ガイ ド 」 と して、 日本全国の森でコンサート を展開。

森の景色、 森の音、 焚き火、 ナイ ト ウォ ークなど、 様々な自然体験と共に、 寝転びながら森を学ぶ「 ごろんコ
ンサート 」 はこれまで日本全国の森で、 200回を超える開催、 2000名以上の方にご参加いただきました。

クラウド フ ァ ンディ ング「 【 日本初】 森と音楽の専門家の大挑戦プロジェクト ！ 失われる森を守るためキャ ン
ピングカー生活で全国をまわる ！ 」 を達成率132％で達成し 、 手に入れたキャ ンピングカー「 ココニクル号」 で
、 定住しない生活をしながら、 現在日本全国の旅をしています。

本名 山田証。 福井県出身。 東京都多摩市拠点。

シンガーソングライターとしても活動の一方、 自然科学にも興味を持ち、 林業、 造園業、 環境教育、 インター
プリ テーショ ンの手法を学ぶ。

2008年「 エデン風景」 がFM福井主催、 福井ホームタウンソングコンテスト でグランプリ を受賞。

2010年「 雨粒ノ ッ ク 」 が、 エコジャ パンカッ プカルチャー部門エコミ ュージッ クにてCMディ レクター中島信也
氏による「 中島賞」 を受賞。

2014年 「 地球ワッ ト 」 が、 同コンテスト にてグランプリ を受賞。 ミ ュージシャ ンとしては初の二度の受賞を達
成する。

国土緑化推進機構の機関紙「 ぐり ーん・ もあ 2015 vol . 70 夏号」 にも登場。

森林インスト ラクター(全国森林レクリエーショ ン協会)

合同会社BigBearRichRecords

〒176-0025 東京都練馬区 中村南1-36-13-210

 03-5848-6536

森のシンガーソングライター　山田 証

080-6352-6373　morinoutakai@gmail.com

http://akashi.uzura.info/

mailto:morinoutakai@gmail.com


これまでのごろんコンサート の実績

（ 直近の実績を抜粋）

★これまでの学校団体、 教育関係団体様へのプログラム実績、 イベント 実績（ 一部抜粋）

大分県臼杵市立市浜小学校様、 臼杵市立上北小学校、 臼杵市立臼杵幼稚園様、 下南保育園様、 多摩市立多摩中学校様
東京コミ ュ ニケーショ ンアート 専門学校様、 静岡県牧之原市萩間保育園様、 秩父ほう し ょ う幼稚園様
京都精華大学様、 岩手県葛巻町立葛巻保育園様、 江刈保育園様、 五日市保育園様、 小屋瀬保育園様、 等々。

★2018.10.13(土)　 第33回国民文化祭・ おおいた2018　 ごろんコンサート ＠大分県九重町
セブンイ レ ブン記念財団九重ふるさと自然学校様のご協力で
「 絵本の世界に飛び込もう ～ 親子でひらく センスオブワンダー」 という プログラムをさせていただきました。

★2018.7.8（ 日） ネイチャーゲーム＆寝転がって聴く 森のコンサート ＠東京都稲城市
東京都稲城市環境課様主催イベント 、 地元の「 ねいちゃーさーく るいなぎ」 の皆さんのご協力で
親子向けに「 近所の公園を知るガイ ド ツアー＋ごろんコンサート 」 を行いました。

★2018.6.23（ 土） 音楽の集い～ごろんコンサート ＠東京都多摩市
多摩市教育委員会、 東京都公園協会様のご協力の元、 都立桜ヶ 丘公園にて
旧聖蹟記念館でのステージコンサート 出演後
地域の方を対象とした「 近所の公園を知るガイ ド ツアー＋ごろんコンサート 」 を行いました。

★2018.5.27（ 日） 赤沢自然休養林、 森林浴大会でごろんコンサート ＠長野県木曽郡
上松町観光協会様主催、 森林浴発祥の地と言われる赤沢自然休養林（ 森林セラピーロード ） にて
公式プログラムとして森林浴大会の中で「 自然ガイ ド ツアー＋ごろんコンサート 」 を行いました。

★2018.5.13（ 日） お茶と野草を味わう宇津木の森のコンサート FoE Japan＠東京都八王子市
国際環境NGO　 FoE Japan様主催で、 里山管理ワークイベント と共に

「 お茶や野草を味わうガイド ツアー＋ごろんコンサート 」 を行いました。

★2018.5.6（ 日） 森のシンガーソングライター証さんの野草教室＆ごろんコンサート ＠山梨県韮崎市
韮崎市子育て支援センター様主催で
「 親子で野草を学ぶガイ ド ツアー＋ごろんコンサート 」 をさせていただきました。

★2018.4.27（ 金） 森に寝転ぶコンサート と感性を使った森の過ごし方講座！ ＠福井県福井市
ふく まむ＠ 福井新聞社様の主催で
「 親子の森の過ごし方講座＋ごろんコンサート 」 をさせていただきました。

★2018.3.31（ 土） タデ原湿原ナイト ウォークコンサート @大分県玖珠郡
九重星生ホテル様主催で
飯田高原「 長者原」 で、 満月を浴びながら夜の森に寝転ぶコンサート ！ をさせていただきました。

その他、 ごろんコンサート は年間約50イベント 以上を行い、

2012年からたく さんの人を森の中に導いてきたコンサート です。
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