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幼児における自然環境についての学び
−「森のようちえん」の活動を通して−（1）
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What do young children learn about nature in Waldkindergarten?
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The notion is widely shared that young children understand and construct their knowledge about the world
through their own interactions based on their interests and motivations. Waldkindergarten can be a
prominent candidate to provide young children with such interactions. Though the aim of Waldkindergarten
does not limit itself to understanding the natural environment, children in Waldkindergarten can have wide
variety of experiences concerning nature.
Nine cases of childcare and education related to activities at Seta Waldkindergarten are reported and
discussed in the context of young children learning about nature.
Keywords: waldkindergarten, early childnood education and care and education, environmental education

1．はじめに

動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解と予想に基

「幼児期における教育は、幼児期の特性を踏まえ、環境

づき、計画的に環境を構成しなければならない。この場合

を通して行うものであることを基本とする（幼稚園教育要

において、教師は、幼児と人やものとのかかわりが重要で

1）

領総則） 」とされているように、幼児をとりまく環境は

あることを踏まえ、物的・空間的環境を構成しなければな

その育ちに大きな影響を与えるものである。また幼児期は、

らない。また、教師は、幼児一人一人の活動の場面に応じ

その発達過程からも、体験を通して学ぶ時期であり、それ

て、様々な役割を果たし、その活動を豊かにしなければな

も「幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のと

らない。（幼稚園教育要領）3）」ことをふまえると、子ど

れた発達の基礎を培う重要な学習である（幼稚園教育要

もが自ら感じられるように、考えられるように、関われる

2）

領） 」とされるように、
与えられたものより、自ら心動き、

ように、願いをこめて見守ったり、場を整えたり、提案し

やってみた体験こそが、「経験」として子どものなかに積

たり、任せたりしながら、子どもの育ちを支えていくこと

みあがっていく。

になる。

幼稚園ではまず子ども一人ひとりの発達、興味・関心を
とらえ、保育環境を整える。「教師は、幼児の主体的な活

1

せた森のようちえん

2

滋賀大学教育学部

現在、幼児期の子どもたちの育つ環境は多様化しており、
従来の幼稚園、保育園に加えて認定こども園なども加わる
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こととなっている。幼児期に本当にふさわしく大切にした

が出てくる。毛虫がいたり、ハチが卵を目の前で産みはじ

い育ちとは何かが、改めて問われる時代となり、様々な教

めたりしたら、朝の会をしていてもちょっと中断。寒くて

育法についても関心が深まりつつある。
「森のようちえん」

冷たくて涙がとまらなくても身体を動かす以外にどうしよ

は､ そのような流れのなかで、近年日本でも注目を集める

うもない。母親と離れるさみしさを、小さな花が、虫が、

こととなっている。

ふきとばしてくれる。言葉で説明できないモヤモヤな心を
木の根元でじっと整えたり、はたまた森中にひびく大声で

2．森のようちえんとは

泣いたり叫んだり。なんでも受けとめてくれる自然に身を

1950 年代に北欧で発祥、ドイツなどで発展、日本にも昨

ゆだねたり、どうしようもない自然のチカラを感じながら、

今メディアを通じて広まってきた。市民の自主的な保育活

のりこえようとしたりする経験は、自然との共生そのもの

動としてはじまったが、ドイツなどでは国が認可する園も

で、子どもたちを大きく成長させるものだと実感する。他

ある。森などの自然豊かな場所で、年間を通して、子ども

ならぬ、子どもも自然の一部である。

4）

を保育する活動である（今村 2011） 。日本においては、

また、異年齢、少人数で過ごすことは、子ども自身がと

野外保育、自主保育、幼稚園・保育所での野外活動重視の

ことん自分たちの力ですすめていくことを支えられる。朝、

取り組みなど、様々な形態で存在する。近年広がりを見せ、

時間をかけてどこで遊ぶか相談、脱線しようが自分たちが

森のようちえん全国ネットワークにおいては、その把握に

困るまで、またそれに気づくまで待つことができる。せっ

つとめたり研修を行ったりしている。平成 27 年の森のよう

かく決めたのに、魅力的な生き物や場所に出逢って、変更

ちえん全国交流フォーラムにおいて、長野県と鳥取県の認

したくなったとき、自分だけお腹がへったとき、ケンカが

証制度についての報告があり、行政の認証が始まっている。

おきたとき、下の子が泣いているときなど、必要を感じて

「せた森のようちえん」は、著者が代表をつとめる任意

そこにいるみんなの思いを出し合い、そこからどうするか

団体である。園舎をもたず、雨の日も、風の日も、暑い日

を決めるということを支えられる。

も、雪の日も、一日中、森や田んぼで過ごす。平日クラス

保育スタッフをはじめ、学生・院生、幼児教育・環境教

は 3 歳児から 5 歳児 20 名程度、休日クラスは小学生を含

育関係者、森の整備をされる方、農作業をされる方、一般

む 15 名程度の子どもたちからなる、異年齢・少人数の集

の方、そして保護者の方と、様々な大人が日常的に見守る

団で、ゆったり過ごしている。子どもたちがやりたいこと

ことも大きな特徴である。

や行きたいところを出し合い、自ら必要を感じて調整した

保育者が森での保育を重ねるなかで、子どもの育ちを実

り相談したりして活動することを大事にしている。そこで

感するとき、一つ目に、やはり「自然の中での育ち」の大

は一般的な幼稚園とかわらず、3 歳児では、信頼できる大

きさ、二つ目に、3 歳児、4 歳児、5 歳児の発達を通した「幼

人や子どものなかで、五感を研ぎ澄まし、自然やものと対

児教育としての育ち」、そして田んぼでの活動が増えるに

話する時期をたっぷりすごし、4 歳児にかけて、友達と関

つけ、「生活（暮らし）の中での育ち」という 3 つの視点

わろうとする時期に、自分の思いを出し合って、ときにケ

がみえてきた。

ンカしながら、相手の思いに触れて感じ合い、イメージを

その中で、今回は「自然の中での育ち」の部分に焦点化

ふくらませたり、なりきったりして、思いをカタチにする

し、子どもの育ちと自然とのかかわりが見える事例を中心

経験を重ね、5 歳児では、自分たちで考えたり決めたりし

に報告して、自然のなかで生活することで子どもが自然環

て、遊びや生活を子ども自身が作り出し、進めていく。そ

境をどう理解し自分の中に取り込んでいくのか、また、子

んな育ちの姿を経て、その後の学校生活に学びをつないで

どもの育ちが自然によってどう引き出されていくのか、と

いく。

いった観点から考察したい。

保育方針に一般的な幼稚園と違いはないが、大きく違う
ことは、その環境である。環境がまるごと自然の中、とな

3．研究の目的

ると、大人の意図をこえた素晴らしいことや、反対に思う

「せた森のようちえん」に通う 3 歳児から 5 歳児までの

ようにならないことに多々出合う。あるがままのそれらす

子どもたちが、びわこ文化公園の森やその周辺の田畑の中

べてが、
子どもをひきつけ、
「やってみよう」と心を動かし、

で主体的・継続的に環境に関わる経験を通して、それらの

自然にとけこんで夢中にならせるので、子どもの本来の姿

自然環境についてどのようなことに気づき、学んでいくの

幼児における自然環境についての学び（西澤彩木ほか）

か、活動における子どもたちの姿から明らかにする。また
それを支える大人や集団の役割を探る。
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など。
（2）生き物や自然の循環を感じるもの。たとえば
・死んだ昆虫をアリが運んでいるところに出合う

