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「森のようちえん」への参加が学生に及ぼす教育的効果
─子ども観・自然観の変化を中心に─

白　石　昌　子・柴　田　　　卓＊・柴　田　千賀子＊＊

は じ め に

筆者らは，2013年から森のようちえん（「キッ
ツ自然学校森のようちえん」1）以降，「キッツ」と
表記）に学生を参加させ，子どもと一緒に森の中
で遊ぶという活動を，年間 6回（初回は現地での
事前講習会）にわたり継続的に行っている。この
活動は，“アカデミア・コンソーシアムふくしま
（ACF）”における大学間連携共同教育推進事業と
して行われているもので，参加学生は，福島大学，
桜の聖母短期大学，郡山女子大学短期大学部の学
生である。参加条件は，保育者または小学校教師
を目指している学生であること，5回（少なくと
も 4回）の活動すべてに参加すること，キャンプ
には参加することが望ましいことなどとしてい
る。

2013年の実践において，学生の行動や考え方
が変わるという結果を得ることができ，その内容
はすでに報告しているところである2）。その結果，
学生の変化は以下の 4点に集約できた。第 1は自
然に対する自分の意識の変化，第 2は子どもの見
方の変化，第 3は子どもへのかかわり方の変化，
第 4は野外活動の運営やキッツのスタッフに関す
る気づきである。これらの変化は，森のようちえ
んへの参加という経験の結果であると考えられ
た。
本稿は，これら 4つの変化のうち，最初の 3つ

に焦点化して追究するものである。なぜなら，4

つめの野外活動の運営については，学生の変化と

言うよりは，新たな知識の獲得として捉えること
ができるからである。また，スタッフに関する気
づきについての主な内容は，スタッフの子どもへ
のかかわり方を目の当たりにすることによって，
学生が自身の子どもの見方やかかわり方を見直す
というものであった。つまり，この部分は 2つめ
や 3つめの変化に包摂することができると考えら
れる。
そこで本稿では，1つめを「自然観」，2つめを

「子ども観」，3つめを「子どもへのかかわり方」
として，それぞれの変化の内容や，その変化がど
のようにして起こるのかを追究する。ここで言う
「子ども観」とは，過去の経験や情報を手がかり
にして個人の中で形成されている，子どもとはこ
ういうものであるという個人的な心象の意味で用
いている。
野外活動に関する研究は，平成 8年の第 15期

中央教育審議会第一次答申において「生きる力」
の育成が指摘されて以来，多面的に行われてきた。
山本らは，豊かな自然体験活動の経験と，望まし
い生活習慣や好奇心，自己判断，人間関係やコミュ
ニケーション能力などの習得には，深い関連性が
あることが窺えるとしている3）。また時代らは，
長期的宿泊体験活動の影響として，「生きる力」
という総合的能力が増強する一方で，クラスが機
能しにくく，秩序に乱れが生じやすいという面も
あることを指摘している4）。永吉は，自然の中で
活動する意義の一つとして，自然と人間との密接
な関わりから生じる多様な刺激や，ストレスを伴
う直接体験の提供を挙げている5）。大学生の変容
に関しては，高山が組織キャンプの効果として社
会的スキルの向上を指摘している6）。以上のよう
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に，野外活動の効果に関する研究には，「生きる力」
への影響を論じているものが多くみられる一方
で，自然観そのものの変化に言及しているものは
ほとんど見られない。また，研究対象にされてい
る野外活動は，主として学生参加のキャンプであ
り，子どもと一緒に野外で活動することが，どの
ように学生の変化につながるかを論じたものはみ
られない。
一方，子ども観については，滝口が教育学部の

学生に対して，所属コース間の子ども観の差違を
明らかにしている7）。それによると，学生の子ど
も観について，子どもに対する肯定的な評価に関
しては，コース間に明確な違いは認められなかっ
たが，否定的な評価に関しては差が認められたと
している。嘉数らは，保育職への志望度の違いに
よる子ども観の差違を明らかにしている8）。それ
によると，保育職を志望する学生群の方が，志望
しない群よりも子どもをいとおしくまた個性的な
存在として，肯定していると結論している。保育
職を志望する学生については，島袋らも同様の結
論を述べている9）。
学生の子ども観の変化については，実際に子ど

もと接することによって，学生が自分の子ども観
をどのように修正するのかについて研究されてい
る。子どもと接する機会として対象にされている
のは，教育実習や保育実習などがほとんどで，森
の中で子どもと一緒に遊ぶという経験に言及した
ものは皆無である。
以上を踏まえて，本稿では，森のようちえんに

参加することが，学生にどのような影響を与える
のかについて，実践を通してアプローチしたいと
考える。

I　研究の目的及び対象とする実践

1.　研究の目的
本研究の目的は，森のようちえんに継続的に参

加することによって，学生がどのような変化を遂
げるのかを明らかにすることである。対象とする
変化は，2013年の実践において，学生の気づき
が顕著であった「子ども観」「子どもへのかかわ

り方」「自然観」の 3点である。本稿は，この 3

点について，変化の内容や特徴，変化のプロセス
を明らかにすることを目的とする。

2.　活動内容と参加学生人数
研究の対象とした実践は，2014年度と 2015年
度の活動である。参加学生人数は 2014年度が 22

名，2015年度が 28名である。活動内容は表 1の
通りである。

II　研究の方法

1.　調査方法 

森のようちえんに参加を始める前と，年間を通
して参加した後に，目的に挙げた 3点についてど
のような変化が見られるのかを調査した。調査は，
2種類行った。
一つは，事前・事後調査で，森のようちえん参
加の事前と事後に調査紙によって実施した。事前

