
 

 

<鼎談1> 幼児期から学童期につなげたい育ち 

-自然保育の中にある学びを考える-  
鼎談1開催日:10月25日（日） 

 

「鼎談1」では「幼児期から学童期につなげたい育ち-自然保育の中にある学びを考える-」

をテーマに、自然を取り入れた保育を実践している園の園長2人をお招きしました。子ど

もの人格形成の基礎を培う時期に、自然を活用した保育を行うことがなぜ大事なのか

を、実践事例を元に考えました。当大学では、信州大学と連携し相互に協力して進めてい

ますので、それらを言葉にしていくことが大事だと考え、今日は髙栁准教授にも参加いた

だきました。 

 

ゲスト 西片紀美子さん 

（学校法人松本光明学園 松本光明幼稚園 園長） 

松本市出身、短期大学を卒業後、松本光明幼稚園に就職、「子どもが自ら遊ぶ」保育を目指

す。育児に専念するため退職し、ガールスカウトの女子教育、野外活動に感銘しリーダーとし

て少女の教育に当たる。1991年松本光明幼稚園に復帰。現在 認定こども園 幼稚園型の同

園で園長を務め、子どもたちが、環境を通した「主体的遊び（学び）」が出来る保育を実践、研

究中。 
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ゲスト 髙橋比呂美さん 

（社会福祉法人極楽寺愛育会 保育所型認定こども園みのり保育園 園長） 

長野市出身。長野西高等学校、上田女子短期大学幼児教育学科卒業後、同保育園に入り

1997年に園長に就任以来現在まで務める。上田市私立保育園・認定こども園協会副会長。

笑顔をコンセプトに、温かく魅力ある子育て支援を実施。保育士が社会で誇りある仕事とい

うことを発信すべく、世代間交流など地域の方の思いを大切に、小中高校生との交流の中で

次世代への保育者の育成に努めている。 

 

アドバイザー 髙栁充利さん 

（信州大学教育学部准教授 信州大学学術研究院教育学系准教授） 

専門は教育哲学、教師教育。19世紀米国の思想家R・W・エマソン（代表作『自然』『自己信

頼』）、H・D・ソロー（代表作『森の生活』）ら、超越主義者の著作を手がかりに、教育の哲学と

教師の変容を考えている。 

 

司会: 酒井真由子(上田女子短期大学) 

 

 

写真左から 髙栁充利さん、西片紀美子さん、髙橋比呂美さん、酒井真由子 
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「松本光明幼稚園」では環境を通じた保育を実践。 

司会 まず自己紹介と園の特徴などのご紹介をお願いします。 

西片 今年度、認定こども園になりました「学校法人松本光明学園 松本光明幼稚園」の園長

をつとめています。松本城から東、美ヶ原へ向かって徒歩 10 分、比較的街の中にあります。

開園 87年目です。 

司会 大事にしていることはなんですか。 

西片 環境を通した保育を心がけています。子どもの思いを受け入れ、こんな教材ならこう遊

ぶのかと予想しながら、子どもたちが自ら遊ぶ環境を大事に設定しています。ですからクラス

制は敷いていても、保育者全員がチームとなって話し合いながら進めています。 

司会 園はどんな環境にありますか。 

西片 園から一本道を入ると湧き水が豊富で、砂場も少し掘ると水が出てきます。子どもたち

は「わぁ、海だ!」(笑)と言って喜んでいます。園庭にはカマキリなどの虫や、実がなる木があり、

そうした環境の中で遊んでいます。園を出ると、女鳥羽川が近くにあり、そこには虫や自然が

いっぱいで、子どもたちにとって大好きな場所となっています。 

 

 

「みのり保育園」は菜園活動を通し地域で大事な存在に。 

 