4．研究の方法
（1）保育の実践ならびに記録
H25 年度から H27 年度にかけて、平日クラス（週 3 〜 4

・ヤゴに食べられるメダカをみる
・カエルをくわえたヘビに出合う。
・落ち葉を集めて幼虫を育てる場所をつくる

日）と休日クラス（月 2 回）で森のようちえんの保育を行

・森の中にある枯れ木、枝に気を付けているうちに、キノ

い、随時写真や動画による記録を行うとともに、保育者に

コが生えていることで気づいたり、倒木が朽ちて土に還

よる保育後の記録、参加学生による記録、を並行して行う。

るものに出合ったりする。

（2）事例カンファレンス（比較・省察）
保育後のスタッフ振り返り、学生・院生との振り返り、

・動物の糞から食べているものを想像する。
・自分の排泄したところを覚えていて、掘り返してみる。

保育や環境教育専門の大学教員との事例研究会、森の保育

・堆肥場をつくり、そこから畑に肥料として使う。

を語る会などにおいて、記録から事例を整理し、比較・省

など。

察した。

（3）自然の厳しさに子どもが対峙していくなかで自己の内
面的成長が見られるもの。たとえば

5．保育実践の事例からみえてくる側面
幼児教育として、森のようちえん活動を実践する中で、
主体的に学んでいる子どもの姿の中から、「自然環境につ
いての学び」や「自然環境が子どもの育ちを引き出してい

・雨の日にカッパを着たくないが、濡れて寒い思いをして、
次から着るようになる。
・冬の雨で身体が冷え切り、言葉も少なくなっていく体験
を「幽霊になった」と自身で振り返る。

る」と考えられる事例をとりだしてみると、大きく以下の

・冬の寒さに、泣くことしかできない経験から、身体を動

5 つの側面に関わるものに分類することができた。関連す

かしてあたたまる、友達と手をつないでのりこえる、と

る事例を、各項目のもとに示す。

いった経験を通して、楽しく過ごす。

（1）生き物や自然との直接的な関わりから関心をもち知識
として積み重なるもの。たとえば
・アリや小さな虫を踏む
・朽木からアリや幼虫が出てくることに出合う
・冬何もいないように見える森に息づく生き物に気づく
・危険な生き物について知ることで必要以上に怖がらず対
処する（スズメバチ、マムシなど）
・リスの食痕のマツボックリ「エビフライ」を見つけて、
集めて遊ぶうちに、リスに出合う。
・トンボが飛んでいる池を毎回通るうちに、羽化の瞬間に
立ちあい、その後時季により種類が変わっていくことが
わかる。
・モリアオガエルが、洪水の際に卵を産んだ場所が、干上

・暑い夏に、熱中症にならないように過ごす。水分補給や
帽子の必要性に気づく。
・雷が怖くて森の奥へ行けないところから、半年かけて
徐々に怖さがとれていく。
など。
（4）人の生活と自然の営みの関係に触れるもの（利用・暮
らし・保全に関わって）たとえば
・野草、野イチゴ（森では 4 種類ほど）、木の実、イナゴ
を食べる、クチナシや草木の染色、ツルでかご網、エゴ
の実洗剤など、人の生活のために、自然の一部をいただ
く。
・栽培の中で、益虫、害虫、害獣、雑草の概念に触れる。
・米（種籾塩水選、しろかき、田植え、草とり、稲刈り、

がり、池の近くに移そうとする。

脱穀、もみすりなど）、もち米からおもちつき、古代米アー

・木のぼりするうちに種類がわかる。

ト、大豆からみそ、藍から生葉染め、その他野菜やシイ

・卵、幼虫の変態、まゆやさなぎ、成体に部分的に出合っ

タケ栽培と調理などの経験。

ていたものがつながる。

・雨水タンクをつくり、利用する。

・コゲラの巣を見守り、巣立ったあとに伐らせてもらう。

・在来の生き物を大事にする里山保全作業にふれる。

・イタチが小屋で子育てをしているところに出合う。

・外来種ミドリガメを捕獲する作業に加わり、心が揺れる。

・普段遊んでいる池や広場が洪水になる。

・公園のルールや公園お散歩の方の思い、保全活動をされ
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択保育をしていた）。
その日、兄と同じ 5 歳児の So 児が、片手ほどの石を朽
木に、アリをよけながら、打ち付けて遊んでいるのを見て、
3 歳児 P 児がその朽木にいるアリを狙って石を打ち付けて

・間伐作業を手伝わせてもらう。

遊び出すのをみて、本児は「かわいそう・・・」とつぶや

・森に落ちているゴミは自然に拾って集めるようになる。

いた。それをきいた P 児は、
その遊びをやめる。保育者は、

・森で拾った薪を、田んぼでの調理に使う。

So 児に「P ちゃんには、So くんもアリをねらって石を打

など。

ちつけているように見えたのではないか」と伝える。

（5）子どもが自然を理解し取り込みながら、自然のなかで
遊びや生活をつくろうとするもの。たとえば
・木の枝で剣をつくる。次第にカタチの良いものを求めて

＜事例＞
同じ場所で、今度は 4 歳児 R 児が、毛虫に気づき「きゃ
あ！けむし！」と言う。それを見ていた Si 児は、急いで

いく。
・木の棒を持ちあるいたり、遊びに使ったりするときに気
をつけられるようになる。
・土粘土のあるところがわかり、とりにいって遊ぶ。

R 児のそばにいき、毛虫を踏む。その後、ポーズを決める。
R 児は、
「ありがとう」と感謝をする。
数分後、朝の会の途中で、ふと後ろを向いた Se 児は、

・木のうろを、「小人の家」と想像をふくらませた場所に

アゲハが地面に止まっているのをみつけ、それを学生 M

何度もいくうちに、あちこちでイメージを広げていく。

と視線で共有する。その後、急にアゲハのところに走って

・観察のために捕まえた生き物が弱ったり死んだりする経

かわいそう・・・」と小さな声でつぶやいた途端、Se 児

験。
・遊びや生活のために、採っていいかどうかに惑う。（桜
はダメ、クローバーはいい？育てているから大事にす
る？

いき、アゲハを踏み、ポーズを決める。学生 M が、
「あ、

単純なことではないことに触れる経験）

は大きな声で泣き出す。
保育者含むほかのスタッフが何を声かけても、泣き止ま
ず、そのあと泣き疲れて眠ってしまった。

・嫌なことがあったときに、森中をかけまわったり、木の
根っこに抱かれたりして、気持ちを整える。
・朝の会の必要性と、寒さの間で、火おこしをしながらお
名前を呼ぶことに挑戦する。
・リスを見た経験から、みんなが見られるように作戦を考
えて実行する。

＜育ちの見とりと援助の手だて＞
突然泣き出したので、周囲が驚く。学生 M にその場で
話を聞いて、保育者やその他のスタッフも声をかけるが、
Se 児を落ち着かせることができない。その前に、P 児に
対して、アリがかわいそうという言葉を発していて、生き

など。

物に対しての真逆の姿である。兄のことは慕っており、新
しい森での生活のよりどころである Si 児の「けむしをふ

6．子どもの育ちと自然環境について（5 つの側面か

んで、R 児にありがとうと言われた姿」を見ていることか

らみた事例報告）

ら、そして、それを保育者はじめスタッフが見ておらず、

今回は、5．で示した 5 つの項目のうち、
（1）、（3）、（5）
についてとりあげ、該当する事例をそれぞれ報告する。

踏んだ行為に誰も反応することなく流れてしまったことも
あり、Se 児が、学生 M に対して、同じ反応を求めていた
のであろうと思われる。学生 M は、誰よりおだやかで、

5 −（1）生き物や自然との直接的な関わりから関心を

優しい声だったにも関わらず、責められたと捉えて泣き出

もち知識として積み重なるもの

したのであろう。この日は泣き疲れて寝てしまうくらいエ

①「アゲハを踏んでポーズ」

ネルギーを使ったこの経験は、その日のうちに解消される

平成 25 年 5 月 28 日

平日クラス 3 歳児男 Se 児

＜事例の背景＞
Se 児は、5 歳児の兄 Si 児と森に通い出して、8 日目で
ある（兄は 3 年目で 70 日目。当時は週 1 日〜週 3 日の選

ものではなかったが、Se 児にとって大きな経験になった
に違いないと、今後の Se 児の生き物に対する態度をきち
んと捉えていこうとスタッフ間で共有した。
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なく感動的な羽化をみられるのだった。ごっこ遊びをリー