表 1　学生が参加した日程と内容

日時 活動内容 開催場所

2014年

5月 10日 事前講習会 南蔵王　川原子の森

5月 31日 森の探検 南蔵王　川原子ダム

7月 5日 沢遊び 南蔵王　川原子の森

8月 21日
　～23日
（2泊 3日）

チャレンジサマー
キャンプ 2014

南蔵王野営場

10月 18日 不忘山登山 白石スキー場

11月 15日 ネイチャークラフト 南蔵王　川原子の森

2015年

5月 16日 事前講習会 南蔵王　川原子の森

6月 27日 森の探検，
ネイチャークラフト

南蔵王　川原子の森

7月 11日 沢登り 南蔵王野営場

8月 9日
 ～11日
（2泊 3日）

チャレンジサマー
キャンプ 2015

南蔵王青少年旅行村

10月 24日 不忘山登山 白石スキー場

11月 7日 森の散策 南蔵王　川原子の森
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調査は森のようちえん参加の初回に設定してある
事前講習の時に，事後調査は年間の活動の最終回
の時に，それぞれ当日の活動終了時に学生に記入
してもらった。
もう一方の調査として，毎回の活動後に振り返

りシートを学生に記入してもらった。これは
2013年の実施から行っていたものを引き続き継
続した。

2.　調査対象者
調査の対象としたのは，2014年と 2015年の参
加者で，のべ 41名である。森のようちえん参加
は単年度毎の事業であるが，前年の参加者が次の
年に参加を希望することもできることから，参加
者をのべ数としている。2年間を通して参加した
学生は 11名である。参加者のうち，年間 5回の
活動に対して出席が 3回未満の学生 9名は調査対
象から除外した。　
また，比較対象として森のようちえんに参加し

ていない学生について，教育実習や保育実習の前
後で，前述した事前・事後調査を実施した。この
調査の対象者は，福島大学の 3年生，14名である。
調査時期は，5月と 11月で，これは森のようち
えん参加の学生の調査時期とほぼ一致している。

3.　事前・事後調査の調査紙
　（1）　自然に関する過去の経験
学生の過去の自然体験を把握するため，「自然

体験活動の実態」「幼少期の自然環境」「幼少期の
自然遊び」について質問した。
まず「自然体験活動の実態」については，国立

青少年教育機構が行った「青少年の自然体験活動
等に関する実態調査」10）における自然体験の質問
項目にほぼ準じて作成し，16項目について経験
の有無を問うた。
次に「幼少期の自然環境」として，幼少期の自

然環境や遊び，自然とのふれあいなど，独自に設
定した 6項目について，5件法で質問した。
「幼少期の自然遊び」については，「幼少のころ，
自然とふれあう遊びの中で特に楽しかったことは

何ですか」「森の中で，子ども達はどのように遊
ぶと思いますか」という問に自由記述で答えても
らった。
　（2）　子ども観
学生の子ども観について，「あなたは，小さい
子（3歳から小学校低学年）に対してどのような
イメージを持っていますか」という問において，
24項目を 5件法で質問した。
項目の作成にあたっては，滝口11）と嘉数ら12）

を参考にし，2013年の実践において学生の記述
が多く見られた 24項目を設定した。
　（3）　子どもへのかかわり方
子どもへのかかわり方に関して，「小さい子ど
も（3歳から小学校低学年）と関わるときに，あ
なたが特に重要だと思うものを以下から 3つだけ
選んでください」という問において，16の選択
肢を作成した。この選択肢は，普段の学生の言動
や 2013年の実践において学生が記述していた内
容などを参考にして，独自に作成した。
　（4）　その他
学生の子どもに接する機会の多寡を把握するた
め，「あなたは，日頃，乳幼児に接する機会があ
りますか。ある場合は，具体的に教えてください」
という質問を設定した。
また，森での経験と保育との関係についての学
生の意識を調査する目的で，「この活動への参加
は，保育者としてどんなことに役立つと思います
か」という質問を設定した。これは自由記述で答
えてもらった。
以上が事前の調査紙の内容である。事後の調査
紙は，上記のうち，「自然に関する過去の経験」
を省略し，子ども観，子どもとのかかわり方，活
動と保育の関係についてのみ作成した。それぞれ
の内容は，事前の内容とまったく同じである。
比較対象として行った，実習の事前・事後調査
の調査紙は，上記の「自然に関する過去の経験」
の部分を削除したものである。

4.　振り返りシート
振り返りシートの質問内容は，毎回ほぼ同様に
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次の 3点である。1点目は，その日の主な活動に
ついての過去の体験の程度，2点目はその日の活
動を行っての気づきについて，3点目はその他と
して感想や要望などである。2点目の当日の気づ
きについては，自然に関しての気づきと子どもに
関する気づきに分けて質問項目を設定した。これ
は，森のようちえんへの参加という活動の目的に
応じて構成している。この活動の目的は，森とい
う環境で遊びながら，自然や子どもについて学習
することなので，それに応じた振り返りを，活動
後の学生に行ってもらうという意図が含まれてい
る。すべて自由記述である。
振り返りシートは，子どもが帰った後，スタッ

フによる活動の解説が始まる前に記入してもらっ
た。また，最後の回のシートには，1年間を通し
ての感想も質問項目として設定した。
分析にあたっては，振り返りシートに記述され

