
 

<鼎談2> 地域のなかで暮らす 

          -園周辺の地域を保育の場にするということ- 
鼎談2開催日:7月26日（日） 

 

「鼎談2」では「地域のなかで暮らす-園周辺の地域を保育の場にするということ-」をテーマ

に、自然保育の実践園の保育士2人をお招きし、自身の子どもの頃の体験や環境、そして地

域とのつながりの実例をお話しいただきました。「地域とつながる」とはどういうことなの

か、そして園児の育ちへの手ごたえはもちろん、保育士や保護者、地域の人にどんな影響が

あったのか。実践を通して地域の「暮らし」を保育の場にすることの重要性を考えました。 

 

ゲスト 小林成親さん(NPO法人山の遊び舎はらぺこ) 

長野県の大きな山の麓の小さな公立保育園に14年間勤務した後、保護者と共に「山の遊び舎は

らぺこ」を立ち上げ早16年。現在 NPO法人森のようちえん全国ネットワーク連盟理事、長野県

野外保育連盟理事。 
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ゲスト 齋藤昌吾さん(木島平村立おひさま保育園) 

木島平村生まれ。東京都練馬区の保育園で5年間勤務。2010年に帰郷。出身園の木島平村立

「ひまわり保育園」で1年勤務後、村内の3園が1園「おひさま保育園」に統合。現在同所で正職員

として保育士を務める。 

 

司会:千葉直紀(上田女子短期大学) 

 

 
 

写真左から 小林成親さん、千葉直紀、齋藤昌吾さん 

 

「山の遊び舎はらぺこ」は、親子が共に育ちあう場。 
 

司会 まず小林さん、保護者との共同保育を交えつつ、自己紹介をお願いします。 

小林 伊那市で「山の遊び舎はらぺこ」の保育士をしています。自然保育や野外保育、森の保育

園と言われる保育園で、設立して16年目、現在22人の子どもがいます。以前は、木曽の小さな

公立の保育園で14年間保育士をしていました。最初の1年は役場勤務でした。来訪者から「素晴
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らしい環境の保育園だ」と言われました。しかし子どもたちは、その環境に全然関わっていなかっ

たのです。その頃、世間では「子どもの育ち」を考え始めた時代でした。「自然との関わりの中でも

っと遊びこもうよ」と言っても、地域や親から「もっと遊ぼうとはどういうこと? 」という批判があり

ました。当時はピンと来ない保護者もたくさんいました。 

司会 子どもたちを変えたきっかけは? 

小林 「子どもたちの日々の育ちを伝えたい」と、保護者に保育に入ってもらう機会を増やしまし

た。自然と関わって遊ぶことで、残食がなくなり食に対する意欲も高まりました。それまではお腹

が空かない中で食事をする状態でしたが、「美味しい!」と言って食べる子たちへと変わっていき

ました。子どもが変わって、結果的に親たちも変わっていきました。木曽は三世代家族が多かっ

たので、畑を借りて、手伝って欲しいと呼び掛けたら、祖父母も来て関わりができるようになって

いったのです。 

司会 それが「はらぺこ」の原点なのですね。 

小林 はい、現在の園そのものです。「はらぺこ」では、共同保育・自主保育運営の形をとってい

ます。親と保育士で一緒に保育に入っているので、喜びを分かち合ったり、課題を共有したりして、

親たちもまた学んでいます。 

司会 今、親も自分以外の子どもに関わることが少ないですよね。 

小林 昔は近所で、いろんな人が子どもたちに関わっていましたが、いま地域の子どもへの関わ

りが消滅しています。親になる世代が赤ちゃんを抱いたことがない人ばかりです。だからいざ親

になると、どうしたらいいのかわからない状態に陥ります。ネットには溢れるほど保育や教育法の

情報はあっても、どれが自分に合っているのかがわからないのです。自分の子以外の子達と向き

合うと、わかることが出てきます。それぞれの子どもたちが影響しあって、みんなで育っていくこと

が大事です。年齢も縦割りではなく、周りに年上の子達の育ちの事例があるのが見えると、親は

余計な肩の力が抜けるのです。 

 