＜その後の Se 児の育ち＞
この次の日、別の場所で、Se 児はアリがミミズを運ん
でいるところに出くわす。アリが落としたそのミミズを、

ドする 5 歳児は「あー見逃した」と自身の行動を振り返っ
ている。

踏まれないようにわきへよける姿が見られた。また 7 月
23 日（保育日数 16 日目）には、ダンゴムシがいっぱいい

＜育ちの見とりと援助の手だて＞

る地面を眺めている際に、学生 M が近くにいくと「ダン

ヤゴの形で水中からカ

ゴムシ」とぼそっと言う。「たくさんいるねえ」と返すと「踏

キツバタの葉に上り、背

まんようにしなあかん」と話す。10 月 1 日（保育日数 21

中から殻をやぶる→頭を

日目）には、テントウムシをつかまえた Se 児が、「ずっ

下に体全体がでて、不意

ともっとくねん」と学生 M に伝えた 10 分後、
「ちょっともっ

におきあがる（図 2）→尾

といて」とお願いにくる。「どうして？」と尋ねると「工

をのばし、たたまれた羽

事をしたいねん」と 5 歳児が家づくりをしているところへ

をゆっくりのばしていく

行きたい様子。学生 M が「そうか、でも私もずっとは持っ

→薄い黄緑色の体がだん

ておけないなあ、どうしよう」と返すと、しばらく考えて、

だんと黒くしっかりした色になる→羽を左右に広げる→頭

「居たところにかえしてくるわ」と捕まえた場所に返しに

図2

羽化

をくるくると回し、羽をはばたかせ、キラキラ光りながら
飛び立つ、という羽化の一連の動きを動かずに長いときは

行く。
アゲハを踏んだ経験ののちも、兄たちが弱った虫をどこ

2 時間も、ずっと見ていられる Se 児にただただ驚き、「よ

に置くか悩んでいる様子をみたり、自分もまた捕まえて悩

くみているね」と伝えることしかできない。同じようにそ

んだりしながら、興味のある生き物とずっと関わり続ける

こに居たいと思いながらも、他の子どもたちの動きや発見

Se 児の姿がある。

にも添う。だがそのことで、Se 児は大人や他の友達にも
教えてくれる。

②「もうすぐとぶで！」
平成 26 年 4 〜 5 月、平日クラス 4 歳児男 Se 児

＜考察＞
このような事象は、すべての子に観てほしい、共有した

＜事例の背景＞
①の事例の Se 児の 1 年後の事例である。

いと思いがちな大人だが、子どもたちの出合い方はそれぞ
れである。大人にできることは、その姿に感動したりそれ

＜事例＞
池では次々と様々な種類のトンボが羽化する。2 時間以

を伝えあったりしながら、子どもの中に積まれたそれぞれ

上のクロスジギンヤンマの羽化を何日もかけて観察するこ

の経験を見届けることである。飛び立ってすぐに池に落ち、

とができた。関心をもって観るが、集中力がもたない 3 歳

せっかく乾いた羽をまた乾かしにあがってくるトンボをみ

児や友達とごっこ遊びが楽しい 4・5 歳女児は、2 時間じっ

ながらトンボもそれぞれ違う個体であることに気づく大人

と観ていることはない。大人としてはその出あいの価値を

であった。

思い、変化があったときに呼んだり、ごっこ遊びの役にな
りきり誘ったりするが「その瞬間」を見逃してしまう。そ
の中で、数か所で同時におこる羽化を離れずに見続ける

③「これはちがうやつ（カエルの卵）や」
平成 26 年 3 月、休日クラス

Se 児。かくいう大人も子ども全体をみていると、その場

5 歳児

を離れることもあり、Se

＜事例の背景＞

児に教えられる。
「もうす

この子どもたちは昨年もこ

ぐとぶで！」なぜわかる

の時期に、池でアカガエルの

のか問うと、
「羽を広げた

卵を見たり触ったりし、継続

あと、頭をくるくるまわ

して観察、森でおたまじゃく

したから」と答える（図 1）
。

しになったところを見ている

Se 児に呼ばれていくと程

図1

トンボ池

（図 3）。

図3

カエルの卵
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とが子どもも大人も積み重なっていく。5 歳児になった Se

