
やまほいく探検隊 自然保育から得た学び 

令和 3（2021）年度に『やまほいく探検隊』として自然保育の講演会と視察を

経験してきた学生に、学んだことなどをお聞きしました。 

幼児教育学科 佐藤美典さん 

 私は、二年間の学びを通し、自然保育が育む日々の暮らしと繋がりが生きることへの学び

に結びついていると考えるようになりました。園視察や研究会を通して、自然保育について学

んだことで自然保育の環境は社会環境と似ていると感じています。人の暮らしは学びそのも

のだと考えるようになりました。 

自然保育には、多くの多様性があります。異年齢の仲間との関わり、人との繋がり、思い通

りにならない出来事、思い通りにはならない自然、人ではない生命と今を共有すること。その

すべては、今後の人生や社会環境と似ていると思うのです。大人になり生きていく環境は、整

備された環境ではなく、デコボコ道で思い通りにならないことが多いと感じています。自分と

は違う、思い通りにならないことを自分なりに乗り越えていく力と調整力が必要です。また、

違いを受け入れることができ乗り越えた時、世界が少しずつ色づいていく感覚があります。

自然保育の様子はこの過程とよく似ていると感じます。 

ありのままを受容され、今を全力で生きる。私とあなたの間で生まれる小さな幸せ。みんな

で分かち合う大きな幸せ。先生と子ども、子どもの親、隣のクラスの子などと枠にとらわれな

い人の繋がり、あなたと私で創る日々から生まれる日常の変化に自然保育の良さがあると思

います。また、自身の子ども時代を思い出す時、目的もなく外に飛び出し、日暮れまで外で遊

んだことを思い出します。何をしたわけではなくとも、満たされた時間だったと大人になった今

でも感じます。自身の育ちと自然保育の様子を振り返ってみた時、時間を保証されているこ

とと、豊かな経験とが繋がっているように思います。大人も、自然の中でゆったりと過ごす時

間を“贅沢な時間”と感じるのではないでしょうか。自然の中で過ごすことは、人間の遺伝子

にある“自然なこと”であり“心地良い時間”だといえます。 

自然保育に出会ったことで、4 月からは森のようちえんに巣立ちます。小さな社会の中で、



私ではない『あなた』と繋がり、満たされる日々を共に営んでいく“幸せ”を大切に保育してい

きたいと思います。 

 

 