 
 

小林成親さん 

 

木島平村では園が一つに。どう地域とつながるか。 
 

司会 齋藤さん、自分の子ども時代も含めて自己紹介をお願いします。 

齋藤 5 年間、東京で働いて地元に戻ってきました。現在「木島平村立おひさま保育園」で働い

ています。子どもの時は婆ちゃん子でした。遠い畑に婆ちゃんに連れられて行って畑でずっと過

ごしていました。木の下で用を足したりして (笑)。身近にお年寄りがいて、自然の中で育ってき

た経験が、自分の中にあったんだなと懐かしく思い出しています。 

司会 「おひさま保育園」について教えてください。 

齋藤 木島平村の人口は 4,468人で、保育園が 3園ありましたが、10年前に少子化で 1園に

なりました。今の保育園がどういうことを大事にして、何を求められているかを考えています。昔

なら、村民は近くに保育園があって子どもの声が聞こえていました。近くに農業高校があって、園

庭から高校生の活動が見えたりしていました。しかし、今、地域の人たちは、子どもの声が聞こえ

なくなって寂しいと言われています。保護者や地域の人との接点をどう作っていけばいいのかを
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考えて、うまくつながっていきたいと思っています。 

司会 子どもの声が聞こえなくなってきたのは、全国的なことですね。私も長野県に来て思った

のは、こんなに自然がたくさんあるのに、なんで子どもたちが地域に出ないのかと思うのです。 

小林 約 20 年前に子どもの誘拐事件が多発しました。安心して外で遊ばせることができないこ

との大きな背景となったのです。地域の中で子どもたちが遊ぶ場面を見るのが難しくなっている

し、少子化で子どもの密度が低くなったため、保護者は友達の家や遊び場まで車で送迎しないと

遊べない難しい環境です。 

 

 

世代を超えて、外で遊ぶことが難しい時代に。 
 

司会 今、地域の中で子どもを意識しにくく、地域に暮らす大人にとってはなれた存在になって

しまっていると思います。さて、子どもの頃、どんな遊びをし、好きな場所はどこでしたか。 

齋藤 学校が終わったら、友達と集合して外で遊んでいました。田んぼが周りにたくさんあり、友

達とイナゴを捕まえて、婆ちゃんが佃煮にしてくれました。ヒキガエルを捕まえたりもしました。友

達が近くにいて、遊べる環境がありました。年上も年下もいました。一緒に川に飛び込める場所

にも行きました。 

小林 私は幼児期、引越しをしています。年長から松本市に長くいました。市営住宅で、団地の

子ども達がいっぱいいました。団地の間の公園に行けば必ず誰かがいて、毎日遊び呆けていま

した。学年は関係なく中学生もいて、ゴムボール一個あればみんなで遊べていました。 

司会 お気に入りの場所はありましたか。 

小林 南松本には井川城があり、湧水が出ます。隣町に行くことがドキドキすることでした。違う

学区の子達がいるし、綺麗で冷たい水の池がいっぱいあって、1人で行ってうろうろしていました。

通りのそこかしこに井戸があって、地域の人が野菜を冷やしていて、自由に水を飲んでよかった

のです。その後、中学生になるとそこは通学路になりました。 

司会 隣町に 1人で、ですか。 

小林 はい。今思うと家での退屈が耐えられなかったのです。雨の日が退屈でした。 

 



 
 

齋藤昌吾さん 

 