「あった！」と初めて見る子たちが、覗き込むなか、5

児が「みにきて！」というときは、「はじめてみるもの」

歳児は先回みた場所に確認にいく。A 児が「これはちが

や「その季節でははじめてでてきたもの」など、保育者や

うやつやー！」と言う。
「そうなん？なんでわかるん？」

スタッフ同等の、あるいはそれ以上の経験や知識のなかか

と保育者が聞くと、「だって黒いところがまだ小さいもん。

ら、これぞという発見のときであり、その信頼性は、年下

こないだ生まれたやつやったら、もう少し大きくなってる

の子たちからも大きく、慕われる存在になった。弱ってい

はずや」と言うので、みんなでその周りを探す。B 児と保

る虫を見れば「かえしてあげや」「つよくもったら死ぬで」

育者で、下の方に沈んでいる卵を発見。すくいあげて「こ

「水の中の生き物やから水にいれたり」など、年下の子に

れや！黒いところが大きくなってる。
」「動いてる！」と 2

言う言葉や、ハンミョウの穴を見つけて、根気よくその幼

週間前にみた卵がそっちであることを確信している。

虫をつかまえることができたときなどには、
「オレだけ
や！」と言う言葉は力強く、生き物との関わりを通して、

＜育ちの見とりと援助の手だて＞

自分に自信をつけていく様子がみられた。「また生き物を

昨年の出合いは、寒い時期に卵を生んでいる発見と、お

観察する目と同じように、まわりの友達をじっとみる姿が

そるおそる触ってみたその感触をわかちあい、生まれるこ

多かった Se 児は、日ごろ口数は少ないが、「それはした

とを楽しみに、毎回のぞきにいくというものだった。一年

らあかん」といった一言は、誰をもひきつけ、みなが聞く

たち 5 歳児は、その経験から予想し確かめにいくという出

ようになっていった。

合いに変わっている。そのことが、
「黒い部分が大きくなっ

自然の中での、生き物との出合いは、一般的な「幼稚園」

ていない、まだ新しそうな卵は、2 週間前の卵ではないこ

に比べると、そのインパクトは相当に大きい。ヘビがカエ

と」の気づきにつながっている。

ルをくわえているところ、カマキリが卵を産み付けている

大人は、その気づきを子どもたち全体の中に返しながら、

瞬間、セミヤドリガが寄生しているヒグラシ、マムシの姿、

「わかった」喜びを共有した。また 4 歳児以下、2 年目の子

オオスズメバチとの遭遇、リスがマツボックリをかじって

であっても、その ｢気づき｣ が届かず、自分の目の前の卵

いるところ、
など大人であっても心動く生き物との出合い。

を触ってみたり、じっとみたりして対話する子たちもいた。

それらは、自然をきりとって子どもの前に用意するのでは

迷ったが、ここではその子たちにあえて伝えることをせず

なく、人間が自然の中にお邪魔している感覚、「自然の中

に、一緒に「トロントロン」の感触を味わったり、そっと水

に共にあること」を否応なく感じさせる森の保育である。

の中に返し大きくなることを願ったりして出合いを終えた。

一方、Se 児の小さな生き物との一つひとつの出合いは、
そうしたダイナミックな自然との出合いと同じように、Se

＜考察＞

児の育ちに欠かせない経験として積み重なっている。Se

月 2 回の休日クラスを通じても、継続した経験になって

児の成長を振り返るとき、関わったスタッフの誰もが、Se

いることがわかる。その保育回数の少なさから、このよう

児の森での最初の「泣き疲れて眠ってしまった」この出来

な生き物との希少な出合いの場合に、どこまで「気づき」

事を思い出すのである。

を導くべきか迷うが、より年齢の低い子、森での経験の浅

また 3 年間を通じて、309 日通った Se 児と、休日クラ

い子にとっては、その子の心が動いたポイントを大事にし

スの子たちとの、経験は質、量的にも明らかに違い、その

たいと思う。

ときの手だても迷うのであるが、その子にとっての出合い
は一度のもので、やはり大きい経験になる。

＜事例①②③よりまとめ＞
事例①と②の Se 児は、その長い羽化の終盤の様子まで

そして自然相手であるということは、必ず出合えると限
らない。
こちらが意図的に仕組むことはできないのである。

を自分の目で捉えているからこそわかる、本当にわかる経

そんな生き物との関わりと通した育ちは、一つひとつ大事

験をしている。その後も、時期によりトンボの種類がかわっ

に関わりたい。

ていくこと、ヤゴの種類なども、専門の図鑑を見比べるよ
うになった。
こうして生き物のことといえば、Se 児に聞くというこ

5 −（3）自然の厳しさに子どもが対峙していくなかで
自己の内面的成長が見られる事例
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進もうとするが、いつも

①「リュックがおもくて〜」
平成 28 年 1 月 21 日

何ともない坂で、転んで

4 歳児男 R 児

しまう。
「リュックがおも

＜事例の背景＞
R 児は、満 3 歳からの入園で、当初は言葉で伝えること

くて〜」としばらく立ち

もまだ未熟で、持ち物に関しても、母親がスタッフ向けに

上がれない（図 6）。K 児

わかるように、着替えの袋を 1、2、3 とビニル袋にセット

がもってくれて、池まで

してリュックに持たせるところからのスタートだった。R

移動をする。気になった

児自身では、濡れたり汚れたりしたら、その嫌な気持ちを

スタッフが、了解を得て、

とにかく出すことのみで、では着替えようという気持ちに

中身を並べてみると、お

なることから支えた。いざ着替える場面になっても、自分

着替えフルセットが 3 組（図 6、もこもこ靴下 3 セット、

で動こうとはせず、大人がやってくれるのを待つので、ス

タイツ 2 枚、タオル 4 枚、軍手 5 セット、カッパ、ビニル

タッフは一つずつできることを自分でやろうと思えるよう

袋数枚、最後に…お弁当と水筒が、リュックの横ポケット

に、手伝いながら支えてきた。

から！）
「なんで、こんなに着替えを持ってきたの？」と

図6

こける

問うスタッフに、「濡れても大丈夫なように。寒くても大
丈夫なように。」と答える。

＜事例＞

みんなでそれを眺めて、

史上初の雪の日、晴れ
てはいるが、気温は低く、

すごいねえと感嘆してい

いつもの池も氷と雪で

ると、
「貸してあげられる

すっかり景色が変わって

で」と得意気に話す。
その後、本当に着替え

いる。みんなで池に、マ
ツボックリを投げてはす

図4

池からあがる

がなくなった友達に、貸
してあげていた。

べる様子をみたり、凍っ

図7

お着替え３セット

ている様子をみていると、R 児が、おもむろに柵をこえて、
池に足を踏み入れた。無言で動けなくなっている R 児に、

＜育ちの見とりと援助の手だて＞

スタッフが気づき、池の中に両足をとられているので、ひ

前日の池にはまった際には、どこか意地になって着替え

きあげる（図 4）
。スタッフやまわりの友達の方が声を大

ないと言っているように思えた。それでも、次の日にこれ

きくして、
「どうしたん！？」「なんではいったん？」「凍っ

だけの用意を、自分で用意して持ってきたことが、スタッ

てるからいけるとおもった？」などと、笑いながら聞くが、

フには嬉しい R 児の姿であった。着替えを勧めたのに、

「え？」と苦笑いの R 児。長靴の中にももちろん水が入っ

頑なに着替えなかったら（リュックにお着替えセットは

ているので、「今のうちに履き替えたら？」と促すが、「大

入っていた）やはり寒くなり、早々に車へ避難して着替え

丈夫」とそのまま過ごす。

た経験の大きさを感じ、ただただ感嘆した。

その後、森の奥へ移動し（図

スタッフも、「やっぱり、昨日、寒かったんやね〜」と

5、濡れたまま移動する R 児）
、

いうと、R 児は苦笑いしながら「今日は、大丈夫やで〜」

坂すべりなども楽しんでいる

と昨日素直に言えなかった（言わなかった）ことを言葉に

が、さすがに冷えてきたよう

する。「着替え、こんなにあったら、思いっきり遊べるね〜」

で、 お 先 に 着 替 え 組 に 入 り、

と昨日からの R 児の経験をまるごと受けとめ共有した。

車で着替える。
＜関わったスタッフ K の考察＞

次の日も、雪が残り、また

体験から、工夫して（考えて）準備してくる力、自分事

池の方へも行くことになり、

になっていることが素晴らしいと感じる。年少の頃の R

朝から移動を始める。一輪車

児は、山歩きの日なのに、絵本 5 冊を車から借りて来て、

がのこったので、R 児にもっ
てくることを頼むと了解し、

図5

雪の森

重くて泣いて座り込んでいたことがあった。森では、「今
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日は山歩きだけど、自分で持てる？」と、情報は伝えるが、

歩いている間中、ずっと寒いと泣き続けている。（いずれ

決めるのは子ども自身にゆだねる。自分で持てるといった

も 3 歳児）いろいろな自然との出合いも、ちらとみるだけ

ことなので、途中で泣こうが、座り込もうが、そのときも

で、心は動かない。そんななか、いつもなら一番に泣いて

大人は本人に委ねる。見かねて持ってくれるのは、当時の

いた A 児が今日は泣いていない。姉たちに手をとっても

年長児。何回かそんな経験があり、その後 R 児は、重い

らっていることもあるが、朝から、「泣き虫スイッチはお

荷物も自分で持つ。わかっていて、それでも、重い図鑑な

うちのゴミ箱にすててきた！」との宣言通り、泣かずに歩

んかも持ってくる。

き続ける。友達 P 児が泣くのをみると余計に泣かずに歩

自分で考えて、自分で行動する。自分で決めたのだから、

き続ける姿があった。

重くても自分で最後まで。育てていきたいと願う「生きる
＜考察＞

力」の第一歩である。

K 児と P 児の泣き声が、
しんしんと降る雪のなかを響き、
②「泣き虫スイッチおいてきたから」平成 26 年 2 月、平

一見「なんて過酷なことをさせているのだ」と言われそう

日クラス 3 歳児女 A 児

なシーンが続くが、同じ寒さの中、同じ距離を歩いている

＜事例の背景＞

のに、その個によって、また体調などや気分の状態によっ

2 年ほどの今までの経験から、4・5 歳児中心に「濡れて

て、全く違う姿で自然（森の寒さ）と向きあう姿がある。

身体の芯から冷えると、口もきけないくらい動けなくなる

今までの自然体験の積み重ねやその日の体調、機嫌による

（幽霊になると命名）」「寒いときは、一つの場所で遊ぶの

ものだと捉えているが、その子にとって、「今」のこの経

ではなく、森のあちこちを歩き回る方がいい」「一日雨の

験は、どこまでが乗り越えられるものか、助けるのはどこ

日は、火を使える田んぼよりも、森の方が過ごしやすい」

からか、常に大人は判断をせまられ、悩む冬の森である。

といったことがわかるようになり、その日の流れ（週の計

A 児は、入園当初週 1 日通っていたころは、集団の中
でも一番年下で、2 学期以降、週 3 日になってからも、兄

画なども）を考えるようになっている。
1 月 2 月と寒い日が続き、そんな兄姉たちでも閉口した

姉に甘えて、言葉で伝える前に泣いて訴えるという姿がよ

り、体調を崩す子も多かったりして、2・3 歳児にとっては、

く見られた。寒さが加わり、ちょっとしたことでも泣いて

寒さとの闘いの毎日はかなり過酷なものがある。チャック

しまうので、泣けてくるその気持ちを「泣き虫スイッチが

のあげおろしなど、いつもはできることもできなくなった

はいったね」と受け止めたり、いつもよりは手伝ったりし

り、ちょっとしたことで泣いたりということが続いた。

て、この冬を乗り越えられるといいなと願ってきた。
さらに、これまでは A 児に対して、お姉さん的関わり
をしていた P 児（3 歳児）はその存在感も大きく、一緒に