髙橋 上田女子短大のある地元の上田市中之条にある認定こども園で、保育所型の「社会福

祉法人極楽寺愛育会 みのり保育園」の園長をしています。昭和 29 年に季節保育所として

開設しました。当時は農繁期に農家の子どもを預かる形でしたので、園の周りは田んぼや畑

で緑豊かな場所でした。 

司会 今はどうですか。 

髙橋 67 年目に入りますが、どんどん家が建ち、現在は新興住宅地になっています。田んぼ

や畑や畦道が、家とアスファルトに変わってしまいました。今はあえて保育に自然を取り入れ

ながらやっています。園舎の裏に農園を 100 坪ほど借りて菜園活動を行っています。また園

から外に飛び出して自然の中に入った活動も行っています。 

司会 園の特徴を教えてください。 

髙橋 産休明けの 0 歳児、生後 57 日目の赤ちゃんから、小学校 3 年生までの学童保育ま

で行っています。最長約 10 年にわたって子どもたちを預かっています。畑を借りたこともあ



って、地域の中で大切にされています。近所のおじいちゃん、おばあちゃんや、法人の役員が、

園に顔を出して、農園の手伝いなどをしてくださり、地域に根ざした保育園を目標に活動して

います。 

 

 

「トロトロチョコレート」は進行形の遊びに。 

 

司会 なぜ、保育に自然を取り入れているのか、理由を聞かせてください。 

西片 地域にもよると思いますがそれでも 1990年代くらいまで、子どもたちは、地域で縦割

りの社会で遊んでいました。でも今はできなくなりました。実体験として自然の中で、土・砂・

水にかかわりながら好きなところで遊ぶことで、子どもたちが社会性を学べるのではと考えて

自然保育を始めました。園は住宅地にあっても、大人がちょっと意識することで、自然の中で

豊かな体験ができ、学びが深くなると思っています。 

司会 縦割りを取り入れいろんな学年で遊んでいますね。園庭は自分が好きなところで遊べ

る場になっていて、長い時間遊んでいますよね。遊びの中でどういうことが起き、何を使って

いるのかなど、詳しく教えてください。 

西片 基本的に子どもたちが自ら遊び込むまで見守ろうと思っています。朝 8 時 10 分から

登園でき、朝来ると、遊びたいと思うことを自分で見つけます。例えば年少児は砂場や水のと

ころに行きます。年中児は少人数で何かを使ってケーキを作るなどします。年長児は泥や砂

や水に関わろうとし、小さな集団がだんだん膨らんでいく傾向にあります。 

司会 遊びの事例はありますか。 

西片 最近、園庭で起きていることを紹介します。年少児がケーキ型を使い、砂でケーキをい

っぱい作っていました。その横で年中児が「トロトロチョコレートいりますか」と遊んでいます。

年少児は「いいこと聞いた!」と思いながら遊び方をずっと見ているのです。とうとう「教えて!」

と言い出します。年中児は、砂山を削って土を振るいにかけ、水を混ぜてトロトロチョコレート

を作ることを年少児に見せるわけです。年少児はやってみます。「できたらケーキにのせるん

だ!」と言うのですが、水が多すぎて、未だトロトロチョコレートはのっていません。 

司会 保育者たちは手を出さないのですか。 

西片 ええ、何日かかけてちょうどいいトロトロチョコレートになるまでのプロセスを大事にし

たいのです。水を運ぶためにペットボトルの代わりにヤクルトの容器を与えてみました。すると

年少児でも少量の水を使えるようになってきました。そこが、教師の支援なのです。 



司会 手を出さず見守るのですね。 

西片 年少のその子は、以前はケーキ屋さんになりたかったのですが、今はトロトロチョコレー

ト屋さんになりたいそうです(笑)。その横で年中児が落ち葉と、遠足で採ってきたドングリや

松ぼっくりをデコレーションしはじめました。この遊びは、これからどんどん広がっていくので

はないかなと予想しています。 

 

 

西片紀美子さん 

 

園庭がドロドロと化し、予想外の展開へ。 

 