た内容を，「子どもの様子に関する内容」「子ども
へのかかわり方に関する内容」「自分と自然に関
する内容」「その他」に分類し，それぞれ「子ど
も観」「子どもへのかかわり方」「自然観」の視点
で考察を行った。

III　結果と考察

1.　子ども観の変化
　（1）　事前・事後調査の結果
　①　全体の変化

5件法で得られた回答を数値化し，事後調査の
値から事前調査の値を引いて求めた差を平均する
と，表 2のような結果が得られた。マイナスは，「あ
てはまらない」の方向へ，プラスは「あてはまる」
の方向へ変化したことを表す。
これを見ると，ほとんどの項目がマイナス方向

へ変化していることがわかる。大きな差があるの
は，「根気がない」「すぐ甘える」「弱い」の項目で，
次いで「こちらの意志を理解しない」「一緒にい
ると疲れる」「大人が導く必要がある」が続いて
いる。反対にプラス方向に変化しているのは，
「思ったことをはっきり言う」「素直である」「か
わいい」の 3項目で，わずかながらプラスに向け

て変化が見られる。
目立つ変化としては，肯定的な子ども観はプラ
スの方向へ，否定的な子ども観はマイナスの方向
へと変化していることが読み取れる。しかしなが
ら，「明るくのびのびしている」「創造力がある」
など，肯定的な子ども観であるにもかかわらず，
若干ではあるがマイナス方向に変化している項目
もある。
　②　参加年数での差の比較
参加が 1年の学生と 2年の学生での，事前・事

後の差の違いを表したのが，グラフ 1である。
ここでは，前述の全体の変化とは異なる傾向を
見ることができる。参加年数 1年の学生（以降，
1年目と表記）と 2年連続参加の学生（以降，2

年目と表記）が両方ともマイナス方向に目立って
変化した項目は，「弱い」「こちらの意志を理解し
ない」「根気がない」「すぐ甘える」「大人が導く
必要がある」「単純である」などである。このうち，
「弱い」と「こちらの意志を理解しない」と「す

表 2　事前・事後の差の平均

質問項目 差の
平均 質問項目 差の

平均

明るくのびのびし
ている −0.15 一人ではできない −0.25 

さわがしい −0.24 行動の予測ができない 0.00 

創造力がある −0.15 残酷である −0.07 

弱い −0.38 好奇心旺盛である −0.05 

思ったことをはっ
きり言う 0.07 手間がかかる −0.29 

落ち着きがない −0.27 かわいい 0.12 

元気である −0.05 自分勝手である −0.24 

こちらの意志を理
解しない −0.34 接し方が難しい −0.10 

いつも楽しそうで
ある −0.02 根気がない −0.44 

素直である 0.17 すぐ甘える −0.44 

大人の様子をよく
見ている 0.00 大人が導く必要がある −0.34 

一緒にいると疲れ
る −0.34 単純である −0.20 
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ぐ甘える」については，1年目と 2年目での差が
大きい。つまり，1年目は，参加前後でこれらの
否定的な項目について修正した割合が大きかった
のに対して，2年目は修正の割合が小さかったと
言える。その理由として，2年目は，事前調査の
段階で，子どもに対して否定的な見方をしていな
かったため，事後調査での修正が少なかったと考
えられる。
また，1年目と 2年目で変化の方向が反対になっ

ている項目は，「思ったことをはっきり言う」「落
ち着きがない」「行動の予測ができない」「残酷で
ある」「手間がかかる」などである。
このうち，「残酷である」については，1年目

がプラス方向にわずかの修正がみられるが，2年
目はマイナス方向への修正が大きい。これは，2

年目の参加者が「子どもは思っていたよりも残酷
というわけではない」という見方をするように
なったことを意味している。
また，「手間がかかる」については，1年目が

マイナス方向に大きく修正しているのに対して，
2年目はわずかにプラス方向に修正している。反
対に「思ったことをはっきり言う」については，
2年目がプラス方向に大きく修正しているのに対
して，1年目はわずかにマイナス方向に修正して
いる。これの意味は，2年目の参加者が「手間を
かけて」子どもとかかわったり，子どもが「思っ
たことをはっきり言う」ようなかかわり方に変
わっていった結果，子ども観が変わったことを示
しているのではないだろうか。このことについて
は，後で述べる振り返りシートの内容からも考察
できる。
　③　実習前後での差との比較
子ども観の変化に関して，森のようちえん参加
と実習参加での差異を示したのが，グラフ 2であ
る。
まず，大きな特徴としては，実習前後の方が森
のようちえん参加（以降，森参加と表記）と比べ
て，変化が大きい項目がいくつか見られることで

グラフ 1　参加年数による変化の差の平均
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ある。それは，「さわがしい」「思ったことをはっ
きり言う」「こちらの意志を理解しない」「接し方
が難しい」の 4項目で，いずれもマイナス方向へ
の変化である。これらの項目に対しては，森参加
の学生も「思ったことをはっきり言う」以外は，
同様にマイナス方向に変化しているが，実習参加
の学生よりも変化の差は小さい。「思ったことを
はっきり言う」に関しては，前述したように，実
習で子どもの「思ったことを」十分に引き出せる
かかわりができたかということに関係すると思わ
れる。その他の 3項目に関しては，実習前後では
森参加以上に，否定的な子ども観がマイナス方向，
つまり「あてはまらない」という方向に修正され
ていることがわかる。
逆に，森参加の方が実習参加よりも同じ方向に