＜事例＞

過ごしたり、けんかしたりすることも増えてきていた。そ

うっすらと森に雪が積
もり、時折降ってくる雪

んな P 児が、いつもと違う姿でずっと泣いていることは、

は風と共に、強くなった

A 児の背筋をピンとさせているように感じられた。A 児の

り弱くなったりしている。

この日の姿は、厳しい自然に対峙するとき、明らかに子ど

朝からやはり「歩け歩け

も同士の関わりの中からうまれた育ちの姿であった。ただ

の日」にしようと決めて、

自然の中で過ごすだけでは、幼児教育として十分ではない。

峠道をみんなで歩いてい

自然の中での子どもたちの姿に対し、大人の見極めや関

く（図 8）。途中のカエル

わり方、また友達の存在の大きくなってくる時期の育ち合

の卵も、ねっこぼっこも、

図8

峠道

う場の重要さを改めて捉えなおす機会となった。

てっちゃん看板（製鉄炉
遺跡のキャラクター）も、余裕のある子とはその出合いを
楽しんでいけるが、朝から「行きたくない！」と言ってい
た K 児（満 3 歳児）はもちろん、普段一人で歩く Se 児も
こけたときには、しくしく泣き、いつも元気な P 児までが、

③「くつろいでた」
平成 28 年 1 月 20 〜 21 日

5 歳児女 A 児

＜事例の背景＞
②の事例 A 児の 5 歳児の姿である。

寒さに対して向
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き合う経験を積んでいる。また 1 月生まれということもあ

どで、一同に会せていない状況ではあったが、「今日、お

り、同じ学年の女児を「おねえさん」と呼んだり、ごっこ

誕生日のお祝いをしてくれてうれしかったことと、寒かっ

遊びでは赤ちゃん役が定番だったり、すぐに泣いてしまっ

たけど、頑張れたのは初めてでびっくりしました」と自身

たり、自他ともに A 児の幼い部分について認めながら過

の言葉で振り返っていた。

ごす。5 歳児の後半になっても、嫌なことがあったときに

次の日も、雪が残り、寒い日ではあった。朝は「池の氷

すぐに泣くことから、「また A ちゃん泣いてる」という空

でスケートがしたい」と意欲的な発言があったが、実際は、

気がうまれ、対等に話し合うというよりは「仕方ないから

この日の氷の厚さでは上には立てない。そのうちまた寒く

言うことを聞いてあげる」か「とりあわないでやり過ごす」

なって涙が出てくるので、走ることを提案、一緒に森を一

といった子どもたちの反応が続き、大人としても子どもだ

回りしてくるが、それくらいで

けで学びが積み重ねていけないと捉えると、A 児に対し

は指先は冷たいままで、そのこ

て思いを言葉にする場をつくったり、まわりの子に対して

とにがっかりする。他の子は、

どのように受け止めているかを出す場をつくったり、助け

鬼ごっこを楽しみ、そのなかで

る場面がある。それでも年少児の頃の泣き方とは違い、話

身体も動かせて結果的に暖かく

す場をとるとすぐに立ちなおって話をしようとしたり、A

なっていくが、動きたいわけで

児の育ちも捉えている。

はない A 児は、それを見ながら
その場で、イメージしていた氷
のスケートの絵を描いている（図

＜事例＞
当園史上初めての雪が積もり、朝一番は、A 児も喜んで

11）。

図 11

スケートの絵

雪遊びをはじめる。でもみんながそろった頃には、すでに

この後行きたい場所の相談をしているときも、A 児は「あ

手が冷たくなっていて、
「帰りたい」といいながら、一人座

たたかいところがいい！」と言っては、友達に「そんなと

り込んでいる。学生が声をかけ

こないで」と言われてしゅんとしている。

ても、動こうとしない。保育者

それでもスタッフの励ましもあり、やりたいことを見つ

も年長児であることから、
「動か

けよう！と森の奥へ移動。ナイフで棒をけずっている子を

ないともっと寒くなるよ」と促

みて、「どこに棒あったの？」と聞き、自分もやるという。
「やりたいこと見つけたよー」とスタッフにも報告しなが

し、いったんは動き始める。そ

ら、同じようにやってみているが、早々に手が冷たくなり、

れでもすぐに冷たさが解消され
るわけではなく、涙もでてくる。

「途中やけどもうやめる」といって終わる。たまりかねて「湯

他の 5 歳児が今月誕生月の A

たんぽかして」と手足をあたため、それにくるまっている

児のお祝いは、雪が降ったら雪

図9

雪ケーキ

うちに、リュックを背に眠りの体制へ。眠っているかと思っ

のケーキで！と決めていたこと

たら、まわりで本気で鬼ごっこをする子どもたちの様子を

もあり、早速ケーキづくりにむ

みて、時折応援したりしている。位置的に、子どもたちが

かう（図 9）。その話もしながら、

行動する範囲の真ん中で寝ているので、薄目をあけながら

スタッフにも声をかけてもらい、

把 握 が で き る 様 子。
「A

何とか森の奥へ移動する集団に

ちゃん寝てるの？」
「寝て

追いついてくる。3 歳児も寒さ

ないよ」とアピールしな

を訴えはじめてきたので、森の

がらそのやりとりを楽し

奥で、お祝いの会をすることを

むように過ごす（図 12）。

提案すると、そこではにこやか

図 10

雪の誕生会

に応じる（図 10）
。一つ大きくなったから、強くなるね、
といった話をみんなでしたことで、その後の時間は、A
児は泣き言を言わなかった。
車に戻り帰りの会をしたとき、この日は着替えの関係な

その後、起きだし、葉っ

図 12

森の中で寝る

ぱにお絵かきをして楽しむ時間があった。
帰りの会では、その日のお話をする時間に手をあげ、
「今
日はね、くつろいでた！」と振り返っていた。
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える事例だった。

みんなは身体を動かして暖かくなり、
「寒い」よりも「楽
しい」が勝つが、日ごろからどちらかというと身体を動か
して暖かくなるということが、なかなか実感できない A
児にとっては、つらい日々である。