幼児教育学科 米沢 瞳さん 

講師の小西貴士先生のお話を聞いて、あまり考えたことのない内容がとても新鮮で、驚き

の連続でした。SDGs については最近目にする機会が多く、知ってはいましたが、あまり自分

事として考えられていませんでした。SDGs ウェディングケーキモデルの話を聞き、経済は社

会によって成り立ち、社会は自然環境によって支えられていることを学びました。私は一番下

の生物圏にあまり目を向けられておらず、保育と環境問題の繋がりを考えることもほとんど

無かったです。そのため、今回のお話を聞いて保育はもちろん、環境問題についてもっと知り

たいと改めて思いました。 

また、使用価値と存在価値の話を聞き、存在価値という考え方がとても新鮮でした。酒井

先生もおっしゃっていましたが、裏山で安全に遊ぶためには木を切る、丸太を撤去するなどの

整備をすれば良いと私も思っていました。また、自然物を使っての製作は実習園でもしてい

ましたし、私が保育園にいた時もやっていたため、私の中では当たり前のことになっていまし

た。しかし、今回の話を聞き、存在していることそのものに価値があり、何でもかんでも使った

り整えたりすれば良い訳ではないということを学びました。 

また、教育の場としての森は暮らしの場であり、衣食住ややりたいことをすることで生きる

場となるという小西先生のお話が印象に残っています。山の遊び舎はらぺこの小林先生も、

以前「暮らしに根ざした保育が大切」とおっしゃっていて、小西先生と小林先生のお話は繋が

るのではないかと思いました。例えば、お昼の時間になれば給食の職員の方が作ってくれた

ご飯が出てくる。それが、当たり前になってしまえば、ご飯をつくる大変さや食事の大切さを

五感で十分に感じることは出来ないと思います。自分で実際に作ってみることで、私たちが日

https://harapeco.org/


常でいかに多くの人や生き物などに支えてもらい生活が成り立っているかを、体験を通して

知っていくことが出来るのではないかと思います。子どもの興味関心と暮らしは繋がっている

と感じました。 

今回のお話を聞いて、保育者は子どもや保護者だけではなく、自然など様々なことに目を

向けていくことが大切なのだと感じました。子どもたちは持続可能な社会の創り手になってい

くため、これからも地球が続いていくよう、子どもたちと一緒に考えていける保育者になりた

いと思いました。そして、やまほいく探検隊として研修会に参加し、多様な保育の考え方を学

ぶなかで保育に正解はないと感じました。様々な方のお話を聞くなかで、子どもがいつでも

中心で、子どもの興味・関心を大切に、意欲を支えるために様々な環境をつくっていくことの

大切さを学ぶことが出来ました。やまほいく探検隊を通して、自然保育って良いなと思いまし

た。自然保育の魅力がより多くの人に認知されて、もっと広まっていけばいいと思っています。

貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。 

 

 

