
上田女子短期大学・信州大学 大学連携事業 第 13回合同学習会 

2020年 9月 2日(水)  

 

日本における「森のようちえん」の第一人者、内田幸一先生に自然保育の重要性と自然保育を

持続するために必要なことをお話しいただきました。 

 

 

 

テーマ:自然保育を続けていくという意味 

 

講師 内田幸一さん 

飯綱高原ネーチャーセンター&冒険あそびの森代表 

認定こども園野あそび保育みっけ園長 

非営利活動法人森のようちえん全国ネットワーク連盟理事長 

長野県野外保育連盟理事長 

 

私は長野県の南、飯田市で「野あそび保育みっけ」という小さな認定こども園を運営しています。

東京出身で、40年前の 1980年に若い頃に「自然を使った幼児教育をしたい」と思いたって信州

に移ってきました。 

 

https://noasobihoiku.wixsite.com/mikke
http://morinoyouchien.org/


「自然保育」「野外保育」「森のようちえん」という言葉について 

「自然保育」は新しい言葉です。「自然保育」という言葉は、現時点では捉え方にばらつきがありま

す。「森のようちえん」という言葉で、マスコミがよく取り上げています。野外や自然の中で保育を

している人たちの中でも若干ニュアンスが違います。私のやっていることが本当に「自然保育」な

のか、明確に言うことはできないと思っています。「自然保育」、「野外保育」、「森のようちえん」は、

似たようなことを表している言葉なのですが、若干ニュアンスが違うと私は捉えています。 

 

「自然保育」は、野外での自然をイメージしない人にとっては、自由な保育、管理的ではない自然

な子育てだと捉えています。自然の中で自然について教えるなど、活動する保育に重点を置く人

も多いと思います。また今まで幼児教育をやってきた人にとって「自然保育」自体が新しい言葉で、

幼児教育の一部と捉えている人もいると思います。幼児教育関係者の人と話すとピンとこない様

子で、自然の中での保育、自然を生かした保育だと言い直される場合が多いのです。 

 

一方で「野外保育」という言葉もあります。「野外保育」をやっている人から見れば、今まで幼稚園

でやっていた「縁側保育」だとも違う捉え方をしています。冒険的でワイルドな活動というイメージ

につながりやすいと思います。幼児の野外活動に力を入れている保育と捉える場合も。「野外活

動」という言葉も幅があり、厳格には決められないと思います。 

 

さて、「森のようちえん」という言葉が随分一人歩きしています。誰がその日本語を作ったのかは

わかりません。響きがよく親しみやすい名称ですが、具体的に何をしているかはわかりません。

「自然保育」や「野外保育」という意味合いの両方は含んでいます。自由保育的な考えを持つ保育

者が「森のようちえん」をやっていることが多いですね。今後これらの言葉の意味を整理していく

必要がある。研究を進める方は、整理していただけるとありがたいと思います。 

 

「森のようちえん」の定義づけが今、見えつつある?! 

 

私がやってきた自然の中での活動には、あるバランスがあるように思っています。子どもたちに活

動を提供したり、状況や環境を用意したり、大人が働きかけているものがあります。一方、人為的

に与えるものとは違う自然・環境などと釣り合っている。そこにはバランスがあるのです。 

 

実践者によって、大人から与えるものにウエイトが置かれる場合もあり、自然に起きている部分に

重きを置かれる場合もあります。バランスには一定値がありません。だからなかなか「森のようち

えん」「自然保育」「野外保育」の中に含まれているものを定義化できないのです。 

 



「森のようちえん全国ネットワーク連盟」があります。作るときに、「森のようちえん」の実践者が集

まって「森のようちえんとは何か」という話しをしました。定義づけが難しく相当時間が必要だろう

ということになり、まずは互いに交流し、情報交換することを続けることになりました。そして 10 年

以上経過しましたが、まだ定義づけするには少し早いという議論を残しているのです。次の世代

の人たちに考えていただきたいと思います。 

 

ただし、「森のようちえん」には、適度なバランスの取れたレシピ的なものはあると、経験でわかっ

てきました。人によって程度はいろいろですが、ある幅の中に入りつつあると思っています。漠然

とですが形が見えてきたのではと思います。 

 