＜事例①②③よりまとめ＞
森のようちえんの保育として、自然の厳しさの中では、
№ 1 である「寒さ」に対しては、平気な子もいれば、泣き

他の場面では、5 歳児である A 児に対して、嫌なこと

くずれて、この経験が本当につみ重なるのか、単に厳しさ

があったときや、思いが伝わらず困っているときなどに、

を経験しただけに終わらないか、常に考えなければならな

前述の通り、これまでの積み重ねの中で、A 児の手に負

い子まで、保育者として判断することのむずかしさを痛感

えなくなっているときには、立ち会ったスタッフが助けな

するものである。それでも、冬をこえた子どもたちをたく

がら、「伝わる」経験と「伝わらない」経験のバランスを

ましく感じることが多い。毎年、個において、集団におい

みながら支えてきている。しかし寒さに関しては、自分と

て、ドラマともいえる育ちの姿がある。その中でも印象の

の闘いになってくること、それでもこれまでの経験がある

強い事例をあげたが、3 回冬を経験した子どもたちは、そ

ことから、初めて寒さと向き合う年少の子と同じように、

の積み重ねの中で、確実に成長する。また A 児においては、

スタッフが（どちらかというと優しく）声をかけることに

ただ「単純に寒さの中でたくましく育ちました」というだ

はためらいがあり、その励まし方、心が動くように導く声

けではない育ちを見ることができた。
「忍耐力がついて」
「仲

かけ、あるいは A 児が自分で向き合っていく時間をつく

間と共に」といった大人が思う方法以外に、「したたかさ」

ることなどについて、スタッフ振り返りでそれぞれの対応

や「柔軟性」や「ユニークな発想」で自分の限界に向き合

を出し合う。スタッフ間の共有があることで、丁寧に A

い、その個なりののりこえ方をしている。子どもにとって、

児の気持ちを受け止めるスタッフがいれば、他のスタッフ

厳しい体験、負荷の大きい体験が、育ちに大きく影響する

や私は、年長児として扱い、頑張りどころを伝えたり、自

のであろうが、その向き合い方は一人ひとり違う。「生涯

分で選んでいけるように声をかけたり、期待をこめている

にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育（教育要領）4）」

ことを伝えたりしながら、対応を違えたりする。スタッフ

にとって、「自然のなかで育つ」ことの重要性、価値を見

も迷い自らの手立てを報告しあいながら、A 児と過ごす。

直す要素が多様にあることがあらためて示された。

＜考察＞
一日目の、誕生会の影響力の大きさや、そのことを自ら
の言葉で振り返ることができる A 児の成長を感じ、二日
目も、「自分はあまり好きではないけれど、かけまわるこ
とに参加してみよう」と思えたり、「手が冷たくても何と
かその日を過ごせることができ」自信に思えたり、何かし

5 −（5）子どもが自然を理解し取り込みながら、自然
のなかで遊びや生活をつくろうとするもの
①「火おこししながらお名前よび」
平成 26 年 2 月、平日クラス 5 歳児男児の事例。
＜背景＞
田んぼでの朝の会は、寒くなってから、お名前呼びの前

ら「のりこえる」経験にしていきたいと願いをこめていた。

に火おこしをする習慣がうまれている。誰かが火の番をし

二日目も、一日の中で、何度も泣き、何度も頑張る A 児

ていなくてはならない（というよりやりたい）ので、5 歳

の姿があったので、ひとまずよし、と思い、湯たんぽも出

児が火おこししながら、お名前呼びをするようになった。

したが、このあとの「森の中で寝る」は思いもしない行動

すると、返事はできるがニュース（それぞれ言いたい子が

であり、まわりもその姿を受け止めながら、応じているこ

発言する）は離れていると聞きにくい、ということも何日

ともおもしろい。さらにそのことを、「くつろいでた」と

もやってみてわかり、そこでニュースや相談になるとみん

にこやかに振り返る A 児に驚いた。保育者や周りの友達

なが集まっている場所に戻ってくることになっている。

の「一緒に走ろう」という提案も一度はのってみるが、自

また火をつけることに関しては、マッチを使って、燃え

分なりに判断し、何か別の方法をさぐる A 児の強さ、保

やすいわらや細い枝につけて、大きな薪を入れていくこと

育者の想定をさらりとこえた A 児ならではの「のりこえ」

などを、年間を通じて経験していきている。

（あるいは「受け流し」という方が正しいか）を目の当た
りにして、A 児に何かしら積みあがったものがあると思

＜事例＞
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この日は、風もあり、なかなか火がつかず、時間もかか

める 3 歳児との生活では、5 歳児とはいえ、当初から昨年

るので、「あまり寒くないからあとから火おこししよう」

の 5 歳児男児 3 人のように、集団をまとめたりひっぱった

と私（保育者）
）が提案する。So 児は、この日スタッフが

りすることはできないため、4 月から集まりや遊びの際に、

たくさん大き目の薪をもってきてくれたので、それを運び

別れたり一緒にしたりと試行錯誤してきた。しかしどうし

ながら、「これだったら太いのいっぱいいれといて火が消

ても 3 歳児男児の多い年下の子の前にたつとき、当初は力

えなかったらつけても放っておける」とか「ここで立って

づくでまとめようとしてきた。それでも一生懸命に取り組

名前よびしたら」など考えている。T 児は
「できないと言っ

む 2 人の姿に、4 歳児 6 人も一緒についていく生活が積み

てたらいつまでたってもできひんから、ニュースもできる

重なって、後半は集団全体で動くことも子どもたちの力で

かやってみる！」と言う。

できるようになってきている。

3 歳児の A 児が「名前よぶ！」と言い、みんなもすわり
はじめる。座る場所でひと悶着、他に呼びたいという子に

＜事例＞

「だめ」という A 児に対して「ほな一人でやって」と姉た

森での生活が 3 年目になってようやく子どもたちもス

ちも厳しく対応するのでなかなか始まらない。そんな雰囲

タッフも、リスの食痕マツボックリの「エビフライ」をた

気を見ないで 5 歳児 3 人は、火おこしに夢中。大人も最初

くさん見つけるようになった。たくさん集めてままごとを

はみんなが集っている「コタツ」で待つ体制をつくってい

したり、巣を探そうとしたりしている。気配は感じながら

たが、3 人にはみんなの状況を伝え、コタツの外で待つ。

も出あえなかったリスに一部の子が出あったことから、次

3 人がみんなのところへきて、火おこししながらするこ

の機会に、そこを歩くときは静かにいくようになる。

とを伝えて、みんなに「早くはじめて！」と言う。「わかっ

それでも出合えない日が続いたこの日、2 人が思いつき

た」と Sa 児（4 歳児）は了解する。そして A 児が「ひと

を話す。一度に行くと出合えないから、2 人ずついく作戦

りではできないー」となかなか言えなかった一言を言った

を全員を集めて伝える。みんなが賛成したところで、Sa

瞬間を待っていたかのように、「じゃあ順番にしよ」と丸

児が「じゃあ年長からね」と自分たちから行こうとする。

くおさめ、呼ぶ順番をまわして、すすめていく。

スタッフが「じゃあ 2 番目はどうするの？」と聞くと、
R 児が、「さっき思ってたんだけど、先に行って帰ってく

＜考察＞

る の は？」 と 提 案。「 み

田畑での栽培・収穫・調理といった活動により、森だけ

んなはここでまっててく

の活動では出合わないものや、経験がたくさんできるよう

ださい」といって 2 人で

になった。中でも、火が使えることは、森のようちえんで

行 っ て 帰 っ て く る。「 い

の活動の幅を大きく広げた。家で経験のある子もいるが、

なかった」と報告しなが

マッチで火をつけ、それを燃やし続けることは、雨の日や

ら、すぐに次の順番の子

風の日、またロケットストーブを使っているので大人でも

を呼び 2 人ずつ送りだす

四苦八苦することがある。一緒にそれをしてきた経験から
「大きな火ならついたら、放っておける」という気付きや、

（図 13）。

図 13

2 人ずつ送る

4 歳児 3 組を送り、その間も 3 歳児は、ケンカがおこっ

どうにか「みんなの時間」と「自分たちのしていること（火

たり、早く行きたい気持ちをお

おこし）」を並行させてすすめていく、つまり「自分たち

さえきれなくて、少しずつすす

で生活をつくっていく」ときにどうすればいいかというこ

んでいたり、いろいろなことが

とを考える基盤ができていくと思われる。

同時並行でおこる。そのたびに、
2 人で分担しながら、それぞれ

②「りすのこみち」
平成 27 年 3 月、平日クラス 5 歳児女 Sa 児・R 児の事例。
＜背景＞
森のようちえんの生活の中で、年長の子をみて育った初
めての 5 歳児 2 人である。この年の、集団の半分以上を占