司会 園庭自体は広くはないですよね。 

西片 芝生広場のエリアもあり、虫が自由に捕まえられます。嬉しいことに、井戸水があって、

いくら水を使っても大丈夫なのです。夏場は、思い切り子どもたちは水場で遊べるのです。 

司会 花や、芝生や、石、板などがあり、子どもたちが好きな場所で遊べるようになっているの

ですね。 

西片 教材でいらなくなった積み木を外で開放しています。自分たちで持っていき、庭の好き

な場所を確保して、じっくり砂や土と楽しめるようになっています。 



司会 夏の水遊びはどんな様子ですか。 

西片 今年はコロナ禍でプールが使えませんでした。そこでビニールプールを園庭の真ん中

に置きました。私たちは子どもたちがそのプールの中に入って遊ぶと思っていたのです。でも、

見事に裏切られ、子どもたちは水を全部汲み出して、園庭をドロドロにして滑って遊んだり掘

ったりしてしまいました。ペットボトルで水を井戸から運んでくる子もいました。見事に川がで

きました。泥だと滑って転んでスリルがありますね。私もやりました(笑) 。砂や土の感触を十

分楽しませたほうがいいという判断でした。私たちもとても面白かったのです。 

司会 秋はどう遊んでいますか。 

西片 土を使ってちょうどいい加減のケーキを作り、散歩で採ってきた木の実とか紅葉樹の

葉っぱなどをのせます。「ケーキ 2500 円で売ります!」と言うから、「高い!」と返したら、「じゃ

あ 50 円に負けとくよ」と (笑)。これからたぶん、数量に関わる様子がみられると思います。

あくまで決定は子どもで、保育者からこれやろう、これ作ろうという提案はしません。ただし、

子どもたちからの相談には乗ります。 

司会 冬はどうですか。 

西片 氷の実験をしています。水を汲んで行って木の洞に入れると全然凍らないのです。「ど

うして?」と言いながら、年長児は毎回水が凍る場所を探して歩いています。 

司会 園庭は通常、殺風景になってしまいがちですが、西片先生の園の園庭には四季がある

なと思いました。子どもがそこに入ることで、ただの土や砂や泥が違うものに変わっていき、

園庭が、まるで木々が紅葉していくのと同じように四季があるなと感じました。 

髙橋 西片先生のチョコレートづくりの話を聞いて、園庭でトンネルや山づくりで同じことがあ

りました。水と土との駆け引きがすごく面白い。土や水の量でトンネルや山のでき方が違って

きます。そのことを自然から学ぶだけではなく、友達と「これくらいがいいんじゃない?」と相談

し悩みながらやっていく。人(友達)から学ぶ大切さがチョコレートクリーム作りにあったと思

いました。 

 

 

自然や伝統を通した人とのつながりが得られる。 

 