私の活動の事例を紹介します。子どもたちが小屋で、大工仕事する場面があります。活動自体は

大人が用意しますが、やるのは子どもたちです。子どもが参加しやすい状況は作ります。内容を大

人がプログラムしているもの。例えば、お手本的なモデルがあって、類似したものを、子どもたちが

作るというものもあります。全くお手本がなくて、子どもに自由に作らせるものもあります。子ども

に提供されるものやその程度は、与える人側の感覚によるのです。しかし、なんとなく私は、程度

や加減が見えてきたような気がします。 
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「遊び」の中に、思考力と実践力が生まれる。 

 

さて、「遊び」というものが、自然保育の中にたくさん含まれています。現在「野あそび保育みっけ」

では、毎日のように野外へ出る活動をしています。そこに 1 歳児が混ざっています。面白いなと思

うのは、自分の興味あるところにハイハイするなどして勝手にいくということです。当たり前で必然

的な行動で、自分の意思で、能動的に積極的に動くという様子を見せます。小さくても、そして小

学生くらいまで、そんな様子を見せます。しかしわざわざやっているとは意識していないわけです。

やりたいことがあればそこへすっと行って、興味関心があればそれに手を出して動く。無意識に起

こる主体的な行動だと捉えています。 

 

そして、興味の持ったことを繰り返すとだんだん習熟してきます。何かを形にするなど、遊びを実

現していくわけです。例えば泥団子作っていると、正確なまんまるになったり、艶々なになったり、

レベルアップしていきますよね。繰り返すうちに、上手にもなるし思った通りのものに形を変えてい

くのです。 

 

それが、推測・見通し・予想へとつながっていくのです。こうすれば上手にできるとかうまくいくと

徐々にわかっていく。いろいろな体験を獲得しながら、経験値を上げ、尚且つ予測や推測をして、

次の何かを加えて変化させていきます。 

 

別の見方をすれば、遊びの中に起きる様々な要素を学んでいくということです。気づいて試行錯

誤することが、子どもの中で起こっている。泥んこ遊び、水遊びでも、お飯事、段ボール工作、積み

木など、どんなことでも、自分の興味関心でやることなら、うまくいったり、いかなかったり、気付い

たり、こうすればもっと良くなるなど、いろんな経験を繰り返して実践力を積み上げていきます。 

 

思いつきや発想により、アイデアの構築し思考の形成になります。要するに、頭の中を使っている

ということなのですよ。誰かにやらされているのではなく、本能的に自分の意志で動き、内面的に

も活発な動きが、子どもの頭のなかに巻き起こっているのです。 

 

他者の関わりで「遊び」が変化し自立性が芽生える。 

 

そこに他者である友達や仲間が加わります。すると遊びが変化します。互いのつもりが違ってい

て退屈したり、力を合わせて更に遊びを変化させ大きくしたり。容認・協議・協調が生まれ、対立や

分裂が起きるなど、人間関係的な様々な中で遊びが展開され変容していくわけです。遊び自体か

ら学習し経験値をあげますが、人が絡むとさらに厚みを増していく。子どもの遊びの世界ではこう



したことが起きています。 

 

遊びは現実の体験を繰り返し、主体的行動の萌芽をもたらすと共に、やがては思考や考えをまと

める能力、人間関係上の対応力を身につけさせ、自分を意識した主体性、自立性をもたらす。興

味関心から勝手に自分が動きだすわけで、主体性の芽がそこからはじまります。繰り返せば繰り

返すほど、主体的に自立的に動く経験値を積み上げるということなのです。そこに他者が加わると、

自分と相手、他者と自分という関係性も生まれます。自分を主張し、相手の考えを受け入れること

で、自分自身を感覚的に捉える経験をするのです。 

 

今の子どもは、自分の裁量の範囲がわからない 

 

現代の子どもたちの姿をまとめてみます。幼い時代から受身的教育を受ける機会が多い。小学校

前の段階で、習い事を受ける幼児はたくさんいると思います。ピアノや体操、バレエなど、そのプ

ログラムは計画されたメソッドがはっきりしています。ほとんどがプロフェッショナルでレベルが高

いものを提供します。 

 

子ども側はそれを受け身で受けることになります。遊びの世界とは全く違う形です。用意された課

題を消化することを求められます。グレードをアップするために次の課題が提供されて、達成度が

求められます。親はその達成度の高い評価への期待が膨らみます。指導者も期待します。それが

現代の幼い子どもたちが置かれている状況です。これは幼児だけではなく小学生へとつながって

いきます。 

 