大きく変化しているのは，「弱い」「すぐ甘える」「大
人が導く必要がある」などの項目である。森参加
の学生の方が，子どもを大人が庇護する存在，あ
るいは弱者としてみる見方を，実習参加の学生よ

りもより大きく修正した子ども観を持つようにな
ると言える。
さらに，「一人ではできない」「手間がかかる」「根
気がない」の項目は，実習参加ではプラス方向へ，
森参加ではマイナス方向へと反対の方向に変化し
ている。これらは，さまざまな仕事が課せられる
実習という環境が作用した結果とも考えられる。
つまり，実習中の保育において，細々と準備をし
たり，保育中に子どもが飽きてしまったり，求め
に応じて手助けをしたりなど，学生がやるべきこ
とはたくさんあったはずである。それらの印象が
この項目の回答に反映しているのかもしれない。
それに対して，森のようちえんの環境は，子ども
が自らの興味でじっくり取り組むことを許容す
る。子どもは自分の気の済むまで興味の対象と向
き合う時間を保障されている。その結果，実習と
は違う子どもの姿が見えてくるのだと考えられ
る。

グラフ 2　森参加後と実習後の差の平均
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　（2）　振り返りシートに見られる子ども観
「子どもの様子に関する内容」として分類され
た記述を意味に応じて分類し，その項目ごとに頻
度を調べた。表 3は，主な項目を活動毎に表した
ものである。数字は頻度を表し，括弧内は 2年連

続参加の学生が記入した頻度で内数である。
学生の子ども観は，実際の子どもの様子を観察
し，そこで観察できた事柄によって，再構成され
ていく。表 3を見ると，「自然の中での子どもの姿・
興味」については，26年度は 1回目が一番多く，
徐々に少なくなっていく。27年度は 1回目と 4

回目において多くなっている。この内容は，子ど
もが自然の中でどのように振る舞うか，何に興味
があるかというもので，学生が森で遊ぶ子どもの
姿を新鮮なものとして捉えていることがわかる。
とりわけ，初回の活動時には，予想もつかなかっ
た子どもの姿が印象的であるため，記述の頻度が
高くなるのだと思われる。また，頻度が増える 4

回目の活動は登山である。普段の森とは違う環境
での子どもの振る舞いに新たな発見をするため，
記述が多くなるのだと思われる。
年間 5回の活動は，それぞれ内容が異なる。そ
のため，振り返りシートには，その日の活動に応
じた内容が記述されている。しかし全体を通して，
子どものたくましさ，自分で考えて遊ぶ様子，自
分で取り組み挑戦する様子などへの記述が多く
なっていることがわかる。活動内容にかかわらず，
毎回，子ども達が森の中で自分のやりたいことに
取り組んで充実して遊ぶ様子を見て，学生達には
新たな発見があったのだと思われる。このような
経験によって，前述した事前・事後調査において，
「弱い」「根気がない」「すぐ甘える」「大人が導く
必要がある」などの項目に対して，マイナス方向
への修正の幅が大きくなっていくのであろう。
一方，キャンプ（3回目）に関しては，他の活
動とは異なり，キャンプリーダーとして寝食を共
にしながら長時間子どもと一緒に過ごすという特
徴がある。そのため，子どもの性格や変化を見極
めやすい。振り返りシートには，子どもが変化す
る，成長する，自分の力で困難を乗り越えるといっ
た内容の記述が見られる。以下は，キャンプの振
り返りシートの記述である。
・素直，好奇心旺盛，計算高い，わがまま，3日
間で子どものイメージが膨らんだ。（1年目）

・疲れて甘えたくなったとき，大人が何でもやっ

表 3　振り返りシートの記入内容

2014年 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

自然の中での姿・興味 12（4） 2 1（1） 5（4） 1

自分で取り組む 7（6） 1 1 5（1） 1（1）

自分で考え工夫する 4（1）

たくましい・頼もしい 5（2） 4（1）

発想が面白い 3（1） 3（1）

子どもの気持ちの変化 4

工夫して作り上げる 3（1）

積極性がある 2（1）

変化する・成長する 3（1）

遊びのきっかけが必要 3

大人を頼る・相談する 2 1

大人と視線が異なる 4（3）

大人の真似をする 1（1）

2015年 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

自然の中での姿・興味 13（5） 2（2） 5 13（1）

自分で考え工夫する 6（2） 6 2（1） 2（2）

自分の力で乗り越える 4

夢中で遊ぶ 3（1） 1（1）

自分のペースで遊ぶ 9（1） 3 3（1）

たくましい 5（2） 2（1）

あきらめない 12（3）

発想が面白い 3

真剣 3（1）

段々遊びが変わる 6（1）

挑戦する 2 6 1 4（2）

汚れ，雨を気にしない 6（1） 4

積極性がある 3 1

他児を意識している 2 5（1） 3

大人に伝えたい，
大人をよく見ている

3（1） 2（1） 1

大人と視線が異なる 2（1）

大人の真似をする 2（1）

ずるい 2
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てあげなくても，自分の力で乗り越えられる。（1

年目）
このように普段の活動には見られない記述が目

立っている。キャンプは，キャンプリーダーとし
て子ども達をまとめる苦労をしながら，3日間で
変わっていく子どもの姿を目の当たりにして，新
たな子ども観を形成する契機になっていると考え
られる。
最後に，1年目参加と 2年目参加の学生の振り
返りシートの記述を比較しながら，2年間で子ど
もの見方がどのように変化するのか考察する。

