
 

 

<鼎談3> 自然との暮らしと安全管理 
-子どもの豊かな体験とリスクへの備え-  

鼎談3開催日:12月13日（日） 

 

「鼎談３」では、自然保育の先駆者で公立園での特化型自然保育にも取り組む保育者

と、リスクマネジメント講座や保育士向けに自然保育研修も行う自然体験のプロにおいで

いただき、今の子どもたちに必要な体験とリスクマネジメントをどのように考えるのか。 

また、その両側面を保障するために、大人に必要な力や役割とは何かを考えました。 

子どもたちの気づきや、自ら挑戦しようとする心を大切にしたい。その一方で、子ども

たちの安全は保障しなければならない。今の子どもたちに必要なリスクマネジメントとは

どういうことなのか。子どもを見守るとはどう言うことなのか議論をしました。 

 

ゲスト 依田敬子さん 

NPO法人響育の山里 くじら雲 代表 

安曇野市出身。長野県野外保育連盟の理事兼事務局を務める。短大卒業後、13年間の保

育士経験を経て、2002年から3年間、安曇野市穂高の「野外保育 森の子」で保育者として

活動。2006年「NPO法人響育の山里 くじら雲」を設立し現在に至る。 

信州上田“やまほいくの里山”プロジェクト 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~kujiragumo/


 

ゲスト 鈴木道郎さん 

キャンパーズヴィレッジ自然楽校 代表 

名古屋市出⾝。信州外あそびネットワーク副代表。自然体験活動NEAL主任講師。 

信州やまほいく研修会講師。 

幼稚園教諭を経て 1993 年にキャンプ場（ACN 信州伊那谷キャンパーズヴィレッジ）

を開設。2002年キャンパーズヴィレッジ自然学校を開設。 

以来様々な自然体験プログラムを開催。 

 

司会: 堤 裕美 (上田女子短期大学) 

 

 

写真左から 堤 裕美、鈴木道郎さん、依田敬子さん 

 

子どもの頃のキャンプ体験がきっかけで起業 

 

司会 日頃の活動を含め自己紹介をお願いします。 

鈴木 長野県南部、中川村でキャンプ場を経営しています。5 歳で初めてキャンプをした記

憶がありキャンプが大好きになって、子どもキャンプに参加しキャンプリーダーに憧れました。

そして高校生の時にキャンプリーダーとなり、2泊 3日のキャンプで 10人位の班を受け持ち

http://www.odp.jp/school/index.html
http://neal.gr.jp/download/neal_roleoflecturer.pdf
http://www.uedawjc.ac.jp/


ました。その中に「他人とは口を利かない子である」と保護者から説明を受けた緘黙(かんも

く)症の子が参加していました。他の子と区別なく普通に接しただけですが、2日目のキャンプ

ファイヤーで、その子は人前で歌って踊って、口を開いてくれた−という衝撃的な体験をした

のです。その時に、これが自分の役割だと思ったのです。以後、「キャンプ場を作って野外学

校をやりたい」とずっと夢見ていました。まず、子どもたちと接するには、教員しかないと、大学

で小学校と幼稚園の教員免許を取りました。 

司会 小学校の教員免許もお持ちだったのですね。 

鈴木 結局幼稚園教諭として、1 年目は東京都で体育教員として、次は所沢市のトトロの森

の舞台・八国山の一角に園を持つ自然体験がメインの幼稚園へ。ホタルを飛ばしたりザリガ

ニ釣りをさせたり、同時に音楽会・鼓笛隊・展覧会・運動会・おゆうぎ会もある、すごく忙しい

園でした。自分が園に入って、行事の見直しなどを提案し色々と変えてもらいました。でもや

はり自分のフィールドをもって一からやりたいという想いから、長野の山の中に土地を見つけ

て、オートキャンプ場を始め、自然の素晴らしさ、楽しさを伝える活動をしています。 

司会 活動についても教えてください。 

鈴木 1999 年に自分に子どもが生まれ、一緒に地元の公園に遊びにいくと、遊びに来る子

どもたちは、木に登るわけでもなくゲーム機やカードで遊んでいるのです。「自分の子だけが

自然の中で遊んでいていいのか、明らかにうちの子は浮くよな」と考えました。「近所の子たち

にもその楽しさを伝えられたら、ウチの子も違和感なく周りの子と育つ」のではないかと思っ

て、自然学校を作りました。まず自分が土手を手放しで駆け上るんですが、最初は他の子た

ちは誰もできないんです。その後はみんながチャレンジして、やりすぎてハゲ山になって最近

立ち入り禁止に・・・(笑)。以来、17 年になり、今は未満児の森のこどもえんなどもやっていま

す。また自然体験活動におけるリスクマネジメント講座の講師や、長野県の自然保育推進で、

保育士向けの研修会講師もやっています。 

 