子どもは、大人が提供する時間の中にいるため、自由に遊ぶ時間がどんどん減ってしまったので

す。大人に用意されたおもちゃやゲームで遊ぶことが多くなります。自分で好きなように遊ぶ時間

はなく、勝手に遊びを生み出すことが少なくなりました。 

 

また、遊びの世界の中では異年齢で遊んでいると、容認したり、受け入れたり、強調したり、退屈

したりすることを繰り返します。しかし、指導者と喧嘩することはあまりない。受け身で言うことを

聞き、対立する環境はないと思います。同じプログラムの中に仲間がいて一緒にやっていても、メ

ソッドの中なので、複雑な関係性は生まれてきません。人関係上の様々な関わりを経験する機会

は少ないと思います。 

 

そうした状況の中で、遊びを通じた実践力や自己実現力がなんとなく弱いと思っています。自分

の裁量の範囲がわからず、指示や判断を仰ぎます。つまり「先生次何やったらいいの」と、小学生

がよく聞いてきます。休み時間にも「トイレ行っていい?」とか。指示を仰ぐことが習慣化されている



ため、どこまでが自分の裁量か決めかねるというか、自分で判断する経験をしていないのかなと

思います。 

 

そして、人間関係上の問題を解決するのが苦手ですね。あまり人とも関わりたくない。自分の気

持ちの切り替えが苦手です。落ち込むと落ち込みっぱなし、嫌なことがあるとイライラして、解消で

きない。気持ちの切り替えスイッチが入れられず、水に流せない。根に持ってなかなか人を許すこ

とができないという様子を見せています。 

 

失敗するからやりたくない。評価されることからの逃避ではと私は思っています。失敗を恐れてチ

ャレンジをしない、自分からやりたくない、やっても意味がない。そんな後ろ向きの言動をする子た

ちが最近増えたと思います。 

 

現場の保育士の皆さんも、今日私があげたことを、薄々そうだと思われる方が多いと思います。ま

たお父さんお母さんの中にも、子どもたちの様子を見ると、似たような感覚を覚えた人がいらっし

ゃると思います。 

 

 

 

 

 



「みっけ」の現場では外で自由に遊ぶ時間がたっぷり 

 

自然の中での活動・遊びを考えると、今の子どもたちの状況と逆だということがわかります。自然

の中の遊びは、子どもの裁量で動くことが多いのです。特に「自然保育」や「森のようちえん」の中

では、子どもが自由に遊んでいる時間が相当を占めています。 

 

「野あそび保育みっけ」は、認定こども園で、普通の森のようちえんより保育時間が長い。一般の

幼稚園は概ね 5時間程度ですが、1号認定の子たちの登園時間は 9時から 3時半 6時間半と

長いです。2号・3号の子たちで短時間保育の子たちは 8時間保育です。標準時間と言われてい

る保育は 11時間あります。一番長い子は朝 8時から夕方の 7時までお預かりできます。 

 

8 時間保育の子たちは 8 時から 4 時まで。その子たちをなるべく野外へ出すために時間を重ね

ています。つまり 9時から3時半までは森のようちえんだと考えていただければいい。8時から9

時まで早く登園した子たちは園の中で遊んでいます。9 時過ぎになって全員が揃い、朝の会をし

てから、野外へ出かけます。園舎にほとんどいません。すぐ脇に子どもたちが活動できる広い森が

あり、自由に遊べます。ですから一日の中、子どもの裁量で自由に遊んでいる時間がたっぷりあ

ります。 

 

自分が掴んだ遊びに、発案・発見・実践が起きる。 

 

「野あそび保育みっけ」では、遊び自体の内容は子どもたちによって決められます。人工的に用意

されたおもちゃ、玩具などはなく、自然にあるものを使って遊ぶことが多い。もちろん、森の中にシ

ャベルやバケツなどの道具や、おもちゃは多少あるのですが、でも遊びの素材として使っているの

は、ほとんどが自然物です。泥んこ、水、葉っぱ、木の枝、木の実など、偶然そこら辺にあるものを

使って遊んでいます。 

 