事例 1　同じ日の振り返りシートから
・雨ならではの，木を揺らしてしずくを落とすな
どの遊びを行い楽しむことができていた。（1

年目）
・雨で周りの音が聞こえないのが余計，子ども達
を自分の世界に入りやすくさせていたように感
じた。（2年目）
・いろいろなものを見立て，そこから遊びに発展
させて，楽しみ方を常に工夫して遊んでいる。（1

年目）
・自然の中にあるどの素材も素敵で面白いが，子
ども達は自分で気に入ったものをちゃんと選ん
でいる。（2年目）

事例 2　同じ学生の 1年目と 2年目の記述から
・大変な，難しい道を選んで笑顔で通っている姿
に驚いた。（1年目，1回目）

・山葡萄を見つけて思わず手を伸ばし口にする
が，酸っぱいから顔をしかめる，そんな自然の
中でしかみられない様子に魅力を感じた。（2

年目，　4回目）
・険しい道を歩く姿に頼もしさを感じた。（1年
目，1回目）
・滑りやすい所を工夫して歩く，見つけた木をな
かなか離さないなど，やりたいという気持ちを
全面に感じた。（2年目，5回目）

事例 1では，1年目の学生は子どもの遊びの現
象面だけを捉えて表面的に記述している。それに

対して 2年目の学生は，「雨で周りの音が聞こえ
ない」という自然に目を向けて，遊びにおける子
どもと自然の関係に言及している。さらに，1年
目の学生が単に「見立てて遊ぶ」ということにし
か気づけないのに対して，2年目の学生は，「子
どもが気に入ったものを選び取っている」ことを
理解している。そして，「自然の中にあるどの素
材も素敵で面白い」という言葉には，自身が自然
を受け入れ，その中で遊ぶイメージを十分に持っ
ていることを窺うことができる。
また事例 2においては，1年目では子どもの姿
を「驚いたり，頼もしく思ったり」するだけであっ
たのが，2年目になると子どもが自然に関わる姿
に共感するような記述に変わっている。これは，
学生自身が 2年間自然の中で遊んだ体験を通し
て，子どもの行為を我がことのように受け止める
ことができるようになった結果であると言えるの
ではないだろうか。さらに，自分が「頼もしく思
う」ことから，子どもが「やりたい気持ちである」
というように，自分から子どもに視点を移して子
どもを見るように変わっている。このことも，自
然の中で遊ぶ子どもの様子を観察して，子どもの
内面の理解へと子どもの見方が深まったと考えら
れる。
子どもの内面に関わった個々の子どもの姿に言
及できるということは，言い換えれば子どもとの
かかわり方が密になっているということである。
このことが，前述した事前・事後調査で，2年目
の参加者が「手間がかかる」「思ったことをはっ
きり言う」という項目にプラス方向の変化を見せ
た理由であろう。つまり，子どもとどのようにか
かわることができるかということは，子どもをど
う見るかということに結びついているのである。

2.　子どもへのかかわり方の変化
　（1）　事前と事後の変化
次に示すグラフ 3は，事前・事後調査紙の「問

8」「小さい子ども（3歳から小学校低学年）と関
わる時に，あなたが特に重要だと思うものを 3つ
だけ選んで，○をつけてください」に対する，回
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答の変化である。
この結果をみると，選択した 3つのうちの 2つ

は，事前・事後共に「2番　子どもが発見したり，
初めて出来たことを一緒に喜ぶ」と「14番　子
どもが挑戦する姿を大切にして様子を見守る」の
項目に集中していることがわかる。残る 1つの回
答が，事前では，「12番　子どもの気持ちを把握
するのが大切である」「4番　あまり口出しせず
に子どもが好きなことをやるのを見守る」「9番　
自然の中は危険がいっぱいなので，子どもから目
を離してはいけない」「10番　つまらなそうな子
には，遊びのヒントを提案するなどして関わる」
の概ね 4つの項目に分かれている。事後の結果に
おいてもこの 4つが挙がってくるが，さらに「6

番　子どもと一緒に同じ事をして遊ぶ」の項目が
顕著に増加している。この他，事後において回答
数が増加しているのは，14番である。反対に回
答数が減少しているのは，2番，4番，12番の項
目である。
この変化は，振り返りシートの記述内容からも

うかがうことができる。例えば，参加するまでは，
子どもに積極的にかかわろうとしていたが，森の
中という環境に身を置き，自分自身も自然の中で
の遊びを楽しみ，新たな気づきを面白がることが，
子どもの側から声をかけられるきっかけになった
と記されている。
また，子どもが挑戦しようとすることを目の当

たりにした場面では，子どもにも自分なりの思い
があるのだから，簡単に手を出すべきではない，
という考えを述べており，それまでの子どもとの
かかわり方を見直すきっかけを得ていることが窺
える。このような各回の経験や気づきが，「6番
子どもと一緒に同じことをして遊ぶ」，「14番　
子どもが挑戦する姿を大切にして様子を見守る」
の項目への回答が増加することにつながったと考
えられる。
このことは同時に，「12番　子どもの気持ちを

把握するのが大切である」の項目への回答が減少
したこととも関係しているのではないかと考えら
れる。つまり，学生自身が森の中で存分に遊ぶ経
験の重要性を感じたことで，「子どもの気持ちを
把握する」ことよりも，子どもと同じ遊びをして
みることや挑戦する姿を大切にすることの方が，
より重要であると，かかわり方の捉えが変化した
と推測される。
　（2）　参加年数での差の比較