司会 みのり保育園で、自然保育を取り入れている理由を聞かせてください。 

髙橋 私自身は 35、6年前から園にかかわっています。当時は田んぼや畑、畦道など環境に

恵まれた園でした。近所のおじちゃん、おばちゃんたちが野良仕事をしていて、園児が散歩し



ていると必ず声をかけてくれる。「どこへいくの?こんな花が咲いているよ。お芋ができたから

持っていくね」など、人とのつながりが多くありました。子どもたちを自然だけでなく、人ともつ

なげるのが大事な仕事だと気付きました。 

司会 今はそうはいきませんね。 

髙橋 現在そこは宅地化し、核家族化が進んで人との関係が希薄化しています。自然保育を

取り入れる中で、寺の檀家や法人の役員がこまめに顔を出してくれて「畑をやってみようか」

と、どんどん規模が大きくなりました。私たち保育者は作物づくりがよく分かりませんが、地域

の人たちが教えてくれています。野菜や土や虫からも学べますが、世代間交流も大事です。

菜園活動を通して、人と自然とのつながりを大事にしたいと取り入れてきました。 

司会 園庭と同じで農園にも四季があるのですね。 

髙橋 春はジャガイモから始まって夏野菜も色々作って、秋に収穫する大根、長ネギも植えて

います。秋の収穫の後に片付けをし、年長児が玉ねぎを植える仕事が最後にあります。その

収穫は翌春です。年長児は土産として後輩に置いていくのです。春先、年中・年少児が進級

して掘り、先輩に「ありがとう!」と感謝して、玉ねぎをもらっていくのです。こうして一年のサイ

クルがあって、菜園活動を通して子どもたちもつながっているのです。 

司会 土や砂との関わりを話していただけますか。 

髙橋 「園庭の砂はさらさらで農園の砂と違うんだ」と子どもたちが気づきました。畑はもとも

と水田だったところを畑にしたので粘土質です。雨が降ったら足がとられて大変です。最初は

足がくっついて離れないし汚れるし、気持ち悪いという感触でした。だんだんと畑の土の感触

を楽しむようになってきました。さらさらではない土も泥団子作りなど、遊びに取り入れていま

す。 

司会 自然物に触れるという経験はいいですね。 

髙橋 他にも、園の屋上でバケツを使って稲を育てています。最初はおままごとだったのです

が、やればやっただけお米の収穫量が上がっていく (笑)。代かき、田植えから、毎朝水を入

れ替えます。草取りもし、タニシやオタマジャクシを入れたりして遊びながら育てます。そして

秋には稲刈り、ハゼかけ、脱穀、もみすりをし、おにぎりにしていただいた後には、最後にその

ワラでしめ飾りを作ります。保育士も園児たちと、地域のおじいちゃん、おばあちゃんから学び

ながら交流を大切にします。そのしめ飾りを園に飾りながら「いいお正月が来るといいね。今

年もありがとう」と園児と話します。伝統文化の継承も大切なのかなと思っています。 

若い保育士たちは野の花での遊び方を知らないので、おじいちゃんやおばあちゃんたちに「こ

うやって遊ぶんだど!」と教えてもらいながら、子どもたちも楽しんでいます。自然物の大切さ



とともに、人とのつながりを大切にしたいと思って自然保育を取り入れました。 

司会 学童保育の受け入れが特徴のみのり保育園では、学童も農園に関わっているのです

か。 

髙橋 卒園生のみ 3 年間の受け入れです。学童の畑もあります。エピソードをお話しします。

稲作を続けていると、雀に食べられることがあります。スイカやトマトはカラスが狙います。園

児は「いいよ食べさせてあげよう」と受け身です。でも学童は図鑑やタブレットで食べられな

いようにする方法を調べます。網やスズランテープを張ろうとか、大人に借りてテグスも試そ

うとします。四角いカゴを買ってきて被せたりして「四角いスイカができるかも!」と言って楽し

み、どうしたらいいかを考えるようになります。ニュースでカカシがいいと知って、作って「よね

ちゃん」と名付けました(笑)。与えなくても調べて考え、自分たちで作って決めていくのが面

白さです。自然を通してやっているからこそ、教室では見られない発言やつぶやきが聞こえ

てきます。 

司会 菜園は学校の教室や園の保育室とは違う第 3の空間として面白いと思いました。 

 

 

髙橋比呂美さん 

 

 



自然保育は想像力や問題解決能力につながる。 

 

司会 これまでの二人の話から、幼児期の学びの意義について意見をお願いします。 

髙栁 自然を取り入れている現場では、すごく面白いことが起こっているのだなと感じました。

西片先生の話で象徴的だと感じたのは、夏にビニールプールの水を汲み出して園庭を泥んこ

にした場面。「子どもの学びは人類の文明の発見をなぞっている以上のことが起こっている」

と言った人がいます。今、私たちが河岸工事された川や整備された山を見ることができるのは、

文明のどこかの時点で先人が取り組んできたから。子どもたちも混沌のなかから世界の新し

い風景をつくりあげているのではないでしょうか。ドロドロのカオス状態から、徐々に秩序が

うみだされる。川ができ、山がうまれ、トンネルが掘られる。新しい遊びもできるし、協力もしあ

うし、独自のルールやとりきめもつくられる。ダイナミックなことが夏の日の園庭で起こってい

ると言えるのではないでしょうか。 

司会 そう言う視点で見ると、毎日園庭で素晴らしい経験をしているのですね。 

髙栁 世の中の問題は尽きないなか、子どもたちは人生の歩みを進めるうえで、新しい課題

に向き合って自分なりの解決を見つけていかなければならない。整備された文明の恩恵だけ

を受けてきた子どもたちが、大人になって社会に出たとたんに、「まだ答えの出ていない問題

に取り組もう」と言われても、おそらく困惑してしまうのではないでしょうか。一方で、ドロドロ

から文明をつくりあげたり、試行錯誤して米づくりの文化に向き合ったりしてきた子たちは、

自分たちなりの発見の経験をしてきたといえると思います。自然保育の取り組みから、もしか

すると、これまで見たこともなかった発想や想像力、バラエティに富んだ手法でもって、21 世

紀の新しい問題に向き合う世代が育ってくるかもしれません。 

 

 

自分たちで考えた運動会、課題も解決し大満足。 

 