友達と遊ぶことが非常に多い。自然の中では、登ったり降りたり、飛び降りたり、何かに触ったり、

追っ掛けっこしたり、じっとせず、体を動かして遊んでいます。遊びに使うものも工夫しなければい

けない。葉っぱ一枚、木の実一つとっても、何かに見立てています。枝が魔法の棒や剣や槍などに

変化します。木の棒を焚き火の中に突っ込んで、しばらく燃やして引っ張り出し、オリンピックが近

い頃は聖火に。火がついたものを持って歩くのが大好きなのです。 

 

自分で遊びを発案・発見・実践します。常に遊びを主導するのは子どもです。活動の中には複数、

異年齢の子がいます。3 歳・4 歳・5 歳がごちゃごちゃといて、大きい子たちは経験を積んでいる



ので、やることも上手です。たくさん情報を持っています。下の年齢の子たちは一緒にやらないで

彼らが何をどうやるかをじっと観察している。そしてつかみ取ったものをうまく使って同じようなこ

とを始めるわけです。複数の中では、他者の行っていることやから情報を得たり協力したりして、

遊びが変化発展します。 

 

複数異年齢の遊びの中で、意見交換をしたり、相手を受け入れたり、対立したりを繰り返し、やが

ては協調するのです。なぜか幼児は対立したままではなく、ゴールには互いに協調します。大人に

「いいよと言いなさい」と言われたわけではないのです。年長さんあたりになれば、喧嘩なんかな

いのです。喧嘩するということが彼らにとっては無駄なことになる。遊びが展開しなくなるからです。

余計なことで揉めているよりは早く遊んだほうがいいと思っているのかもしれません。不思議なく

らいです。もし良かったらこれを研究課題にしていただけるとありがたいです。 

 

子どもが最初の一歩を踏み出すために待つ。 

 

遊びには、内包する良質な要素が含まれていることがわかります。人間関係的なこと、協調的な活

動が生まれたり、遊びを発想したり、情報伝達があったり、他者から何かを学んだり、自分で発想

して考えて形にして行ったり、実行力や実益力が身に付いたりします。この様に、自然保育でやっ

ている内容が、現代置かれている子どもの状況下では、最も不足していると思っています。 

 

特に「自然保育」には、幼い時代から、自らの興味関心による自立的な行動を無意識に行うという

ことで、主体性を育てるという要素が含まれています。その行動の最初の一歩は子どもにありま

す。例えば、保育現場で、なかなか遊び出さないで子がいるとします。今までの先生たちは、声を

掛けるかと思います。今まさにその子は、周りの状況をつかんで、「何をしよう、どうしよう、大きい

子がいてちょっと怖い」など、心の中に巡らせているわけです。その一歩を踏み出そうとするときに、

大人が後ろからドーンと押すわけです。「誰ちゃん、何をしたらいい? これやったら? 一緒に遊ぼ

う!」とかね。私はそれあまりしたくない。自分で遊びあぐねていていい、動き出すのは子どもなの

です。 

 

「自らの興味関心で自立的な行動を無意識に行う」というスタートラインは子どもに任せたいと考

えます。そこで大人が「この子は遊んでいないから声かけちゃえ」と、今まで思っていた人が多く、

私も以前はやっていました。が、よく考えてみたら私が今この子に声をかけたら、大事な一歩を奪

うことになると思ったのです。そこは気長に待つわけです。すると、子どもたちは毎回色々な情報

を収集し、何をしようかと思いを巡らすことを繰り返して、ある時点で充実します。つまり飽和点に

達するわけです。それを待つことで、主体性や自立を促す最初の一歩につながると考えるように

なりました。 



 

準備された教育を従順に受け止めるしかなくなった。 

 

なぜ「自然保育」が注目されるのかを考えてみましょう。子どもの育ちになんとなく疑問や不安を

抱えている人たちが増えたからかもしれませんし、いろいろな遊びを通じて直接体験することが

減ったと思う人もいるかもしれません。90 年代ぐらいから 2000 年にかけて、子どもを巡る事件

や社会的問題が起きた。凶悪犯罪につながるものもあり、自殺、いじめも数多く報道されました。

極端な例では子どもによる傷害・殺人事件があったことは記憶にあると思います。それで、子ども

の育ちがどこかおかしいのではという、漠然とした不安を持つ人が増えたのかもしれません。 

 