の対応をする。
3 歳児 10 人は、いろいろのこ
とが起こる合間に、結果的に 3
人、2 人、2 人、3 人と送りだし（図
14）、作戦は成功。全員がそのこ 図 14 2 人ずつ進むこみち
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＜事例の背景＞
今年度は、4 歳児の子たちが一人一苗植えたイチゴが畑
にあり、それ以外は、別花壇に一年前の苗が野生化した四
季なりイチゴがいくつかなって、春の間に少しずつ食べる

＜育ちの見とりと援助の手だて＞

機会があった。その際には、一人ずつに行きわたる数があっ

2 人の思いつきは、スタッフも交えたおしゃべりの中で

てみんなで食べられた経験、逆に、数がないときに見つけ

うまれた。それでも「みんな」をまきこんでやろうとする

た子から食べて、食べられない子がでて困る経験、それを

2 人の思いをカタチにしたいと思い、スタッフは 2 人がみ

うけてみんなで考える機会、「次にできたら誰から食べる」

んなに関わっていくところを、全面的に見守り支えること

と決めてその通りにできた経験、などを重ねてきている。

にする。4 歳児 6 人と共に 8 人で思いをカタチにすること

＜事例＞

の経験はしてきたが、3 歳児をまきこんでは、なかなか一

その日、朝いちばんに、K 児が 7 月になっても実をつけ

筋縄ではいかない。思いつきを提案するために、みんなに

ていたイチゴを 2 個発見してとった。子どもは 20 人。
「ど

集まってもらうときも、2 人の発言の前に動かないように

うしよっか」と半分笑いながら保育者に言った。「どうし

しながらも、それがみんなで聞けるように、2 人を助ける。

ようか〜」と笑いながら返すと、しばらく子ども同士で考

「大人がいない状況をつくらないこと」は、これまでの

えたあと、
「包丁かして」と切り分けることにしたとのこと。

経験から約束ができているので、2 人が順番に送るときに、

車からまな板と包丁をおろして、みんなが登園してくる時

ついていく大人も考えている様子をうけ、その言葉に従っ

間にきって朝の会で食べる、と決め行動する。2 個を 20

ていく。早く行きたくてフライングする 3 歳児に対しても、

に分けるので、切っているうちに、「ジャムみたいになっ

大人が対応してしまわないように、2 人に「先にいっても

た〜」「朝の会でなめてもらおう」といって、朝の会をす

いいかきいてきたら」と提案するようにし、3 歳児も子ど

るスタードームにもって入った。

も同士でやりとりしながら動くことを促す。日々の保育に

ほとんどの子が集まり、いよいよ朝の会ができそうに

おいても、そうしてきているが、今回は特に 2 人の作戦が

なったときに、その日、用があって遅れてきた S 児が到

あることでそこに向かわせるようにする。途中から目的で

着する。ところが、なかなか田んぼに入ってこようとしな

あった「リスにあう」ことは 2 人の頭から飛んでいる様子

い。聞けば、帽子を忘れ、園のものを借りるのが恥ずかし

だったが、忙しく動き回り、それぞれの子の思いに寄り添

くて、母親に取りに帰ってほしいともめている様子。そこ

い、促し、進めていくことに集中する姿を最後まで支える。

で、K 児を含む 5 歳児 5 人が、みんなを待たせて様子を見
に行く。その間、スタッフは待っている方に身をおき、4

＜考察＞
卒園を間近に控え、この学年ならではの集団に添い、最

歳児・3 歳児と待つ。
S 児の母親の報告は以下である。

大限 2 人の力が発揮できるようにと願った。
「リスにあっ

5 〜 6 種類の帽子、バンダナを用意してもらい、選び

た」という自然との出あいからの「どうすればみんながあ

放題なのに、ひたすらイヤを繰り返し、泣きも入り・・
「取

えるかを考える」必然がうまれ、「作戦」という形で、自

りに行って持ってきてほしい」「それは時間的にできない」

分たちの生活の中に活動をつくっていくことが、子どもが

の押し問答。もう一緒に帰る？という話まででていたとこ

育つ大きな支えとなっていることがわかる。自然の中で仲

ろ、年長さんたちがやってきてくれました。

間と共に育つこと、その楽しさ、満足、そんなことが詰まっ

車の運転席と後部座席の間に座り込んでしまった S を

た事例であったので、写真絵本としてまとめ、卒園記念に

囲むように後部座席と後ろのドアを開けた荷台のところに

もしたが、時期的に、森で重ねてきた経験が 5 歳児の中で

みんなが乗ってくれて、そこからやりとりが始まりました。

どのように発揮され、そして小学校生活にどのようにつな

借りるのがイヤということに対して「なんで？」と聞き、

げていくかも考える事例となった。

「恥ずかしいから」の答えに「私も借りたことあるけど、
かぶっているうちに（なじんで）自分のもののように思っ

③「まないたのイチゴとぼうし」
平成 27 年 7 月 10 日 5 歳児女 K 児 S 児

たよ」って 言ってくれたり、
「日陰ですごす？」とか「葉っ
ぱで帽子作ったらいいんじゃない？」とか「日陰から日陰

幼児における自然環境についての学び（西澤彩木ほか）

へさっと移動したらいいんじゃない？」とか「（となりの
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（ジャムになった）経験ができたのもいいなと思っていた。