幼児教育学科 松岡瑠奈さん 

私は高校生の時まで、「子どもたちを椅子に座らせて詰め込み教育をすれば全員天才にな

るのではないか」と思っていました。室内にいる時間が圧倒的に長く、小学校に行くための練

習なのか１日中椅子に座っている園もありました。しかし、この２年間、「やまほいく探検隊」と

しての活動や自然保育に関する様々な研究会、セミナー、森のようちえんへの視察など、自然

保育をとことん追求していく中で幼児期に育むべきものは学習の基礎や小学校に行くための

準備ではなく、「人生の基盤」や「生きる力」なのではないかいうことに気づくことができました。

また、それらを育むには「自然」という環境が最適だということも学びました。 

子どもたちは大人ですら予測することができない「自然」という環境と関わり、その中で遊

ぶことにより、自然と成功や失敗を経験したり、多くの発見や驚きに出会ったり、自然に人と

の関わりが生まれたりします。そのような経験をしていく中で、子どもたちは安全で大人の手

によって作られた室内にいるだけでは育まれにくい、「人との関わり」「自己肯定感」「レジリエ



ンス」「満たされ感」「センス・オブ・ワンダー」など、これからを生きていく上での基礎となる「人

生の基盤」や、子どもしか持っていない感性を育みます。その基盤を軸にすることで、これか

らの人生で待ち受ける多少の困難や課題に対しても、その都度立ち止まり、どうすればいい

のかと考え、「なんとかなるさ！」と次に進んでいけるのではないかと思います。自然の中で

保育を行うことによって、その子どもたちのこれからの人生の支えである「生きる」を育むこと

ができることを知りました。 

しかし、「人との関わり」「自己肯定感」「レジリエンス」「満たされ感」「センス・オブ・ワンダー」

など、自然の中での遊びにより育まれるものは実際に目にすることはできません。一方で、早

期教育で培われる「小学校でいい子に椅子に座る」「読み書き計算」などの力は直接目にする

ことができます。そのため、自然保育を知らない人からしたら自然保育は「遊んでいるだけ」

と思われがちです。実際に、ある園の保育者に就職先を聞かれた際に自然保育の園で働きた

いことを告げると、「やっぱり遊んでいる園の方がいいよね」と言われました。まだまだ自然保

育という保育は、新しい保育のようです。これからもっと自然保育についての研究が進んで、

理解や考えが広がってほしいなと思います。そして、すべての子どもたちが小学校に行くため

に幼稚園や保育園に通うのではなく、豊かな幼児期を過ごし、人生の基盤を確立できるよう

な幼児期を過ごしてほしいと思います。 

この２年間で、研究会やセミナーなどに参加したことでただ講義を受けているだけでは知り

得ない自然保育に関する知識を学んだり、考えを深めたりすることができました。しかし、私

はまだまだ自然保育に関することについて追及する余地があります。これからは実践を通し

て自然保育について考えを深めていきたいと思います。この２年間とてもいい学びができま

した。楽しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

幼児教育学科 板垣愛美さん 

私は、やまほいく探検隊の活動には今回初めて参加したのですが、保育者の方の実践者

や研究者からのお話、また講演会もあり、盛り沢山な内容で勉強になることが多くありました。

また、私は講演会で司会を務めましたが、司会はこれまであまり経験することがなかった立場



でもあるし、画面越しではあったけれど、大勢の方々の前で話す機会もなかったので貴重な

経験となりました。 

私が保育者の方の実践を聞いて考えたことは、「自然は子どもの主体性を最大限に引き出

すことができる存在」なのではないかということです。生き物や植物などの自然は、大人でも

予測のできないものが多いと思います。だからこそ、子ども同士での関わりが多くなったり、

子どもと共に発見をしたりするという時間が生まれるのだと思いました。自然に触れることや

自然に囲まれて過ごすこと、また一つのもの（同じ森や川・生き物の飼育等）を通して保育を

していくことで、季節の移ろいを感じることができたり、継続的にまた日常的にその環境に触

れたりすることができるので、子どもや保育者の主体性も引き出されやすくなるのではないか

と思いました。 

 また、講演会では小西貴士先生のお話をお聞きしました。小西先生は、「子ども」という言葉

はあまり使わず、「幼い人」という言葉を使っていました。私はこの言葉に、大人や保育者も子

どもと対等な関係にあるのだというイメージを抱き、とても素敵だなと感じました。 

お話では、正直なところ「すごく難しい！壮大すぎてついて行けない！」と感じながら聞い

ていました。ですが、こう感じたということは、今までそういった視点で見たり考えたりするこ

とがなかったのだと気付くことができました。自分自身、自然保育や森のようちえんなどと聞く

と、自然物を使った保育、森で行う保育という、資源を「活用する」という考え方しかもってい

なかったのですが、「在ってくれる」ことの存在価値という視点で見ていくことも大切であると

いうことを学び、自分の考える幅が広がりました。また、スライドショーやそれに合わせた小西

先生の言葉は、全て温かくて素敵でした。一枚一枚の写真から、子どもへのまなざしや自然

へのまなざしは、そこに見えているものだけではなく、そのプロセスやその先の未来など、大

きく大きく見ていくことでその瞬間を豊かに捉えていくことができるのだと感じました。しかし、

小西先生のお話の内容を、日常の保育や子どもとの関わりにどう繋げていくのかという具体

的なことは、まだまだ分からないな、考えきれないなと感じています。なので、まずは自分の身

近なところから繋げて考えていきたいなと思いました。同時にそれが持続可能な社会を創る

ことにも繋がることを学びました。 

私はやまほいく探検隊としては活動していなかったのですが、２年生になってから森のよう

ちえんの視察に行ったり、学習会に参加したりと様々な機会に出会わせて頂き、自然と保育

の関係の深さを改めて感じ、考えることができました。「１年生の時からやまほいくに関わって

おけば良かった、、、」と思っているところですが、自然保育ややまほいくについて、「少しでも

学んだぞ！」という自信をもちたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（更新日：令和 4（2022）年 4月 15更新） 
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やまほいく探検隊 学生インタビュー 「学生の学び」 

 

2020年度にやまほいく探検隊として自然保育の研究会と視察を経験してきた

学生に、学んだことなどをお聞きしました。 

学生の学びの深さに驚くと同時に、「学生の学び」からたくさんのことを学ばせ

てもらいました。 

 

 

 

写真左から 髙橋華さん 秋山咲花さん 

 

 