一方、教育については、日本は非常によく発展しました。具体的な教育内容も洗練され指導する

先生の質は向上しています。教科書もカラー刷りで恵まれたものが配られます。学校以外の習い

事のメソッドも洗練されてきたわけです。ある意味教育は整ったものとなったのです。ところが、子

ども側から考えたときには、それを従順に受け止めるしかない立場に置かれています。結局子ど

も側の裁量の余地はないのです。これは低年齢化が進んでいきました。 

 

また都市構造が変化したことで、子どもが自由に外で遊ぶような場所もどんどん失われ、安全じ

ゃないため、勝手に川や町の中へ出るわけにいかず、公園へ遊びに行きなさいとか、外で遊んで

いらっしゃいという声が掛け辛くなった。自由に子どもが遊ぶ時間や機会が減りました。子どもの

遊びの世界が失われ、そこで成長の糧を得られなくなったことへの不安が、誰の中にも徐々に顕

在化しているのかなと思います。 

 



森のようちえんは、1983年長野市で全国初の開始。 

 

それで、「森のようちえん」が、偶然目に止まるようになったのです。歴史的には数十年前にデンマ

ークで発祥しました。1983 年、日本で一番早く森のようちえんをスタートしたのは私です。幼児

の自然体験の様な活動はありましたが、幼児教育としての活動は初めて。私も初めから「森のよう

ちえん」だったわけではなく、やっているうちに自然の中での色々な体験が機能するとわかってき

たのです。 

 

昔の幼稚園の教育要領の中にも自然という領域がありました。自然は子どもたちにとってとても

大切だと書かれていますが、1980 年代にはあまり着目されていなかったし、観念的なことしかな

かった。興味を持って、自分なりに自然をきちんと捉えた幼児教育とはどんなものだろうと、実践し

てみたのです。 

 

「森のようちえん」というものが目につくようになったのは、ここ 15 年ぐらいです。かなり数が増え

てきたのはここ 10 年くらい。15 年前に全国ネットワークができ、第一回全国交流フォーラムが開

催されました。「森のようちえん」に関心のある人たちが毎年やっています。先日岐阜で開催した

のが 15周年です。 

 

15 年前には、「森のようちえん」は全国に数えるほどしかありませんでした。ですから、ここ、10 年

〜15 年の間に、世の中に少しずつできてきたのです。同時に子どもに対する、社会的な不安がそ

こにオーバーラップしているのです。そして多くの人たちが「森のようちえん」に興味関心を持つよ

うになってきました。 

 

「森のようちえん」の活動は、子どもの自由な遊びや自然の中で過ごすことが多いため、過度に受

け身にならない育ちの場面が保障されていると受けとめる人が増えてきました。現代教育が進化

し条件が整備され内容も充実している一方で、社会現象的に、子どもの育ちがなんとなくおかし

いと感じる人が出てきた。「森のようちえん」の活動が、今までの整った教育とは違う。子どもの自

由や自然の中で伸び伸びと生活することに力点を置いている。それが子どもにとって大切なので

は思う人が増えてきたのが理由だと思います。 

 

しかし、これは「自然保育」の中身が真に分かったからいいというのではありません。その途中段

階で、自然保育の中身については研究されなければいけないし、効果も検証されなければいけな

いのです。効果のエビデンスも明確にしなければならない段階です。一概に「森のようちえん」や

「自然保育」がいいとは、まだ簡単には言えません。やっている人たちの感覚によってもばらばらな

のです。それが現状だと捉えていただきたい。 



災害を経験する一方でテクノロジーが発達する時代に。 

 

私が「森のようちえん」を 1983 年にスタートして 30 年以上の時間が経ちました。その時代は人

間が自然との良質な関係から離れて、自然環境を壊してきた時代だと私は思っています。技術も

開発も進み、大量の CO2 も排出するようになり、車が大量に普及し、化石燃料を燃し、工業が発

展し、便利な生活を私たちは獲得しました。科学が発達したことで、自然に対して、様々なインパク

トを与えてきました。過去 30年間はまさにそれが集約された時代でした。 

 

さて、これからの 30 年は、人間の営みが地球環境へ大きな影響、深刻な事態をもたらして、それ

を実感する時代だと思います、夏になると 35 度以上の猛暑日が続き、皆さん自然の脅威を実感

しています。自然災害・水害・温暖化が進んで、少し気候的におかしくなってきて、台風の規模が

大きくなり、毎年どこかで自然災害に見舞われています。これからの 30 年間、それをまざまざと

経験する時代になってきます。 

 