地域の人との関わり、世代間交流の重要性。 
 

司会 祖父母世代など、世代を超えた人たちの関わり、学んだことや教えられたことは。 

齋藤 私は子どもの時、地域の人に結構怒られました。木島平は豪雪地帯で、雪合戦をしながら

帰って、友達にやり返した時に、通りすがりの婆ちゃんは、そこしか見てないから、名前言わされ

て、怒られました(笑)。 

小林 自分のお婆ちゃんには子ども時代あまり会えませんでした。木曽の公立の園に就職して

から、老人クラブと頻度高く交流会をしていました。田舎の生活様式についていろんなことを教え

てもらいました。方言があって、その交流の雰囲気を生まれて初めて味わって、すごく豊かだと感

じました。 

司会 園との世代間交流についてどう思いますか。 

小林 一人一人の職員がどうお年寄りと向き合うかが大事。形だけではダメで、交流をどう日常

化していけばいいのか。例えば、園児と組んで物を作ろうとすると、最初はお年寄りがみんなやっ



てしまう。子どもが、何ができて何ができないかわからない。機会を増やすと、だんだん子どもに

やらせるようになり、お年寄りも変わっていくのです。 

司会 今、世代間、人と人、人と地域、あらゆる垣根が厚く高くなっている世の中なのではないで

しょうか。では、なぜ地域の人と関わるのかを教えてください。 

齋藤 木島平村は人口も少なく地域密着です。村に帰ってきて、消防団や祭典団に入り、いろん

な人と話し関わることが増えました。人と関われる楽しさは、子どもの頃からわかっていたと思い

ます。例えば、祭典団に自分の子ども連れてきて準備を一緒に見ています。これは昔も今も大事

にしていきたい部分です。帰郷してからの最初は園の正規職員ではなかったのですが、「保育士

になりたい」と、お酒のみながら地域の人と会話すると、「応援する」と言ってもらえて…それが自

分の糧になりました。知らない人も「協力するよ、遊びに行くよ」と言ってくれるのです。 

 

 
 

千葉直紀 

 

 



限界を感じることは、つながりを作る武器でもある。 
 

司会 具体的にどんな応援ですか。 

齋藤 自分自身にはやれることは限られています。例えば大工が入って木の温もりを教えてくれ

れば、道具の経験や地域の人との関わりはプラスになります。保護者じゃない人も子ども達と思

い切り遊んでくれます。保育士も嬉しいし、これが理想の保育だと思います。保護者からも自分

の子が卒園しても協力したいと言ってもらえます。 

司会 すばらしいことですね。 

齋藤 子どものことを思ってくれる人たちがいっぱいいて、みんなで子どもを育てるという考え

が嬉しいし、理想です。いろんな人と関わりたいです。声かけてくれた人を無駄にしたくないので

す。 

小林 齋藤さんの木島平村は原則、地域がアットホームですよね。いろんな人たちがつながって

いるし、保護者もつながれます。組織に属した人間が「扉」を開けてくれたから、つながれるように

なったのです。齋藤さんたち保育士の、子どもが育ちゆく環境の理想像があるから、保育がブレ

ないで園全体のためになります。地域が関われば、必ず問題は出てきます。が、一つ一つクリアし

て次につなげていくことは大事ですし、公立の園も地域にオープンにしていくことは大事だと思い

ました。 

司会 原点に齋藤先生の人と関わる楽しさを感じますね。 

齋藤 大工さんや運動したい人など、保育関係ではない人たちと、交流して熱く語り合った中か

ら、園への関わりが生まれてきました。「北信州カホンプロジェクト」に、ミニカホンを造っていただ

きました。 

小林 ウチの園にも、ぜひ来て欲しいのでつないでください(笑)。 

齋藤 近くの下高井農林高校から 2つオファーが来ました。木の温もりを伝えたいというもの

と、保育士志望の生徒が子どもたちと花壇づくりをしたいというものです。それで園児が遊びの

なかで土を掘ったら、大きな石が出てきました。保護者の石屋さんに頼んで、クレーンで運んで加

工して、その石を花壇の標章にする計画を立てています。 

司会 保育園から地域へと出ていくと、その場だけの交流会をやって終わることが多い。それに

比べ、外へ出て行かなくても、保育士や保護者が扉となって地域と交わっています。地域みんな
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で子どもたちを育てていく気質が強い。なんでできるのかが知りたいです。保育者は自分たちだ