 

北欧の自然プログラムを参考にスタート 

 

依田 安曇野市は 5 町村が合併、明科地区に「響育の山里くじら雲」はあります。私は短大

を卒業し、3 年間私立で 10 年間公立の保育園で保育士としてつとめました。途中から障害

児専門の保育士になりたいと思い勉強し、障害の有無にかかわらず同じ場で育ち合えると思

い活動してきました。ある時、日本語講座のボランティアでブラジル人と知り合い現地を訪ね、



1 ヶ月過ごしたことがありました。世界最大の湿原パンタナールを旅し、100 キロ先まで見通

せる広い地にマンゴーの木があったりしました。「ああ、こういうところで子どもたちと過ごせ

たらどんなにいいだろうな」と思って帰国。すると、安曇野で週に 1回、未就園の子どもと森の

中で散歩をしているお母さんの会に出会い参加。散歩して森から出たところに北アルプスと

安曇野平が広がっていました。「こんな場所があったんだ!」 と思い、畦道を歩きながら「こう

やって毎日過ごせたらいいな」と思ったのです。 

司会 それで自然保育を始めたのですね。 

依田 しばらくして、そのお母さんたちから、デンマークの「森の幼稚園」のような場をここに

作りたいから保育者をやってくれないかと声をかけられたのです。「このお母さんたちとだっ

たら自分の理想の保育を実現できるのではないか」と 2000 年ごろに安曇野市穂高地区で

「野外保育 森の子」を立ち上げました。3〜5 歳の 10 人程の子どもたちと過ごすのに、園舎

はなく、森の木を切って丸太のベンチと焚火スペースを作り、それが拠点でした。1 日外でど

う過ごしたらいいのか。スウェーデンの幼児からの環境教保育プログラムを勉強し「外ででき

ないことはない」とか「天気が悪い日はない。服装が悪いだけだ」という言葉をとらえて、服装

を整えていろいろな天気の中で過ごしてみたら、とても快適でいい方法だと思いました。 

司会 「くじら雲」を設立した経緯についても聞かせて下さい。 

依田 3 年過ぎる頃には希望者が増えてきて、20 人以上になったらもう一つ拠点をと考え

ていました。そこは他の保育士に引き継いで、安曇野市の明科地区で「くじら雲」を立ち上げ

ました。以後 14 年間、押野山の中腹、標高 600 メートルにある古い養蚕農家を借り、年間

200日、3〜5歳児約 20人と過ごしています。一日 5時間、地域に古くから伝わる暮らしを

保育内容としています。田んぼで米作りをしたり、田の草取りも週に一回やったり。保護者も

含めて大人たちが働く中で、子どもたちが自分のやりたいことをやるという、原体験が大事だ

と考えています。この春からは山の下の拠点を借りて移転しました。平成27年度から長野県

では信州型自然保育認定制度が始まり、当初から「くじら雲」は特化型に認定されて活動し

ています。安曇野市も同年度から自然保育を推進し、18 の公立園を普及型としています。そ

の内 1 園を特化型の園とすることとなり、「くじら雲」が委託を受け、令和 3 年 4 月から始め

ることになっています。 



 

依田敬子さん 

安全を確保し発達のギリギリまで待つ 

 