司会 二つの園での共通点は、子どもたちが自分で考え動く姿です。保育者が子どもにどう

向き合うか、先生と子どもの関係について、象徴的なエピソードがあればお願いします。 

西片 保育者が年長児に紙を使って形をとって切るという経験をさせたいという願いがあり、

ドラえもんのポケットを作ろうという提案を私たちから子どもたちにしました。そうしたら、子ど

もたちの発想で、今年はコロナ禍で夏にマスクが暑かったので「冷え冷えマスク」を作って盛



り上がって遊んでいました。そして、運動会の内容ついてはコロナ禍ということもあり、子ども

たちに「ドラえもんのポケットを参考に、未来のポケットを作って競技に使おう。どうしたらい

い?」と投げかけました。 

司会 日頃の遊びをヒントに提案したのですね。 

西片 年長が話し合いをし、障害物を作る活動にしようとなり、ポイントを 5 つに絞りました。

草むらでスモールライト使うこと、トンネルを作って暗闇を通ること、ケンケンパをすること、カ

ードを引いて色のドアを通ること。お化けがいて紅白の玉を使ってやっつけることです。お化

けは設計図が出てきて、6 人のグループで試行錯誤して 1 週間かけ作りました。いざ外にお

化けを立てたら倒れてしまいました。 

司会 どう解決したのですか。 

西片 保育者は何も言わず見ていました。すると去年、年長児が牛乳パックを使っていたの

を覚えていた子がいて、牛乳パックに砂を入れて固定しようと自分たちで工夫。みんなも「そ

れいい」と言って、お化けだけでなく、草むらなどの障害物もそれで固定し、でき上がりました。 

司会 当日はどうなりましたか。 

西片 お父さんお母さんに「ここに来たらスモールライトを使ってください!」と、ルールを自分

たちで説明しました。でもそこでハプニングが起きました。一人の子が競技に必要な道具をど

こかに落としてしまったのです。保育者がその子にマイクを渡すと、自分で「道具がなくなりま

した!」とアナウンス。参加した親たちも探し始めて、結局出てきました。そして、大人は子ども

の説明した通りにちゃんと競技をやってくれました。本当に満足したのは子どもたちで、親子

で楽しめる運動会になったと思います。 

 

 

保育者は自分で調べ考え動く力を見守る。 

 