けでなんとかしなければと考えがちです。 

齋藤 自分だけでは限界を感じます。できる人がいることを子どもたちに伝えたい。自分ができ

ないけど、つなぐという役目ができる立場というのが大きい。保育士や保護者の中に「つながり」

と「経験」といういろんなプラスが生まれてきます。限界を感じることはつながりを作る武器でもあ

ると思います。 

小林 限界ではなく可能性なのでは。齋藤さんは、つなげることで保育の可能性を膨らませてい

ます。やりたいことをやり地域の人を信用してその場を作っている。それが齋藤さんの保育と感

じました。すばらしい! 

齋藤 自分自身が地域の人たちに支えてもらえてよかったので、子どもたちにもそれを伝えたい

のです。 

小林 保育士は自分でも知りたいことがたくさんあります。それをプロの人が来たときに一緒に

学びます。学ぶことやつなげていくことは、前向きな気持ちがあるからできるのです。斎藤さんと

いう土壌にはタネがあって、周りの人から刺激を受けて芽を出させてもらっている感じがします。

いろんな世界と関わって少しでも保育につながるのではと行動する。うまく噛み合うとすごく豊か

な子どもの育ちにつながります。面白いですね。 

 



 
 

地域に出ることは、偶発的な出会いを求めること。 
 

司会 学ぶこと、地域に広げることは、面白いからやる。その保育者の思いが地域との垣根を低

くしているんだなと思います。小林さんの園「はらぺこ」では地域に散歩に出かけていますね。ど

んな所でどんな遊びをしていますか。 

小林 散歩はたくさん行っています。ハイキングもあり山に集合して一日過ごすこともあります。

何をしているかと言えば、ほっつき歩いていて何もしていない(笑)。あえて言えば、大人や保育

士が用意できない偶発的なできごとを散歩は与えてくれます。 

司会 場所はどう見つけるのですか。 

小林 例え畦道でも、綺麗なところがあります。車で通ったとき、子ども連れてきたい、ここで遊

ばせたいと思うところたくさんあり、その連続です。その先にもまたあるのでは、と世界が広がり

ます。フィールドはたくさんあるのです。 

司会 木苺を毎年摘みに行くと聞きましたが。 

小林 神社の近くに木苺の藪があります。勝手に生えてきている場所で、そこを「木苺天国」と自



然発生的に名付けました。木苺の木はトゲトゲだから奥のものは採れないけど奥の方がでかい

のです(笑)。お兄さんお姉さんが奥の実を採って、小さい子に渡すというように世界が広がりま

す。赤いのは苦味があるけどそのご甘くなる、オレンジ色のは甘いなど、複雑でいろんな味を発

見できます。 

司会 それは楽しそうですね。 

小林 今の子は自然の植物を口に入れないし、食べたことのないものは、口に入れないのです。

自然の中で体験するうちに、気持ちが解けてきます。手を出すようになり、2、3 年すれば藪の中

に入って、誰かに分け与えることにつながっていきます。 

司会 「木苺天国」という名前はどうして付けたのですか。 

小林 誰がなんでではなく「天国だー!」と声が上がり、「木苺天国」という言葉で定着していきまし

た。喜びが伝わる名前がいいし、季節限定の特別な場所には「天国」がついています。 

司会 名前をつけることで変わりますか。 

小林 例えば、地域の諏訪神社周辺では、「堤」というかつて農業用水だった「ため池」が多いと

ころです。「鯉の池」「ワサビの池」「トンボ池」「蜂の巣池」など。凍った氷のヒビが蜂の巣に見えた

から「蜂の巣池」の名がつきました。ある日、鯉の池に行ったたら、緑色のズッキーニがいっぱい

浮いていて、キュウリに見えて。「キュウリが浮いている。カッパがいるぞ!」となって。カッパがキュ

ウリと間違えて、かじったら違ったからカッパが怒っている。「かじられる!お尻を隠せ! 」(笑)そう

いうストーリーができて。卒園した子が大学生になっても、「鯉の池」の場所や伝説がわかる。世

代を超えて通じるようになるのです。 

 