司会 私も保護者として、子どもへの言葉のかけ方に悩むことが日々あります。子どもの気

づきを待つために、何が大切でしょうか。 

鈴木 過保護で良いのではないですか。過干渉と過保護は全く違います。与えるばかりでや

りたいことをさせない、口や手を出して欲を止めてしまうのは過干渉です。一方、小さいうち

から欲求を認め、危険なことからだけは守るのが大人の役割で、それは保護です。時に過保

護になる事も必要です。 

依田 子ども自身に育つ力があって必要な刺激を求めようとします。大人は、子どもたちを

自然の中に連れて行き、十分な時間を保証してあげます。必要な刺激をうけ、興味を持った

ことに取り組み、自分を満たしいろいろなことに気づいていきます。でもそのままでは、その気

づきをすぐに忘れてしまいます。そばに寄り添う大人が共感することで、さらに興味を広げて

深めていきます。もっと知りたいという想いにつながり、意欲をもって動く力の源になってくる

と思います。 

司会 会話は大事ですね。 

依田 保育者はできるだけ意識的に言葉を発するようにしています。子ども同士の言葉のや



りとりを邪魔しないようにしているし、その言葉を聞いてさらに言葉を引き出すため疑問を投

げかけることもあります。言葉は、無意識にしていることを意識的にするものでもあります。だ

から思いを言語化する働きかけもしようとしています。 

司会 意識を持って言葉をかけるのですね。 

依田 主体的に学び活動すること。その背景に物的環境と人的環境があります。人的環境に

よって子どもたちの活動が変わってきます。どこの位置に立てば、言葉を使わなくても安全を

確保できるのか。ここで言葉を掛けたら良いのか、掛けなくて良いのか。スタッフと、保育を振

り返る中で一緒に考えるようにしています。 

司会 どうしたら大人にその力がつくのでしょうか。 

依田 下見などでそのフィールドをよく知ることと、子どもの発達段階を把握することだと思

います。 

鈴木 「見守る」とは見ているだけでなく、「見て守らなければいけない」と思います。守ること

は口や手を出すことではなく、その子が持っているものが出てくるまで待ち、同時にそれを守

ってあげることかなと。教える側に自信がなければ、手を出して守らなければなりません。つ

い見守りっぱなしになってしまうことは危険です。そして、子どもによっても見守り方が違うと

いうことを忘れてはいけません。この子はどこまで大丈夫かを把握をすることです。自分の子

どもなら多くても 2、3人ですが、保育士は一人で多数を観なければならない。それぞれの子

の能力をきちんと把握するのは、まさしくプロフェッショナルな仕事です。「この子たちだった

ら、どこまで大丈夫なのか」と判った上で見守ることが、本当の見守りではないでしょうか。 

司会 子どもを観察する力が必要ですね。 

依田 どこまでならその子を守れるのか。体験は大事だけれど、やはり安全に体験すること

だと思います。発達段階を見極め、待つ。子どもがいろんな力を出したり、友達と力を合わせ

たりする中で、大人がギリギリまで待っていた時「予測していたよりも子どもたちの力が出た。

待ってよかった」と。そういう経験をした保育者は待っていられると思います。 

 

 

 

 

 

 

 



バレイアの贈り物がもたらすものとは 

 

司会 ゆったりした時間を取ることについてはどうですか。 

依田 目的地に到達することが目的ではなく、道中でどういう経験をするかを目的にしたほ

うが豊かだと思います。すると歩みがゆったりでき、いろいろな発見をすることがあります。 

司会 エピソードはありますか。 

依田 「くじら雲」には、12月に北の空からバレイアという鯨の形をした雲がやってきます。朝、

バレイアは葉っぱに書いた手紙を活動場所のどこかに置いておくのです。子どもたちはそれ

を発見して読んで「今日は押野山に行ってみよう」となります。バレイアは小さなプレゼントを

どこかに置いておいてくれます。活動の中で子どもたちが「どこかな」と思い出します。竹林で

バレイアの紙袋が高いところから下がっていました。紐でしっかり縛られていて、子どもたち

が手を伸ばしても取れないところでした。保育者は取るのは難しいのではと見ていました。子

どもたちは、大人に取ってもらおうという考えはなくて、年長の背の高い子を中心に棒を探し

てきて試すうちに、一本の長い杖を見つけました。「使っても良いの?」と聞かれ、「バレイアが

置いてくれたのかな」と答えると、「バレイアありがとう!」とひとりの子が空に向かって叫んだ

のです。「割れ物じゃないかな」とつぶやいたら、ひとりの子が「シート、シート!」と、ピクニック

シートを出して紙袋の下に 10 人ぐらいで持って受け止める態勢をとったのです。30 分以上

が経過。「夜までかかっちゃうから、お母さんに迎えに来るのを遅くしてと言ったほうがいいん

じゃない」「お昼になったらここで弁当を食べれば良いよ」と子ども同士の会話が続きました。 

司会 大人は手を出したくなりますね。 

依田 するとポッとシートの上にバレイアの紙袋が突然落ちてきて、みんな呆気にとられたの

です。子どもたちは嬉しくてほっとしたのですが、実は保育者が一番びっくりしたのです(笑)。

不可能だと思っていたことが可能になった瞬間でした。3〜5歳の子どもたちが一つの目的に

向かって知恵を出し合っている姿って本当にすごいなと感動しました。やはり、時間がたっぷ

りなければ待つこともできないし、普段から大人が出過ぎていれば、子どもたちは「大人にと

ってもらえばいい」となるはずです。でも子どもたちにはそんな発想はなかったのです。 

鈴木 バレイアに会いたくなりました(笑)。 

司会 最後まで子どもの裁量に任すことで得られる経験は大きいですね。 

 