司会 上田には里山があり「みのり保育園」は環境がいいところですよね。 

髙橋 外によく子どもたちと飛び出していきます。近くの千曲公園や鴻巣山、坂城のびんぐし

の里などへハイキングに行きます。事前の学習で「クマが出るってお母さん言っていたよ」「イ

ノシシも出るらしいし、ハチも飛んでいてどうしよう」と図鑑で「ハチがきたら頭を押さえて静

かにしてればいいんだよ」と、自分たちで調べます。現地で本当にハチがきたときには調べた

通り静かに座って行動しました。 

司会 子どもたちが疑問に思ったら、自ら調べられる環境を作っているのですね。 



髙橋 はい、タブレットも設置しています。例えば、畑で土を耕すとき、ミミズがたくさん出てき

ます。「ミミズってなんだろう」と調べると「畑を耕してくれるので自分たちの変わりなんだよ」と

知ります。また、外で捕まえたカマキリを飼い始めました。調べて、畑からコオロギやバッタや

クモを捕まえて来て与えます。その時「かわいそうだよ」という一方で「お腹を空いてるカマキ

リもかわいそうだよ」という意見が出ます。みんなで話し合うと「ぼくたちも肉や魚を食べるよ

ね」と、思いやりと残虐さを一度に学びます。そして「みんなで食べ合いっこして生きているん

だよね」ということにたどり着きます。自分で調べ自分の目で確認することは、人から教えても

らうよりも頭に入るし心に響きます。 

司会 保育の中のエピソードを教えてください。 

髙橋 春先に何を作ろうか相談した時に、調べて「ヘチマを作りたい」と誰かが言い出しまし

た。「ヒョウタンもやろう」となり、ベランダにグリーンカーテンを作りました。夏には誰かが星を

つけて七夕飾りになりました。秋に枯れてしまったのが、おどろおどろしかったので「ハロウィ

ンにしよう」とヘチマに顔をかきました。自分たちで生物の変化に気づいて自分たちで遊びに

つなげていく体験がとても楽しいようです。 

司会 自然だからこそですね。 

髙橋 例えば、山で拾ったトチの実は「なんだろう、食べられないなら遊ぼう」と言って、コマに

したり、笛にしたりなど。自分たちで動けるのが自然の良さかなと思います。また「山に登った

ことある人?」と聞くと誰も最初は手をあげません。「登ってどうだった?」 と聞くと、最初は

「疲れた」と言います。今の子たちはアスファルトの平坦な道しか歩いていません。山に行くと

登りもあるし下りもあるし、ガタガタ道で石ころもあるし、木の根っこも出ていたり、木の階段

があったり。私たちが教えなくても、「お尻に力入れれば歩けるよ」とか「手を振るといいよ」

「崖側を歩くと落ちるので山側を歩こう」など、自分が体で感じたことを仲間に話しながら歩き

ます。最初は危ないから軍手をはめさせていましたが、やめました。「この葉っぱ触ったら痛い

よ」と最初に触った子がみんなに教えたりして、共同での学びを楽しみながらやっています。 

司会 残虐さは現実の社会にありますが、子どもたちがそのまま受け止めていて、大人は下

手に手を加えないことが印象的だと思いました。 

 



 

酒井真由子 

 

傾聴を大事に子どもたちの思いを保証する。 

 

司会 次に子どもに向き合う時に大事にしていることをお聞きします。 

西片 遠足でドングリを拾ってきました。保育者はドングリに色をつけてリースを作ったらい

いと思っていました。虫が入っていたので、お湯をタライに貼って子どもたちに出しました。す

ると「おかしい、浮いているドングリがある」と言い出しました。浮いているのを拾って耳元で

振って「鳴ってる!」とみんなでやり出しました。「中を虫がたべたから浮くんだ」とも。他の子は、

皮がむけているのを発見して「ナッツみたい。ナッツの親戚だよ」とわーっとみんなで盛り上が

って皮を剥き始めました。削ってナッツの形にもっていったのです。担当の保育者は「リース

を作りたかったのに、みんながナッツづくりに励んでしまってどうしよう」(笑)と迷ったそうです。

でも「こんなにドングリの中身について向き合っているのだから、ここを保証しないといけない」

と思って、半日時間をとりました。 

司会 保育者は自分をグッと抑えて見守ったのですね。 

西片 ドングリでアメを作りたいと言った子がいたので「色をつければリースになるかも!」と

担当者は思いましたが、結局アクリル絵の具を使い、アメ屋さんになりました(笑)。私たち保



育者の出番は本当に難しく、子どもたちの思いをどこまで保証しながらやっていけばいいの

か、ずっと悩んでいます。でも活動が終わった時の子どもたちの満足感を考えると、やっぱり

子どもたち自身が選んだ方がいいということになります。私たちの園が大事にしていることは

「傾聴」です。みんなで子どもの声に耳を傾けようということを実践していきたいなと思ってい

ます。 

 

 

傾聴を大事に、あえて与えることも必要。 

 

司会 先生にも構想があり、そこがジレンマですね。保育者は悩み続ける存在だと思いました。 

髙橋 私自身が環境教育を取り入れる理由は、人とのつながりです。自然物を取り入れなが

ら、人の話を聞いたりして触れ合いを大切にしたいと思っています。実は 1 年前に上田地域

は台風による危険がありました。保育園は避難準備の発令が出た地域にあり、堤防が決壊す

れば保育園は埋まる場所です。祖父母宅、公民館、小学校へ避難して一晩暗い中で過ごした

と言う園児もいました。危険を子どもが目の当たりにした時に、経験を聞いてあげたり、環境

についての話をしてあげたりしました。 

司会 災害時もある意味、環境を学ぶ機会ですね。 

髙橋 平時は、自然について整えたり、作ったり、与えてあげて見守っていくことが大事で、加

えて、危険なことがあるということを伝えていくのも大人の役目です。待つ大変さもあります

が、与えてしっかり見守って、支えていくことが保育者の自然に対する役割なのではと思いま

す。現在の社会環境では難しいけれど、あえて自然を取り入れなければいけないと思ってい

ます。 

司会 確かに、ただ見守っているだけではダメかもしれませんね。 

髙橋 2、3 年前、絵の先生が園に来た時のことです。「夕焼け空を飛んでいる自分を想像し

て描いてみよう!」と子どもたちに呼びかけました。子どもたちはポカンとしました。なぜなら夕

焼け空を見たことない子が多かったからです。夕焼けを見るチャンスがないのです。延長保

育でその時間は園舎の中ですし、家でも夕方は親が夕食の準備で慌ただしく、TV を見たり

して過ごしています。その時は慌ててネットで検索してプリントし、子どもたちに見せました。 

司会 そうなんですね。驚きました。 

髙橋 そこで、後日、延長保育時に子どもたちを集めて西の空で夕焼けを見せました。写真と

は違って、大きさや美しさや、時間の経過とともに空の色も変化します。こうしてあえて私たち



が知らせていくことが必要だと、今更ながら気づかされました。カマキリがクモを食べるところ

も、夕焼けの美しいところも見せてあげなきゃならない。私たちが与えて体験させて見守って

いきたいなと思っています。 

 