１．自然保育研修会に参加して印象に残っていることと深めた学びは？ 

秋山 7 月の研修会での「子どもは自然の中で、才能で遊んでいる」という言葉が強く印象に残っ

ています。メモを見返すと、そこに二重線が引いてあったので、その時、とても共感したのだと思い

ます。けれど、まだ意味は分かりません。このことを考え続けていきたいです。 

髙橋 猫山を散策した後、その山に生えている木の枝を切って生木でバターナイフを作りました。

猫山は上田市内なのに、知らなかったことに驚きました。自分から知ろうとしないと、知れないこと

がたくさんあります。それから、猫山を管理している自治体住民の方が、猫山について説明してく



れましたが、その場所への思いがものすごく伝わってきました。この研修会では、どんな場所にも、

その場所に思いを持っている人がいることを知れたことが良かったです。 

私は山に登ることもなくなっていたので、その場所の気持ちよさもあったのかもしれません。 

 

２．自分が考える自然保育とは？ 

秋山 やりたいことができない時に、じゃあどうしようかとマイナスをプラスに転じさせられるよう

な力を育てられるのが自然保育だと思います。 

髙橋 自然の中で遊ぶことだけでなく、子ども達がありのままの自然の姿でいられることが素敵だ

なと思う。自然の中にあるもの 1つとってみても、それをどう使うかどう遊ぶかは人によって違うと

いうところも自然保育ならではだと思います。 

 

３．保育者になった時に意識していきたいことは？ 

秋山 研修会で公立保育園の先生のお話をお聞きして、やりたいことができないというお話を聞

きましたが、場所を選ばず、どんな環境でもできるくらい私も自然を好きになって、周りの人を巻

き込んでやりたいと思います。 

髙橋 子ども達の自然の姿、ありのままの姿を認めてあげられるような保育者になりたい。私自身

はこれまで、比較的周りの人に私のありのままを受け止めてもらって育ってきたからこそ、私も子

ども達のありのままを受け止めてあげたい。そして、「手応えがない、答えがない」ことに対して、ず

っと疑問を持ち続けたいです。 

 

４．対談をうけて（インタビュアー 酒井より） 

秋山さんが講演会で自分の心に引っかかった言葉を、「今はまだ意味が分からない」にもかか

わらず、「考え続けたい」と言われたとき、私は秋山さんの真摯な態度に心打たれました。意味が

分からなければ、そこで思考がストップしてしまいます。けれど、秋山さんは、自分の経験や見聞

をもとに考えてみたのだと思います。それでも「分からない」のに「考え続けたい」とは、人として、

とても大事な態度だと思います。分からないことにも向き合っていく大切さを学びました。 

研修会で地域の方の話を聞く中で、「どんな場所にも、その場所に思いを持っている人がいる」

ということに気づけたという髙橋さんは、言葉の裏側にある見えないものを見ていて素晴らしいな

と思いました。髙橋さんの話から、私たち大人も子どもも、地域や場所に対して思いを持つために、

地域や場所に対して大人は子どもと共にどう関わっていくことが大切なのかを考えていかねばと

思いました。 



写真左から 塚田麗奈さん 町田ひかるさん 

 

１．自然保育研修会に参加して印象に残っていることと深めた学びは？ 

町田 猫山での研修会では、1 から拾った自然物で作るという大変さと、モノを作る面白さを感じ

ました。猫山の下見の時と当日とでは、自然の様子が変わっていて驚きました。 

塚田 バターナイフづくりでは、一人ひとりの個性が出て面白かったです。同じものを作っている

のに、違うものができるのが面白かったです。それから、神社の周りで、子どもたちと鬼ごっこをし

ました。いろいろな年齢の人が混ざって、手加減することなく鬼ごっこをするのが楽しかったです。 

町田 そのとき、草の「バカ」がたくさん服にくっついて面白かった！普通についていたら面白いこ

とではないのに、なぜかその時は面白かったです。ただし、自然は楽しいだけではないと思います。

滑りやすいところがあったり、前日の天気によって足元の状態も変わってきたりする。天気・気温・

寒さなどによって、環境の危険も変わってきます。 

町田 自然保育については、授業で聞くだけでしたが、現地に行って学ぶことはこんなにも違うも

のなのだと気づきました。何をしても良い環境、なんでもできる環境。自由さに驚き、面白さを感じ

ました。 

塚田 地域の方との関係があったからこそ実現した研修会だったのかな、と思います。 

 