1年目参加と 2年目参加の学生の振り返りシー
トの記述を比較しながら，2年間で子どもへのか
かわり方がどのように変化するのか考察する。
次に挙げたのは，1年目第 1回目の参加学生の
振り返りシートの記述内容である。
・子どもは大人の言葉かけで新たな発見やひらめ
きが生まれるとこれまでの実習で感じたが，
キッツに参加している子どもたちは，どちらか
というと自ら何かしようと行動して，新たな発
見やひらめきを見つけようとしていた。（1年
目）
・今日はあまり子どもとかかわることができなく
て，どのように関わったらよいか不安になった。
（1年目）
このように，1年目の学生は，自身が抱いてい

る子ども観から，子どもに対して大人が何かして
あげなければならない，そのことで子どもに発見
やひらめきがもたらされる，という考えを強く
もっているため，かかわり方も大人側から積極的
な投げかけをする，という方向に向かっていくと
考えられる。一方，2年目の学生は，以下のよう

グラフ 3　問 8　森参加の事前・事後
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な記述をしている。
・どんどん木に登ろうとする姿が見られたが，あ
と少しのところで手を貸してしまった。そこで
我慢するのが難しい。（2年目）

・大人が思っていることと子どもの思いは必ずし
も一緒ではない。（2年目）

・どこまで自分でできるのか見極めることが難し
い。（2年目）
・大人が見たら「あれでどうするんだろう」と思
うことでも子どもにとっては魅力的なことにな
る。（2年目）
このように，2年目の学生は，子どもの真の思

いや，子どもが自分でできることを見極めること
は難しい，ということを理解した上で，子どもが
どのような思いで挑戦し，どこに魅力を感じてい
るのかを探りながらかかわろうとしていることが
窺える。当然のことながら，学生が子どもの内面
を理解しようとしてかかわろうとするか否かで，
子どもへのかかわり方は違ってくる。そのことを，
2015年 11月に実施した最終回の活動での具体事
例を通して考察する。

事例 ─ E男と学生とのかかわり ─
次に記すのは，キッツ森のようちえんに参加す

る 4歳男児の森の散策での姿と学生のかかわりで
ある。
森の散策の途中，E男は 2本の木の枝を拾い引

き摺りながら歩き始める。他の子ども達も，手ご
ろな大きさの棒を見つけ，手にしている。学生は，
「長い棒を見つけたね。」と，傍らを歩きながら声

をかけていく。その後の山道に入り，勾配も出て
きて棒を持って歩くには難儀する場面もあるが，
黙々と 2本の棒を抱えて E男は歩き続ける。こ
の時，1年目の学生は，「大丈夫 ?」「重くない ?」
「持ってあげようか ?」と，しきりに声をかけて
いく。その言葉に反応した子どももおり，「歩き
にくい。もう，いらない」「これ（棒），持って。」
と，殆どの子どもが棒を手放していった。

E男も歩きにくそうで，座り込む回数が次第に
増えていくが，木の棒は離そうとしない。E男の
足取りが遅くなったことを心配して，学生が近
寄っていく。先ほど声をかけた学生が再び手助け
の申し出をする中，2年目の学生は，傍らを歩き
ながらじっと E男の姿を見ている。キッツのス
タッフも，先を歩きながら E男の姿を目で追っ
ている。20分ほど歩き続け，「あー，疲れた。こ
の木は重いんだよな。」とつぶやいて，E男は座
り込む。その間，前を歩く子ども達との距離は離
れていく。
これまで E男の姿をじっと見ていた 2年目の
学生も，近づいて励ましの言葉をかける。学生同
士，「どこまで持って行けるだろう」「もう，そろ
そろ限界かな」「ここまで棒を離さないで歩いた
だけでも凄いよ」と，どのようにかかわるべきか
悩みながら歩いていく。この時点で，キッツスタッ
フは E男の後ろを歩くようになっており，E男，
学生どちらにも話しかけることなく，前方のス
タッフに E男が遅れている状況を伝えるという
かかわり方をしている。
さらに疲れて座り込む頻度が高くなっていく E

写真 1　2本の棒を持って歩き始める E男 写真 2　山道の途中で座り込む E男
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男に対して，1年目の学生 3名が，「そうだ，電
車ごっこして運ぼう。」と提案する。そして，E

男の棒に手を触れようとした瞬間，E男は「やめ
て」と厳しい口調で学生の誘いを断った。なぜ E

男が激しく拒否したのか，その場で戸惑う学生を
前に，キッツスタッフが E男の元にやって来て，
「自分で持っていくの ?」と，声をかけた。E男
は疲れ切った表情ながらも，力強く「うん」と答
え，歩き始めた。
その後，自分で持って歩くと決めた E男は，

きつい勾配でも棒を離さず，約 1 kmの山道を歩
ききった。E男と共に山道を歩き，積極的にかか
わろうとして拒絶された 1年目の学生，E男が挑
戦していることを理解し，傍らで見守ろうとした
2年目の学生達は共に，「こんな場面でもあきら
めないなんて，すごい」と感想を述べ合った。そ
して，E男に対してどのようなかかわり方をする
のがよかったのか，とても瞬時に判断することが
難しかったと，一連の場面を振り返った。電車ごっ
こを提案した学生達は，良かれと思って，また良
い反応が返ってくると思ったのに全く違った反応
が返ってきたこと，激しく拒否されたことに驚い
たと述べている。そして，振り返りシートには，「励
ましや認めの言葉よりも，棒を持ってどうしたい
のか，具体的にやりたい事を話す時に E男は反
応した」とスタッフのかかわり方での気づきが記
されている。これは，学生がこの事例において，
挑戦する姿を大切にし，見守るということは具体
的にどのような事なのか，その後も挑戦しようと
する E男の姿は，どのようなかかわりによって