田んぼのあぜ道にある、肥料など入れてあった？大き目の

一方、S 児は、ただでさえ、遅れて入ってくることに気お

袋を指して）あれかぶったらいいんじゃない？」「あれは

くれしていたところへ、帽子を忘れて、二重に気持ちが折

ゴミや！」とかつっこみもはいりつつ、でも、とにかくど

れてしまった様子。それでも炎天下、帽子なしでは過ごせ

んどん意見が出てきて。みんな、寄り添って考えてくれて

ないことはこれまでの生活でわかっているので揺れている。
いつもなら、何かあった子に対して、4 歳児 3 歳児も「み

いるんだなぁ〜と感じました。
なかなか事態が進まないまま、しばらく過ぎ、その間に

てくる〜」といくのをとめずに、時間が余計にかかっても

も K ちゃんが、こちらの様子をみんなに伝えに行ってく

子どもの流れに委ねているが、この時は、S 児が朝ぐずる

れていたみたいです。イチゴのペースト状がのったまな板

ことが珍しいのと、日ごろの 5 歳児の関係性から、5 歳児

をもったまま。

が自分たちだけの問題としてその場に集中した方がいいと

最初はただ泣いているだけだったのですが、1 度目の K

思えて、5 歳児 6 人の場（+ 保護者）にした。「行きたい」

ちゃんの報告のあとしばらくたってから、見てみると、黙っ

と思った 4 歳児 3 歳児は、行っても S 児の気持ちを受け

て靴下を履き始めていました！！

止めたり、何か提案できるだけの力は今の時点ではなく、

あれ？これが心が動いているってことかな？！多分もう

あったとしても大人の支えがないと出せるものではないと

大丈夫。と思いました。そして、靴下を履き終わったのか、

捉えている。それでも気にかけて動こうとした姿には「あ

ニコニコ顔で「これにする！」と帽子を手にしました！

りがとう」でも「お姉ちゃんたちに任せて待っておこう」

ちょうどそのころ、呼ばれた Sa ちゃん（保育者）と呼
びに行ってくれた K ちゃんが戻ってきて、「帽子忘れたけ

と提案し、それまでに楽しんでいた言葉遊びをしながら待
つ空間をつくり待った。

ど借りるの恥ずかしかったんだね」「これだけの思いをし

2 つの場を行き来した K 児の報告では、
「やっぱりそろ

たのだから、もう帽子忘れないね〜」という感じで気持ち

そろ Sa ちゃん（保育者）にきてほしい」とのことだった

を確認してもらって、みんなと一緒に田んぼの中に入って

ので、2 回目に呼びにきたときに一緒に行く。S 児の動き

いきました。

だしの姿もあり、寄り添っていた 5 歳児たちが大丈夫と
言ったので、詳しいことは後程聞くことにし、みんなの輪

スタードームと車の間

へもどる。朝の会を待たせた子たちにも、5 歳児と事のな

を行ったり来たりして様

りゆきを簡単に報告をし、みんなが納得してからいつもの

子を伝えにくる K 児は

朝の会をはじめる。

ずっとまないたをもった
＜考察＞

ままで、このあと無事に

5 歳児が下の子を待たせるパターンはあまりなく、少し

朝 の 会 が は じ ま り（ 図
15）、子どもたちが進めて 図 15
いくため、長い時間をか

スタードームで朝の会

迷ったが、はじめて 6 人で進級した 5 歳児の頑張りどころ
でもあると感じ、委ねられると判断した。この経験はこの

けたあとに、20 人みんなに味わってもらえて、
「あまーい」

後の、5 歳児の関係づくりへもつながっていくものになっ

と喜んでもらえ、満足そうだった。

たと思われる。6 人のうち男児が 1 人で、自分からあれこ
れ言うタイプではなかったこともあり、こうした場で少し

＜育ちの見とりと援助の手だて＞
5 歳児であり、しかも経験を重ねている K 児は、2 個の

ずつそれぞれの思いを出し合う場が積み重ねていけたらと
思っている。

イチゴに、にこやかながら困っていた。これまでに一通り

また、K 児のイチゴと、S 児の帽子忘れの件は全く別の

みんなが「食べること」の経験をしたので、見つけた人が

次元でおこったことだが、結果的に、流れのなかで融合し

「ラッキー」「食べちゃおうか」、と思ったようで、そして

ていく経験として相乗的に積み重なったように感じる。子

それでもいいかと大人も思える状況だったが、その気持ち

どもたちが、一人の子に寄り添い、考え、思いを出し合っ

の揺れがとても大事に思えたので、「どうしようか」と考

て、結果うまくいった頑張りのあとの、イチゴジャムはと

えることを促した。そうして切ったらうまくいかなかった

ても甘く感じたのではないか。
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以下、S 児母親の感想を付記する。

るものである。しかしながら、それらの育ちをまきおこす

私は、うまく言い表せないけど、何かこみあげてきて涙

活動の発端や動機が、「暑さ、寒さ」「リスとの出合い」と

が出そうでした。S が泣いてたのがうそみたい。私と二人

いった自然の中にあるということは、自然の大きな力のな

でやりとりしていただけでは、おそらくあんなに晴れ晴れ

かで生起してくる「必然」からうまれてくるものであり、

した顔では行けなかっただろう。お友達の力って大きいな

それにしたがって子どもが考えを出し合い、一つのことに

〜、と思いました。

それぞれの力を出し合って、育ち合う場がつくっていかれ

子どもたちのやりとりを聞いていて思ったことは、それ

るという点において、保育者としてもその与えられた場と

ぞれが自分の意見を屈託なく言い合っていて、そこには
「こ

その子に応じて自然に柔軟に、形ありきではなく力みのな

れ言っていいかな？」とか「どう思われるだろう？」とか

い支え方ができると感じる。

は全然ないということ。だから、意見がどんどんでてくる。
大人になると、意見は？と問われても

シーンとかいうこ

とが一般的によくあるなぁ、と。

7．おわりに
幼児期にふさわしい育ちのあり方を求めて、森での保育

それから、みんながあれやこれや考えてくれたり、寄り

を始めた。「自然のなかで育つ」ことが子どもにとって素

添ってくれたりしたことで、S も心がほぐれていったのか

晴らしい環境であるとの予感はもちろんあったが、幼児教

な〜と感じました

育として、3 歳児、4 歳児、5 歳児の育ちを丁寧に見てい

田んぼに到着してから約 1 時間！

一般的な幼稚園で

きたい思いが強く、個が出せているか、友達との関わりは

は、なかなかここまで待ってはもらえないでしょう。でも、

どうか、ということに目を向けていたが、意図をこえた出

S にとっては納得して動き出すとても大事な時間だったと

合いや不思議に思うことの連続に、人間の思い通りに進ま

思います。

ないこと、一日として同じ日はないこと、しかし淡々と生

私も、おうちのかたの会やおたより、ブログなどで、
「待

き物・自然の摂理の中に時間が刻まれていること、そこに

つということ」「心が動くということ」を少しは理解して

お邪魔しているのはこちらであり合わせていくという感

いたつもりでしたが、リアルで体験させていただく貴重な

覚、などが、子どもだけでなく、大人にも少しずつ、けれ

機会となり本当に感動しました。ありがとうございまし

どいつの間にか大きな影響を与えていた。

た！

従来の保育でも森の保育においても子どもたちが興味関
心をもつことを第一に考えるため、「知識を与える」とい

＜事例①②③よりまとめ＞
これらの事例はすべて 5 歳児の事例である。3 年間共に

うやり方はふさわしくないとして、
「教える」ではなく「一
緒に感じる」ことを重視してきたが、生き物や自然に対し

過ごしてきて、幼児教育としては、個の育ちと共に、集団

て、自分の知らないことの方が多いと再認識した折には、

の育ちを支える時期である。さらに、森のようちえんにお

子どもと共に不思議がっているうちに、「知りたい」思い

いて、とことん「子どもが自分で生活をつくっていく」こ

にかられ、子どもの横で必死に図鑑をめくっていたり、自

とを主眼において保育してきたので、5 歳児の育ちとして

然案内人の方や、環境保全ボランティアの方と日常的に関

は「森での一日は、自分たちですすめていくもの」と子ど

わらせてもらうことで、子どもたちの視野も広くなり、大

もたちも思って動いている。ただし、年度によって、保育

人の関心も深まっていったりした。

日数、集団の数、構成なども変化してきているため、それ

その中では、大人も迷い逡巡することしきりである。生

に応じた保育の見とりと手だてが必要になる。ここでは詳

き物や自然に対して子どもが起こす一挙一動に、どう対峙

しく述べないが、いずれにしても、そうした 5 歳児の育ち

していくのか、大人の態度や声かけはそれでよかったのか、

の高まりは、これまでに積み上げてきた自然環境のなかで

後々まで悩むことも多い。

の育ちの上にある。5 歳児の成長の姿の一つに、年下の子

それらは、時間に制約がなく、子ども主体の保育が補償

のことを思い、みんなのことを考えながら、自分たちの思

されているからできることでもあるが、意図をこえた自然

いを実現していくことがあげられる。もちろん、園生活に

との出合いだからこそ、その出合いに感謝がうまれたり、

おける 5 歳児の劇あそびやお店やさんごっこ、得意なこと

感動したりするのである。人間中心主義ではない意識がう

の発表の場などを通じてもその育ちはしっかりと支えられ

まれ、それが当たり前になっていくにつけ、5 −（4）に

幼児における自然環境についての学び（西澤彩木ほか）

見られる人間と自然の共生に関わる事例には、未だまとめ
きれないものが残る。これらは今後さらに保育の中で深慮
していくことになろう。
いずれにしても、自分も自然の一部であるとわかるとい
うよりは感じながら、自然の様々な側面を自分の生活や生
き方の一部として取り込んでいく、そういう経験が、子ど
もの中に、自然環境への関心やそれへの関わり方について
の適切性を判断する力を作りだしていくのではないか。そ
のような「理解」や「力」は子どもの人格の基盤の部分に
おそらくはしっかりと埋め込まれており、単に、「教えら
れた」知識や倫理観とは異なる深さや強さを伴っているの
ではないかと思われる。
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