２．自分が考える自然保育とは？ 

町田 いまは全然わからないです。 

塚田 結局何なのかな～… 

 

 



３．保育者になった時に意識していきたいことは？ 

町田 子どもの可能性を最大限に発揮させることです。子どもたちで作ることができる、子どもが

やりたいことを自分で作っていける環境を保育者が作れば、充実した保育ができそう。自分もそ

うなりたいです。 

塚田 子どもに強制しないことです。自然の中だからこそ、強制しない。ダメ、ってあまり言いたく

ないです。 

町田 最後に…「子ども」って何ですか？「子どもってすごい！」というのがよく分からないです。

自分の目で成長過程を見ていないからかもしれない。子どもって、何を思って、何を考えて生きて

いるのだろう。子どものイメージがまだ定まっていないです。 

 

４．対談をうけて（インタビュアー 酒井より） 

町田さんの「子どもって何？すごいとは？」という問いにハッとさせられました。「子どもってすご

い！」と言うのも、場合によっては子どもを下に見ている言葉かもしれない、とも思いました。子ど

ものことをある一定の見方で決めつけず、「子どもって何だろう、何を考えているのだろう」と考え

続けることは子どもとの関係性を築くうえでとても重要だと、町田さんの言葉から学ぶことができ

ました。 

塚田さんが「地域の方との関係があったからこそ、研修会が実現している」ということに気づい

ていて、塚田さんに頭が下がりました。本当にその通りだと思いました。地域の方のおかげで、私

たちの学びの場が成り立っていることを忘れずに、今後も地域の方と対話をして関係を作りなが

ら学びの場を創っていきたいと、塚田さんの言葉で改めて確認できました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



 

土屋琳さん 

 

 

１．自然保育研修会に参加して印象に残っていることと深めた学びは？ 

土屋 はらぺこさん視察では、畑で手加減しながら土の塊を打ちつけている子どもの姿を見て、

自分も一緒にやってみようと思ってやってみました。どの砂の塊がすぐに割れるかという遊びでし

た。子どもは、砂の塊 1 つとっても遊びを工夫していくのだと思いました。自然保育の中で、時間

と空間が保証されているからできることです。そして、砂の塊を打ち付けて遊ぶのは、砂の塊を自

分の手で持って、自分の手で試していけます。自分の手でコントロールしながら行うから、砂の塊

の特性がよくわかると思いました。それが自然ならではの面白さです。 

 

土屋 12 月の研修会ではグループに分かれて「保育現場で実現させたいことと、どうしたら実現

できるか」についての話し合いをしました。私も保育現場の先生方の中に入りました。私がいたグ

ループでは、木のブランコをどういう風にしたら遊べるかという議論をしました。私には、考えがな

かなか浮かびませんでした。「自分はこんなにも分からないのだ」ということに気づけた研修会で

した。 

 

 



２．自分が考える自然保育とは？ 

土屋 自然保育で大切なのは保育者が時間と空間を保障することかな、と考えたりしています。そ

れから、自然は予測できないからこそ、何かを発見するなど、自然のよさを子どもも大人も感じら

れます。それが自然保育の中には多いのかな。 

 

３．保育者になった時に意識していきたいことは？ 

土屋 自分がこれから園で働くなかで、子どもも自分も心が動くようなことを大事にしたいです。

子どもがいろいろなことに気付いていることに、私自身も気づいて、子ども一人ひとりの考えも大

事にしたい。そして、大人も感動することが大事かなと思います。 

 

４．対談をうけて（インタビュアー 酒井より） 

はらぺこさんの視察で、私は、土屋さんがお子さんと一緒に、砂の塊を地面に打ち付けている

姿を見続けていました。はたから見ると「何をやっているのだろう？」と分かりづらい遊びかもしれ

ません。けれど、私は、土屋さんがお子さんと砂の塊を探し、地面に打ち付け、そのたびに子どもと

言葉を交わす姿に、なぜか心を奪われました。2人の動作自体はとても地味なものでしたが、2人

が本当に夢中になり、生き生きとしていたからだと思います。「子どもも自分も心が動くようなこと

を大事にしたい」という土屋さんの言葉は、まさにこの状況を言い当てた言葉だと思いました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 