一方で、私たちは今、コンピューターと同じくらいの性能をもったスマホを持っています。1980 年

代ぐらいの PCの性能は知れたものでした。その時代と比べ物にならない性能を皆さんは日常的

に持っているわけです。これからの 30 年間は、そうした新しいテクノロジー、科学的な技術が目

覚しく発展する時代です。これまでは自然との良質な関係から離れた時代で済みました。でもこ

れからはそのツケが回ってくる時代だし、科学的にも加速度的にも発展する時代に入ります。 

 

「自然保育」は自分が選択するという感性を作る。 

 

こうした時代に「自然保育」の役割を考えることは大きいと思います。しかし簡単な答えは出ませ

ん。幼い時期に素地となる感性が育つ教育だと仮説をしたとします。人と人との関係、人と自然と

の関係、人が作る社会のあり方、主体的な自己と自立的な行動につながる良質な感性を育てて

ほしいと願います。 

 

人間が自然と良質な関係から離れて、自然環境を壊してきたことは事実として知ったとしても、そ

れを方向転換させるためには、自然との良質な関係を選択する多くの人たちが必要です。感性は

選択を左右します。自然保育により、善良な感性を宿した子どもたちが育つことを願うところです。 

 

子どもたちは、幼児期から小学生にかけて、自然の中で心地よい色々なもの、面白さ、楽しさ、ワ

クワク感などを感じます。自分の五感を使って自然の中の事象や、人との関係性をたくさんつか

み取ることができます。それは記憶には残りません。潜在意識の中に入ってしまう。ワクワクして面



白かった感覚は残ります。何をしたからそうなったということを忘れてしまう。でも自分の心が揺

れ動いた感覚はいつでも蘇ってきます。この感覚を使って、人は物事を選んでいるのだと私は思

っています。 

 

例えば皆さんが、アクセサリーや着るもの、部屋に置くものなどを選びます。どこかで商品やファッ

ションを見ているとき気に入ることがある。感覚的に選んでいる。その感性は一体いつできたのか。

おそらく、子ども時代からいろいろ経験し何か自分を決めていく。自立的に決める立場に立って

物を選び、経験で自分に受け入れやすいものや好きなものを、自らの潜在意識にため込んできた

のです。その感覚を使って、生活やライフスタイルも決めているのです。ですから感性は選択を左

右します。 

 

自然と良質な関係を選択する多くの人たちが必要だと先ほど申しましたが、この感性を持った人

が増えないと、自然をたくさん破壊してきたものを方向転換することはできません。「自然保育」の

目的はそこではないのかも知れません。でも、「自然保育」の現場で、子どもたちはいろんなことを

します。被るもの作ったり、火を焚いてみたり、原始的なことをやったり、手作業が多かったり。そ

こでつかみ取る感覚を大切にして、それはどこにつながるのか、どこへ生かして欲しいのか、と私

はいつも考えています。 

 

この地球に生まれて、その中で生きていく人間として、社会を作っていくには何が一番大切なの

かを、自分たちのつかんだ幼い頃の感性で、決めて欲しいなと思っています。ただし、これは一般

論ではなくて、私個人の捉え方を皆さんにお伝えしているとご理解ください。 

 

 



先生が環境を苦労して準備する手間が省ける。 

 

自然保育の教師や保育者が何をしたら良いのか。人為的なこととそうでないことを 2 通りに分け

て考えましょう。 

 

まず、状況や環境です。子どもたちを興味関心の持てる事柄や環境に置いて欲しい。自由に関わ

りの持てる状況や、物・道具を用意します。環境が維持整理された状況、安全で存分に体を動か

せる空間が必要です。大きな事故や怪我をさせないための禁止事項はありますが、可能な限り子

どもたちに禁止をしないでやる。そのための状況や環境を作るということです。 

 

子どもたちが興味関心を持てるような状況環境として、一番身近にあるものは自然環境です。虫

がいたり、花が咲いていたり、泥んこがあったり、雨が降ったり、季節が変わったり、匂いがしたり、

樹液がダラダラ出たり、ベタベタしたりとか、いろんなものがあるわけです。これを私たち保育士が

用意しようとしたら、膨大な作業です。 

 