もたらされたのかということに気づくきっかけで
あったと言えるのではないだろうか。一方，同じ
場面でずっと E男の姿を追いながら傍らを歩い
ていた 2年目の学生は，「大人が思っていること
と子どもの思いは必ずしも一緒ではない。」と記
している。これは，1年目の学生が自分の思いだ
けで子どもにかかわろうとするのに対して，2年
目の学生が，こちらの思いと子どもの思いが同じ
ではないことを理解し，その上でかかわろうとし
ていたことが窺えるものである。
　（3）　実習前後での差との比較
グラフ 4は，実習の事前・事後の変化を表した

ものである。これを前のグラフ 3と比較すること
によって，森参加による子どもへのかかわり方の
特徴が見えてくる。
まず，大きな特徴としては，森参加では事前・
事後共に，2番と 14番の項目に回答が集中して
いたのに対し，実習では 12番の項目にも多くの
回答があり，総じて 2番，14番，12番の 3つを
子どもへのかかわりとして大切であると考える学
生が多く見られることである。
また，実習と森参加の事後では，異なる項目で
の増減の変化がみられることである。例えば，実
習後では，「4番　あまり口出しせずに，子ども
が好きなことをやるのを見守る。」「9番　自然の
中は危険がいっぱいなので，子どもから目を離し
てはいけない。」「12番　子どもの気持ちを把握
するのが大切である。」の項目が増加しており，

写真 3　電車ごっこを拒否する E男

グラフ 4　問 8　実習の事前・事後
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「10番　つまらなそうな子には，遊びのヒントを
提案するなどして関わる。」「14番子どもが挑戦
する姿を大切にして様子を見守る。」の項目は，
減少している。これらの項目に対して，森参加の
学生は，「4番　あまり口出しせずに，子どもが
好きなことをやるのを見守る。」「12番　子ども
の気持ちを把握するのが大切である。」「14番　
子どもが挑戦する姿を大切にして様子を見守る。」
の 3項目は，実習後とは逆の方向へ変化している
ことが分かる。これは，森参加の場合，子どもの
気持ちを把握する重要性を感じながらも，学生自
身が森の中という広大な環境の中で遊び込んだ結
果，子どもとの距離を縮めていったという経験か
ら，自分も子どもと同じように遊ぶことが重要だ
と考えるようになったことが反映されているのか
もしれない。
さらに，「子どもが挑戦する姿を大切にして様

子を見守る。」の項目は，実習参加では子どもが
挑戦するまで待つことや，その姿を大切にするだ
けの時間の確保や余裕が難しいことも影響したの
ではないかと考える。実習先は，森の中の時間の
捉えや活動の柔軟性とは異なった環境だったはず
である。また，森参加では，後述するキッツが大
切にしている「3センチの我慢」という考え方や，
スタッフが挑戦する姿を大切にしながら子どもと
かかわる様子を毎回観察したことも，子どもとの
かかわりにおいて挑戦する姿を大切にしようとす
る方向へ変化する一因だったと考えられる。

3.　自然観の変化
　（1）　 「自然学校キッツ森のようちえん」の特

徴
前項までで示した学生の変化は，自身が森とい

う環境になじんでいく過程で生じると共に，キッ
ツスタッフの子どもへの対応を観察することに
よって生じていることが，明らかになった。
そこで，まず学生を受け入れているキッツにつ

いて，その運営理念に触れておきたい。
　①　キッツの自然観 ─ 自然の持つ教育力 ─
キッツは，「森が教室，自然が先生」という理

念を掲げている。自然の持つ教育力を最大限に活
用するため，子どもたちにも「自然」が「先生」
であると伝えている。自然の持つ教育力について
沢登りを例にあげると，水の冷たさや流れの速さ，
その匂い，怖さ，危なさ，濡れることによる不快
さ，心地よさ，爽快感，一度濡れた時の開き直り
や切り替え，偶然遭遇する素速い魚や小鳥，それ
を捕まえたくなる衝動や教えたくなる思い，注意
していたにもかかわらず滑って転びそうになった
時のヒヤリ感，その後の集中力，水面から見上げ
た時の木漏れ日の優しさや眩しさ，ゴールが見え
ずに陥る絶望感や諦めたくなる気持ち，最後まで
登り切った時の達成感や満足感など数えきれない
ほど，多岐にわたる気づきや学びが存在する。こ
うした自然との関わりを通して気づくことや感じ
ることを「自然の持つ教育力」として捉えている。
子ども達との活動の中で，これらを価値ある学び
として意味づけることがキッツスタッフの重要な
役割である。
　②　キッツの価値観とスタッフの役割について
次に，自然の持つ教育力を最大限に活用するた
めに，キッツスタッフが心がけている点を 4つあ
げる。

a）　子どもとの関係性
キッツの活動中，子どもたちはスタッフを先生
とは呼ばず，お互いを名前やフィールドネームで
呼び合っている。それは「自然」が「先生」であ
るのと同時に，「一人の人間として子どもたちを
尊重すること」を大切にしているからである。キッ
ツの創設者でもある筆者がデンマークの森のよう
ちえん視察で「子どもに」ではなく「子どもと」
対話する様子13）と対等な関係性を目の当たりに
したことも影響している。子どもにとっては不思
議な存在かもしれないが，役割や必要に応じて柔
軟に変化する大人の存在である。それは同時に，
レイチェル・カーソンの「こどもと一緒に再発見
し，感動を分かち合ってくれる大人が少なくても
ひとりそばにいる必要がある」14）時の大人として
の存在でもある。お互いに素直に感動したことを
分かち合える関係性を大切にしているのである。
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b）　 子どもとのかかわり方 ─ 選択肢と待つ
事 ─