 



大人も子どもも危険を感じ取る力をつける 

鈴木 ある街中の園で冬に保育士へ研修をしたことがあります。周りに自然が少ないのでど

うしたら自然保育が出来るかという研修でした。確かに目の前は大きな道路、周りにはビルや

コンビニしかないのです。目的地は大きな川の横の公園で、行くまでの道中は普段は手をつ

ないで真っ直ぐ並んで歩いて行き、公園で 1時間くらい遊ばせると言うことでした。下見の時

に、道中にある浅い用水路をみて、私はその中を歩いたら楽しいだろうなと考えていました。

しかし、前夜に雨が降って雪が溶け用水路は増水した為、それは難しい状況に・・・ そして、

子どもたちに「今日は公園に行くよ!」と言ったら、口を揃えて「えーまた公園?! つまんない」

と言うのです。「今日はね、ダメって言わないから」と約束をして、先生たちには「絶対禁止しち

ゃいけない。でも命だけは守って」と話しました。そして、歩き始めるとやはり用水路には 10セ

ンチくらいの水が流れていました。しかし、先導していた私はどうしても入りたくなって、入っ

ちゃったのです。すると子どもたちが「いいの?」と、聞いてきます。当然ダメとは言えません！

みんなジャブジャブ入って楽しそうにお散歩です。2月なのに (笑)。用水路で水浸しになりな

がら、公園にはなかなかたどり着けなくて。帰ってきたら、ビショビショだけれど、みんな「たの

しかった！」とすごく喜んでいました。 

 

鈴木道郎さん 



司会 先生たちは何を感じていましたか。 

鈴木 ふりかえりの時に「今日のような保育をしますか?」と聞いたら全員が「危険だからやり

ません」と答えました。なぜ出来たかと言うと、研修会だったので、19 人の子どもに対して 30

人の先生が参加していたからです。一人で何人も見ていたら僕も絶対やらない内容です。そ

れを感じてもらったのです。先生の力量、つまり自分のできる範囲でやれることをやり、少し

でもその範囲を広げていけば、ちょっとずつハードルを超えた体験ができるようになるのです。

子どもたちにも聴きました。「自分たちだけで今日の遊びをするか」と、口を揃えて「やらない」

と答えました。滑って転んだりした子もいて、怖さも感じているのです。子どもたちからフィー

ドバックしてもらうことも大事です。 

司会 保育者も危険を体験することは大切ですね。 

鈴木 用水路が合流するところがあり、一人の保育士が、思わずその本流に入って行こうと

したため止めました。研修会だから大事にならずよかったですが、その先生も自分で危機を

感じて、自身の気づきに繋がりました。大人も自分の力量を判らないといけません。 

司会 一人で 20人を見る中でどうしたら。 

鈴木 僕は自然の中でガイドをする事もあるのですが、一人できちんと見守ったり情報を全

員に伝えたりするのは大人でも 10人が限界です。現状として日本の保育の制度では無理で

すから、園庭とかの囲われた環境で目が届く範囲を決めてやることになります。35 人の子ど

もたちを野に放って一人で見るのは無理です。でも、２人いればその力は２ではなく、それぞ

れの力の活かし方によって３人分の力にすることもできると考えています。見守り方のバラン

スを考えるのが大人の役割です。また、子どもの年齢や経験によっても違います。例えば経

験のある子に小さい子たちの面倒を見るなど役割を与えるという工夫も一つの方法です。 

 

 

保育士の姿勢が子どもの行動に反映する 

 