しかしそういう保育をしている人はたくさんいます。人工的に子どもたちに良いものを与えようと、

ものすごく時間をかけて準備し活動を構成する。私もそういう活動をしたことがあります。環境構

成したり、活動の中身を練ったり、材料を揃えたり、活動のためのミーティングをして大きなプロジ

ェクトを構成することはできます。だけど、これを日常的にやったら先生はくたびれちゃいます。 

 

「森のようちえん」の場合は、自然に出ればそれがいくらでもあるのです。人口的に作れるけれど、

自然の中に出れば手間が省けるということです。 

 

時間の切り替えだけは明確にすることが必要。 

 

ある程度環境に対しては、安全に過ごせる維持管理をすれば良いのですが、全部整備してはい

けない。ある程度のところで終わらせなければいけない。段差があったりして少々つまずく程度と

か、雨が降ったら少々ぬかるんだりする状態でないと意味がありません。ある程度の危険はある

けれど、深刻な危険ではない状態です。 

 

時間的な状況については、自由な時間がある中で、子どもの自己裁量で時間を過ごすことです。

どんなにすばらしいプログラムであっても、全部子どもの時間を奪ってはいけないのです。 

 

ただし、時間と内容の切り替えが明確であることは大事です。よく自由保育だからと、一日の時間



を全部こどもに任せ、いつお弁当食べても良いという保育がありますが、私は反対です。なぜかと

いうと、子どもがどこで時間が切り替わったか分からなくなり、不自由になるからです。例えば、こ

こで自由な時間はおしまいで、今から朝の会をするとか、片付けや食事をするなど。時間の流れ

は細かくないけれど、切り替えの点だけを明確にします。でないと、いつ切り替えていいか、自分

で切り替えられなくなるのです。要するに子どもはやりたいことはずっとやりたい。でも次の生活

に関わる時点には、自分で乗り替えられるようにならなきゃいけないのです。大人が切り替えを習

慣化させることを厳格にやっていく。そのことが、子どもたちにとっても不自由じゃないのです。 

 

25から 30人の集団が手頃。大人の監督者とは。 

 

人間関係についてお話しします。「森のようちえん」には、2 から 5 歳などある年齢幅で異年齢の

適度な複数人の子どもがいます。と言って多過ぎても、小さい単位でも難しい。10 人ぐらいは必

要で 100 人は必要ない。例えば飯綱高原にある「こどもの森幼稚園」も大体 50 人規模ですが、

50 人に増やすと機動力が失われました。集団を移動させるのに、動きづらくなるということです。

今、飯田で私がやっている「野あそび保育みっけ」は 25人です。25人から 30人ぐらいが、機動

力が失われず大人たちの準備の労力が小さくなります。子ども同士の関係は、一学年が大体 10

人弱ぐらいいれば、異年齢や同年齢の子どもたちの活動ができ、25 から 30 人の集団が手頃か

なと思います。 

それから見守る大人、子どもに安心感を与える大人が必要です。子どもの良質な関係維持の監

督者であり、コントロールするのではありません。例えば 25 人の集団で朝の会をするとします。

情報をきちんと共有します。 

 

大きい子たちが威張っている、ちゃんと片付けてくれない、片付けの時間にどこかに隠れていると

か。いけないと言うのではなく、自分たちのコミュニティで起きている問題をみんなで考えるため

に朝の会や終わりの会をしたりするのです。要するにこのコミュニティが良質な人間関係とか良質

な社会構造を保つためにはどうしたら良いかなと、子どもたちに働きかけをする監督者としての大

人が要るということです。 

 

自分たちのコミュニティの中に誰がいて、どんなことが巻き起こっていて、そのことをみんなでどう

しようと考えることをいつも行っているということなのです。コミュニティとしての自分たちの生活

を維持していくために、良質なものをどうやって作ろうかといつも投げかけている。そんなことが

必要です。 

 

 

 

https://www.iizuna-gakuen.info/%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E6%A3%AE%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92/


自由時間と提供される活動のバランスを図る。 

 

保育の現場では、大人から提供するプログラムももちろんあって構いません。それは活動の経験

を拡張させ、経験値を上げるためです。物や道具を使えたり、作り方の手法がわかったりなど。や

りやすいのは、子どもたちに必要な生活に関わることです。例えばジャム作り、稲作、畑仕事、大工

仕事、森や部屋の掃除など、子どもたちが参加しやすいことならなんでも良いと思います。 

 