 

吉田梨音さん 

 

１．自然保育研修会に参加して印象に残っていることと深めた学びは？ 

吉田 私が一番印象に残っていることは、学校の近くを散歩する研修会です。そこでは、準備の大

切さを学び、自然の魅力に改めて気づくことができました。講師の先生方や保護者の皆さまや子

どもたちに参加して頂き、参加者の皆さまと関わっていく中で、たくさんの刺激を受けました。 

また、準備段階では、危険な場所がないか実際に散歩ルートに行ってみたり、何があるのかを見

に行ったりしました。事前に準備したことで、当日に大きなけがをする人がいなくて、みんなで楽し

むことができました。 

 

２．自分が考える自然保育とは？ 

吉田 研修会に参加して、自然保育とは、何かに縛られずに、一人ひとりが色々なことに気付いて、

それを広げていくことだと思いました。 

 

３．保育者になった時に意識していきたいことは？ 

吉田 子どもたちが伸び伸びと育っていけるよう、自分自身も良い気づきができるような保育者に

なりたいです。 

 



４．対談をうけて（インタビュアー 酒井より） 

吉田さんのお話から、吉田さんは、研修会前の下見と当日の参加者の皆様の姿を結びつけて

いたことがよくわかりました。吉田さんは、研修会当日に、大勢の大人と子どもが楽しんでいる姿

を見ながら、事前に危険な場所がないか、何があるのかを見に行ったことを思い出し、準備の大

切さを実感したのだと思います。目の前の皆さんの姿をもとに振り返る、保育者としての大事な姿

勢だと思いました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

写真左から 清水由佳さん 上野早紀子さん 米沢瞳さん 佐藤美典さん 

インタビュアー：酒井真由子 

 

１．自然保育研修会や視察に参加して印象に残っていることと深めた学びは？ 

佐藤 はらぺこさんの視察です。発達障がい児に自然保育をと思って参加しましたが、「はらぺこ」

では支援が必要なお子さんがいることに全く気付かないほどでした。生活に根差した保育、障害

があっても人の中で生きていくことがすごく自然に行われる保育ってすごいなと思いました。 

上野 もともと保育とは、子どもは大人の手を借りて成長していくと思っていましたが、はらぺこさ

んの保育を見て、大人の手を借りてというよりは、子どもは自分で育つのだと感じました。子ども



が自分でやることがメインで「こういう保育でいいんだ」と。それができる保育は良いなと思いまし

た。「自然保育とは、自然に育つこと」という鈴木さんの言葉が印象的でした。 

米沢 くじら雲さんでは、長い時間お散歩に出ました。お散歩が長い時間であることに驚きました。

そして、危険なところ以外、子ども同士手をつながない。目的地にいくことが目的ではない。散歩

自体が目的の散歩って素敵だなと感じました。道端に咲いている花とか、カエルが飛ぶ音とか…

子どもの気づきが大事にされている保育として印象に残りました。 

酒井 散歩を見直すきっかけになるよね。 

佐藤 興味を向けた場に立ち止まって、思いのままに散歩することが、本当の散歩ではないかなと

思います。 

上野 小さい頃にきれいに二列に並んで手をつなぎましょう、というのが当たり前でした。自由に

散歩するのはすごいと思いました。 

酒井 大人は意外と「これがあたり前」だと思ってしまっていることってあるよね。 

清水 自然保育は異年齢で育ち合えるところが魅力的です。お姉さんお兄さんがやっていること

を自分たちがやりたいという気持ちや、自立心が芽生えるのは素晴らしいと思いました。 

酒井 以前は、地域の中に異年齢の集団があたり前にあったけど、子ども集団が子どもにとって

あたり前でなくなってきましたね。 

 