 

体験や記憶は、環境や人との関わりから生まれる。 
 

司会 地域に出かけて、そこが自分たちの場所になっている気がしますね。 

小林 一方で怒られることもあります。「急に畔を歩いてびっくりした」と地域の方に言われ、菓

子折を持って謝りに行きました。人は自分たちがいる場所で、遊んだり仕事したりして生きている

のです。子どもが育んでいる本当の体験や記憶は、地域の環境や人との関わりから生まれます。

周りの風景は大事です。地域の方に「皆さんが暮らしている風景の中で子どもたちを育てたい」



とお伝えしています。うちの園は、園児の家庭とは違う地域にあります。けれど、子どもたちにとっ

て身近な地域にすることが大事です。 

司会 「風景」と言う言葉に寄せる思いをお話しください。 

小林 そこにあるものは「景色」で、心に留めたところが「風景」だと思います。心に留める風景は、

日常的な中からそれぞれの風景を見出します。「原風景」と言う言葉があります。山があって自然

と関わり、彼らの心を育てています。環境から心を育てることは大事です。 

司会 「暮らす」という言葉についてはどうですか。 

小林 「暮らし」は「命」とつながっています。「はらぺこ」自体が一つの命です。子ども達一人一人

の掛け替えのない命の集合体が「はらぺこ」なのです。また、生活の上に「暮らし」があり、未来を

含んだ言葉が「暮らし」だと思います。毎日生きていて、誰かと何かをやっているその基本が「暮

らし」です。その外で何かをやっても地に足が着いていない。ただ保育のプログラムを誇っても意

味がないのです。「暮らし」を再考した上で子どもの育ちを見ていきたいと思います。 

 

 

「暮らし」は、自然保育の大事なキーワードに。 
 

司会 地域や人など、垣根が隔たっている中で、どう垣根を作らずに育み合って暮らしていくの

か。その答えが保育者に求められています。園が地域の中で共に暮らすことが大事になっていく

のですね。 

齋藤 公立の保育園で働いていると、やりたいこととやれないことがあるのも確かです。140 人

の園児がいるので、いろんな思いの保護者もいます。2 人と話をして、自分のやりたいことや課

題も見えてきました。明日から保育をするのが楽しみにもなりました。 

司会 明日の保育が楽しみという気持ちは大事ですね。 

齋藤 出過ぎた杭として(笑)、楽しみながらやっていきたいと思います。明日は地域に出て子ど

も達とトウモロコシ狩りに行ってきます!! 

小林 園と地域の間の「扉」を持っていて地域と関わることが齋藤さんのスキルであり、そこから

また別のスキルが生まれていく。今日は、これからの保育には可能性があるなと感じました。 

司会 保育士の役割を考えさせられますね。 

小林 保育士の力ってなんぞやと考えると、それぞれ得意なことをもっと出せばいいと思うので



す。公立の保育園にいた時、近くの川から粘土が出てきて、試行錯誤していい粘土を作れたこと

がありました。その際に、実は保育士の一人が趣味で陶芸や土のことを知っていると言われたの

です。自分が楽しいという物で、子どもと共通項を作れるものは、どんどんやればいいと思いまし

た。 

司会 齋藤さんのように、園と地域との間で保育士が「扉」の役割をすることで、地域の人たちの

力を借りて子どもを育てていくこと。そして小林さんの「はらぺこ」では、園児が日常的に地域に

出て「暮らし」の中で「風景」を心に刻む機会を作っていくこと。園周辺の地域を保育の場にして

いくために「暮らし」が大事なキーワードになっていくと思います。今日はありがとうございました。 

 