 

髙栁充利さん 

大人も自然の中で殻を破って身を晒す。 

 

司会 保育者は今の社会状況の中で、子どもたちにとって適切な環境を作っていかなければ

ならないという使命があると思います。一方で、ついつい、子どもにこうやって欲しいからと提

供します。でも子どもたちが全然違う方向へ流れていった時に、駆け引きがある。大人がどん

どん先導しないで、子どもの意見を尊重することが大事かと思いました。 

髙栁 自然保育と人格形成とのつながりをずっと考えていました。西片先生は運動会のお話

のなかで「子どもが一番満足した」とおっしゃっていました。髙橋先生は「自分たちで動けるの

が自然のよさ」とコメントされていました。お二人のお話のつながりを考えたとき、「自然を取り

入れる」ということの意味が自分のなかでひと回り明瞭になったように感じます。 

司会 どうしてですか。 

髙栁 というのは、子どもを家で遊ばせる時に、道具など全て整えることは、てっとりばやく安



全で便利でもあります。ただ、大人がしつらえた空間で、子どもの意識が大人を満足させるこ

とに向いてしまうときもあるかと思います。 

司会 なるほど、大人の顔色を見て過ごすと言うことですね。 

髙栁 ところが、自然の中に出ていくと大人のコントロールを超えたことが起こる。夕焼け一つ

大人の思い通りにならないわけですから。いわば、大人を喜ばせる「正解」のリアクションがな

くなる。すると、子どもは自分で自分を満足させる方向へ意識が向いていくこともあるのでは

と思いました。自分が何に一番満足し、納得するかを探し始める。人格形成という点でこんな

に尊いことはなかなかないと思います。 

司会 自然との関わりが大人になるための大事な経験を生むのですね。 

髙栁 大人を満足させることだけが「いい子」の条件になってしまったときには、自分の満足・

納得よりも他人に気に入られることが優先されているともいえます。極端な場合、会社で上司

を満足させるために自らの良心に反することに手を染めてしまったり、自分の満足や感覚を

ないがしろにして心身に過度な負担をかけてしまったり、ということも出てきてしまうかもしれ

ない。仮に、大人になって何か大事な決断をしなきゃいけないとします。そのときに、どの選択

が誰を喜ばせるか、そのことによって自分にどのような得があるか、ではなく、どうしたら自分

が一番満足し、本当に胸を張って後悔しない人生につながるのか、という感覚にもとづいて

選択ができるかどうか。それは、自分の人生はもちろんのこと、自分の家族にも、さらには世

の中にも、少なからぬ影響を与える。そんなふうに考えてみると、お二人が取り組まれている

ことは、とても価値があると感じています。 

司会 自分を満足させるという人格形成の側面作りに重要なのですね。 

髙栁 最後に、大人の関わりという事柄について、お二人からのご発言に背中を押されて一

言。さきほど、大人が全部しつらえた環境の中で、子どもが大人の顔色を見ながら遊んでい

る時のことを話題にしました。視点を大人の側に移すと、こうした時には、大人も自分の殻の

中に入ったままといえるかもしれません。すべて自分がコントロールしたその空間で、いい大

人を演じている、といった具合に。ところが自然を取り入れるということは、大人もそこから出

ているわけです。自分の殻を破って、正解のない、コントロールができない環境に、大人も身

を晒している。今日は、そういう開かれた状態で何が起きるのか、そこでは保育者が子どもの

声や自然の変化を聴き始めることが可能になるのではないかと、お二人の現場のお話をうか

がって想像がひろがりました。 

司会 今日の話は、全ての幼児教育施設で、子どもたちの幸せを考えている保育者に共通す

ると思います。ありがとうございました。 