佐藤 それから信州大学の髙柳先生の「子どもは遊びを通して人間の文明をもう一回学び直して

いる」という言葉が印象的でした。自分も子どもの時に、おばあちゃん家で、包丁を持ち出して葉

っぱを切ったりしました。大人の真似をしたかったのです。大人のやることを子どもは見ています。

遊びが文化の学びになると気づかされました。 

米沢 はらぺこさんでは、道がない山を登り、子どもたちが「ここ通るといいよ」と教えてくれて感

動。子どもの姿がすごいと感じる不思議な時間だったと思います。 

佐藤 「登れない!」って言ったら、男の子に「僕が助けてあげるから一緒に登ろうよ」と、たくましさ

を感じて、王子様のようでした（笑）。 

上野 素直な言葉が出てくるってすごい！子どもが素直に言葉を出せるのは、環境がそうさせる

のではと思いました。途中、木がたわんでいて上に乗ってポヨンポヨンとして遊びました。自然物

を何かに見立て、使って遊ぶことで、2 倍楽しめる良さがあります。木は、意外と安定感や安心感

があり、程よい冷たさと座り心地も柔らかく跳ねて面白い。自然保育のよさだと思いました。 

清水 木登りが上手な子がいて、千葉先生も一緒に登っていたのです。自然保育じゃないとなか

なかできない光景だなと感じました。クワガタをとったりして季節を感じることができる。虫を捕ま



えて育てると、生き物の大切さも身に付くのです。 

酒井 ものすごく季節を感じるよね。はらぺこさんでは、鹿の角を拾ったら「春が来た」と春まつり、

池の水が凍ったら「冬が来た」と冬まつりをしています。 

佐藤 カエルが死んでいて、それを鳥が食べていて、食べたものをアリが食べている様子を、ずー

っと女の子が覗いていました。命のやりとりとか、食物連鎖とか、生と死の近さ、生と死の循環が

身近にある。生きることを身近に体系的に感じる様子があると思いました。 

 

２．自分が考える自然保育って? 

佐藤 異年齢、地域の人、保護者や障がいのある子、いろんな人がいるのが自然。色々な違いが

ある中で生きるのが自然保育。人と支え合い、人と一緒に生き、人との違いを受け入れ、自分がし

っかり生きること。それが感じられる保育だと考えました。他者を受け入れながら自分を生きるこ

と。見えなくなってしまっていることなど、あたり前にあることがあたり前にあると実感できること。 

上野 子どもが、自由に自然体で遊べる環境だと思っています。子どもがいろいろ制限されず、自

然のなかなど、天井のない場所で過ごすことで心が豊かになるのかな。人とのやりとりがどんどん

増え、人のつながりが広がっていくのかなと思いました。 

米沢 壁のない自然の中に行くと、落ち着くし心が解放されると感じます。心が安定してくるから、

自由な発想で遊べると思うし、先生に言われたからではなく、自分からやることにつながります。

先生から子どもが何かを教わるという関係ではなく、先生と子どもという関係ではなく、対等な目

線も大事です。 

佐藤 家庭も子どもの育ちに熱心で、保護者が一緒に保育しているという温かい雰囲気を感じま

す。くじら雲さんでは、朝、お母さんが子どもに対して「今日も楽しんできてね！」と送り出した姿

がとても印象的でした。園と家庭が一体になって子育てするなど、園と家庭の近さを感じました。

登園時に、親と子が離れるときの時間の取り方など、全てにわたって時間の余裕が素晴らしかっ

たのです。 

酒井 園と家庭の間のグレーの時間（トンネルみたいな）って大事かもしれないね。 

上野 朝の会では、保護者も一緒に「今日は何をします」と聞けるから、その時に親は子どもと「嬉

しいね」という気持ちの共有がしやすいと思いました。 

清水 はらぺこさんで子どもが金槌を使っていました。自分でやりたい気持ちを大切にするのが、

自然保育。自分の意志を伝える能力が育つと思いました。 

酒井 はらぺこさんやくじら雲さんでは、子どもが自分で考えて決めることが圧倒的に多かったよ

ね。 

 



３．保育の現場に出た時に、意識したいことは? 