司会 くじら雲でも異年齢保育でそのようなことは起こりますか。 

依田 年度前半は、大人3人態勢で見守りますが、後半は 2人でもいい。なぜなら子ども同

士の人間関係もできてくるからです。年長児の年下の子どもへの関わり方は、保育者と子ど

もたちとの関係が反映されていきます。子ども同士の関わりを大切に見守るようにしていると、

どんどん活動や生活を、子どもたちで進めていくようになります。子ども同士のトラブルがあ

っても、仲介が必要なら他の子どもたちが駆け寄って思いを聞いたり、上着をリュックに入れ



られなければ、大きい子が察してたたみ直して入れてあげたりする姿が見られます。大人は

そういう力を引き出せるようにちょっと待ったり、距離をとったりしています。 

司会 子ども同士で気が付く力ですね。 

鈴木 見ているのではなく子どもは感じているのです。落ちている服をとって「これ誰の?」と

言うと、匂いをかいで「何々ちゃんの」と名前を見ないで言うのです。本能ですよね(笑)。 

依田 くじら雲でもそうです(笑)。 

司会 子どもの遊び方は、危険にどのように影響するでしょうか。 

鈴木 大人でもそうで、楽しくないと集中力がなくなり危険です。やりたいことを保証するこ

とで、集中力は上がり、危険度は低くなると思います。用意された環境で、絵を描きなさいと

言われれば、お決まりの内容で皆同じような絵を描きます。物事の本質を感じる力も変わっ

てくるのです。一方で、その子の特性によって、集中しているときは周りが目に入らない場合

もあります。「危ない場所だからこっち側でやろうね」と声をかけてあげるのも見守る大人の

役割です。 

 

堤 裕美 

 

 

 

 



呟きを逃さず、挑戦を乗り越える体験へ 

 

司会 子どもが自らチャレンジしようと思えるには、保育者はどうすれば良いでしょうか。 

依田 大人にダメと言われなければ、子どもは本来好奇心旺盛で、あれをやりたいとかこれ

を作りたいと呟くのです。それを実現させるためにはどうしたら良いのかを考えて、実現でき

るようにしてやれば、どんどん好奇心が広がり、チャレンジする経験が広がってくるのです。 

司会 エピソードはありますか。 

依田 ある年長児がカギを作りたいと言いました。「板とノコギリを出して」と言われて出すと、

その子は板にカギの形を描きました。保育士は「糸ノコの方が切りやすいよ」と用意してあげ

ると自分で作ることができました。その後、押野山にみんなで探検に行った時のことです。事

前にお父さんたちが草刈りをしておいた場所を、子どもたちが見つけて「ススキでベッドを作

ろう!」「ホテルにしよう!」となりました。そこを立ち去るときに、その子が「カギをかけていくね!」

と言って、リュックサックから自分で作った板のカギを出し、そのホテルにカギをかける振りを

したのです。 

司会 他の子の反応はどうでしたか。 

依田 すると、年下の子たちがそれを見ていて「カギを作りたい!」と言ったので、板と糸ノコ

を出し、遊びが発展していきました。「夜まで拠点にいてみたい」と言うので、パジャマパーテ

ィーが始まったり、「電車に乗ってみたい」と言うので、電車遠足になったりとか。 

司会 呟きが波及していくのですね。 

依田 家なら難しいけれど、「くじら雲」ならできることをやっていくようにしています。冒頭の

バレイアの体験のように、とても難しいなと思うことでも「やれないことはない。やれないと思

ったらできない」と子どもたち自身が言うのです。大人から見ても苦労しているなという状況

でも、なんとか乗り越えていく姿。自然保育を通して、幼児期に身に付けられる力ではないか

と思います。 

 

 

体験するためにリスクを潰すことが役割 

 

司会 最後にリスクマネジメントについてお話しください。 

鈴木 「リスク」は「危険」と言う意味にとられがちですが、「どうなるかがわからない、不確定



なもの」のことです。「マネジメント」とは解り易く言うと「なんとかする」という意味。安全で危

険がないと言う意味にとれば、何もやらない方がいいとなります。何かを体験させたい時には

リスクマネジメントをします。子どもたちが自らやりたいことをやるために、どうしたらリスクを

潰し危険を回避できるのか、大人の役割として考えて欲しいのです。逆にリスクを潰せなけれ

ばやってはダメです。依田さんの言うように、普通のノコギリならできないが、糸ノコならでき

ると言うことは、大人しか判らないことです。子どもがステップアップするために知識を与える

ことも必要です。 

司会 自然保育の根幹にも関わりますね。 

鈴木 自然の中で保育することだけが自然保育だと僕は思っていません。子どもは多様だか

ら、強制して一律に育てるのではなく、その子なりに育てるのが「自然保育」だと思います。自

然で育てるのではなく、自然に育てる事が最も大切な事なんです。一人一人が自分なりに生

きていけるようになる為に、その環境を整えるのが大人の役割なんだと思います。 

司会 リスクマネジメントをする目的を考えること大切にしていきたいです。ありがとうござい

ました。 