もちろん年中行事的な伝統的な活動を入れても構いません。その中には道具の使い方や片付け

るべきこととか、物の管理などが必然的に絡んできます。習慣化すべき活動内容を明確にしてい

きましょう。あまりルールで締め付けるのではなくて、必然的に必要なことは子どもたちに正しく教

えていくことは大事です。 

 

その場合も活動の切り替えの明確化と徹底をすることです。子どもがコミュニティの一員であるこ

とを位置付けます。自由時間と提供される活動のバランスを図らなければいけません。しかし一日

の生活時間の中の大半は自由に遊んでいる時間で、そうした活動はそんなに多くの時間ではあ

りません。 

 

「野あそび保育みっけ」の場合だと、一日のトータルの中で、食事は 30 分で、朝の会など活動す

るのは 1時間ぐらいしかない。全体の 2〜3割ぐらいしか、大人によって何か働きかけられる活動

の時間はないのです。 



 

森のようちえんの基準化と理念法制定への動き 

 

「自然保育」を持続可能にするための仕組み、やるべきこと、心構えについてお話しします。まずは

社会化を進める必要があります。「自然保育」など日常型でやっている「野外保育」や「森のようち

えん」は何かということを、基準化する必要性が出てきているかもしれません。国など行政と連携

をしていく上で、教育効果のエビデンスを積み上げることが必要です。 

 

認可や設置、制度に踏み込んだ国への働きかけが必要で、このために基準化が必要になってきて

います。「森のようちえん」とはなんなのかと言われたときに、こういう物だという具体的に踏み込

んだ枠組みが必要になっています。既存の「認定こども園」に関しては設置基準があります。が、

もし制度化を考えるのなら、「森のようちえん」や「自然保育」の場合も必要性が出てくると思いま

す。 

 

「森のようちえん全国ネットワーク連盟」で、「理念法」を作ろうと動いています。例えば、日本で近

年できた「食育基本法」があります。できたことで、ありとあらゆる教育場面に食育という言葉が入

りました。子どもが自然を享受して健康に育つこと、例えば「こども自然法」みたいな、「理念法」を

作ることによって、「日本に生まれたすべての子どもたちが自然の中で豊かに成長していくことを

保障しましょう」というような「理念法」が制定されたら良いと考えています。 

 

http://morinoyouchien.org/


社会化を進め、指導者を養成し、現行制度で認可を 

 

地方行政と連携した自然保育推進の制度作りについてお話しします。「信州型自然保育認定制度」

を作りました。自然教育の地域ネットワークづくりは大事です。全国でもネットワークはあるのです

が、最近は地方ごとに、「森のほいくえん」の実践者や関係者でネットワークを作っています。長野

の場合は「長野県野外保育連盟」という地域ネットワークがあります。地域ネットワークづくりをす

ることによって、行政との連携がしやすくなるのです。 

 

そして、指導者養成をきちんとやっていかなければならないと思います。上田女子短大の他にも

飯田女子短大や信大と連携事業をやっていますが、自然保育に関する教育課程の指導者養成を

充実させてほしいと思います。もう社会に出た既存の保育者、幼稚園の先生もたくさんいますが、

彼らも自然保育を学べる機会を提供していく必要があります。信州型自然保育の研修会をたくさ

んやっていますが、まだまだ足りないと思っています。公開講座やインターン制度など、現場で研

修できる制度をぜひ充実させたいと思います。 

 

現行の制度を使って認可して、自然保育を行うという方法があります。それが私の「野あそび保

育みっけ」で、現行の制度を使って「認定こども園」化しているのです。尚且つ保育の内容は「自然

保育」をして、「森のようちえん」を行うという形です。 

 

現行制度は施設認可基準があり、クリアしなければならないハードルもあります。「自然保育」を

制度化するよりも、今のところの近道としては、現行制度を使ってやるのが早いかなと思います。 

 

「森のようちえん」の持続的な仕組みづくり確立の観点からすると、「社会化進めるということ」「指

導者を養成していくこと」「現行制度を使って認可を進めていくこと」。この三つだと思っています。

私から皆さんにお伝えすることは以上です。 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kyoiku/kodomo/shisaku/shizenhoiku-ninteiseido.html