上野 子どもの遊びたいことを尊重してあげたい。遊びの区切りを付けられるまで待つということ

を大切にしたいです。 

米沢 計画を立てますが、それに縛られたくないです。子どもがその時にやりたいことを、子どもと

一緒に楽しめる臨機応変な保育者になりたいです。先生と子どもという関係ではなく、子どもと一

体感を持てる関係でいたいです。 

上野 危ないからやらないことを、あえて子どもに体験させるような機会を作りたいです。子ども

の力の可能性を保護者が信じてあげられるようになる機会を作りたいです。 

佐藤 「遊びを全力で楽しみたい」という、保育者ののびのびとした姿が理想だと思いました。そし

て「心の余裕を常にもっていたい」。くじら雲さんの依田先生の「子どもの邪魔をしない。子どもを

見守ること」。この 3つをやりたいと思いました。 

清水 子ども達と一緒に心から楽しめるような保育者になりたい。そして危ないところは注意して、

びしっと伝えます（笑）。研究会で、(子どもの欲求を認め危険から守る)「過保護」と、(子どもがや

りたいことをやらせない)「過干渉」の違いについても聞きました（ <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 参照）。難しいけれど、頭に置いておきたいと思

いました。 

 

４．対談をうけて（インタビュアー 酒井より） 

4 名の学生さんは、2020 年度の間に、研修会 3 回とはらぺこさんの視察とくじら雲さんの視

察に参加しています。その中で、それぞれが主体的に学びを深めてきたことがよくわかりました。4

名の話から浮かび上がってきたことの 1つに、「自然保育における他者との関わり、関係性」という

ことでした。この点に注目して感想を述べます。 

佐藤さんが「異年齢、地域の人、保護者や障がいのある子、いろんな人がいるのが自然。色々

な違いがある中で生きるのが自然保育」と話していて、とても感動しました。小さな子、障害があ

る方、年老いていく方、新たに仲間入りした方など多様な人が共に在ることが大切だと改めて思

いました。 

上野さんは「自然のなかなど、天井のない場所で過ごすことで心が豊かになるのかな。人とのや

りとりがどんどん増え、人のつながりが広がっていく」とご自身の考えを話してくれました。危険だ

からと柵や壁を作ることがありますが、「天井や柵や壁がない」という視点から自然の良さについ

て考えていきたいと思いました。 

米沢さんは「先生から子どもが何かを教わるという関係ではなく」、対等な関係性が大切だと言

っていました。日本では、先生は「子どもに物事を教える人」だと思われがちですが、「教える」では

http://www.uedawjc.ac.jp/yamahoiku/pdf/yamahoiku2020-03.pdf
http://www.uedawjc.ac.jp/yamahoiku/pdf/yamahoiku2020-03.pdf


ない関係性、子どもと大人が対等である関係性について教えてもらいました。 

清水さんはご自身がはらぺこさんの視察で見てきたこと・経験してきたことから「自然保育は異

年齢で育ち合えるところが魅力的」と話してくれました。よく考えると、大人になれば同年齢の社会

で過ごすことはまれで、大人は異年齢のなかで学び合っています。「異年齢で育ち合う」ことは一

生続くと考えると、幼児期にも異年齢で遊び、学び合う時間と空間は清水さんが言うように魅力

的だと思いました。ちなみに他者とは、「人」だけでなく「自然」も含まれます。子どもが他者である

人・自然と関わることの重要性についても 4名の話からとてもよく分かりました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

自然保育を通して、学生一人ひとりが保育に対する学びを深めています。学生の学びには、き

らりと光るものがあります。そのため、学生が考えていることをみんなで共有することで、自然保

育の可能性がさらに広がるような気がしております。今後もこのページを更新してまいりますので、

たまにのぞいてみてください。 

本学では、これからも、主体的に学ぶ学生を応援するとともに、教職員も学生と共により良い自

然保育についての学びを深めて参ります。 