2つ目は，子どもとかかわる上で大切にしてい
る点をあげる。キッツの活動する森には，桑の実
や山ぶどうに遭遇することがある。子どもの手で
は届かない所に生っているため，木登りを始めよ
うとするのだが，うまく登れないことが多い。手
を貸したくても，まずは見守りながら待つことを
徹底している。そして，万が一木から落ちても大
きな怪我をしない距離感を保つようにしている。
このことを「3センチの我慢」という表現で徹底
しているのである。子どもたちは本当に手を貸し
てほしいのか，手を貸すことが本当にその子に
とって最善なのかと瞬時にかつ柔軟に判断しなけ
ればならないのである。思い通りにならなかった
り，失敗を繰り返す様子を傍らで見守り続けるの
は，想像以上に苦しいものである。しかし，最善
のタイミングを見計らって，選択肢やヒントを伝
えることで，自分で考える楽しさ，挑戦する楽し
さ，失敗から学ぶ機会を大切にしているのである。
安易に手を貸すことより，「自分でできた」「一人
でできた」と実感する方が，その後の意欲や好奇
心を成長させることは経験からも明らかである。

c）　スタッフの責任
3つ目は，スタッフの責任である。森の中で子

どもを預かり，子どもだけの活動を行っている以
上，大きな怪我をさせずに保護者に返す責任があ
る。そのために，リスクマネジメントを徹底して
いる。活動する環境・地域について熟知し，未然
に対策をマニュアル化してスタッフ間で共有し，
トレーニングを行っている。動植物に関する知識，
気象や山岳などの知識も重要である。ウルシやス
ズメバチ等に対する知識や対処方法は活動の都
度，直接子どもたちに伝え確認するようにしてい
る。もう一つ重要な点として，その他の事はあえ
て知らないふりをしたり，子どもと一緒に調べて
みたり，考えることで子ども達の危機管理能力を
養うような関わりや言葉がけを徹底している。

d）　子どもと自然を繋ぐ存在
4つ目は，自然の魅力を子どもたちに伝える方

法についてである。キッツスタッフは遊びの種類
や知識の豊富さだけでなく，誰よりもワクワクし
ながら自然の遊びに没頭し，楽しむことができる
という存在を目指している。それは，大人が真剣
に楽しんでいる姿を見せることで，子ども達が興
味・関心を持ち，挑戦したくなるような環境構成
である。知識や遊び方を「教える」「やらせる」
ことよりも，自ら「やってみたくなる」，「やって
みたら面白かった」，その様子を見ていた子ども
にも「広がっていく」といった自然の魅力の伝え
方を大切にしているのである。子どもがやりたい
ことを最大限に尊重するのと同時に，やってみた
いことを見つけるための仕掛けや工夫とその準備
を大切にしている。これらの 4つの視点を常に意
識しながら子どもとかかわることで，「自然と子
どもを繋ぐこと」がキッツスタッフの最大の役割
である。
　（2）　参加学生の自然体験活動の実態
事前調査から明らかになった学生の自然体験活
動の実態は，表 4の通りである。

16項目中，「ある」と回答した学生が過半数を
超えた項目が 10項目あり，約 7割を占めている。
中でも，75%以上が「ある」と回答した項目は 6

項目であった。特に「米や野菜を植えたり育てた
り，収穫すること」に関しては，「ある」と回答
した学生は 90%以上であった。一方，「植林・間
伐・下草刈りなどをすること」に関して「ある」
と回答した学生は，13%と最下位であった。
次に幼少期の自然環境に関する結果を，表 5に
示した。6項目の問いに対し，5件法（非常によ
くあてはまる，だいたいあてはまる，どちらとも
いえない，あまりあてはまらない，全くあてはま
らない）で回答した結果である。
幼少期の頃，近くに自然（森・川・湖・畑など）
があった」という問いに対して，「非常によく当
てはまる」と「だいたいあてはまる」の合計は
69.6%と約 7割を示し，「幼少期の頃，自然に触
れて遊んでいた」という問いに対しては，80.5%

と 8割を示した。また，80.4%の学生が「現在，
自然と触れ合うことが好きである」と回答してい
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る。
次に，「幼少の頃，自然と触れ合う遊びの中で

特に楽しかったことは何ですか」という自由記述
の問に対する回答が表 6である。
「サワガニやドジョウを捕まえた」，「花かんむ
りを作って遊んだ」，「秘密基地作り」，「祖母との

たけのこ堀や山菜・キノコ狩り」，「田植えの手伝
い」など幼少期の原体験に関する具体的な記述が
多い。
このような調査結果から，参加学生は，幼少期
に豊かな自然環境で過ごし，体験活動の経験も豊
富であり，現在も自然への興味・関心の高い学生
が多い傾向にあると言えよう。
　（3）　振り返りシートに見られる自然観
各回の活動後に行った振り返りの記述数は，

表 4　自然体験活の実態　%（実数）

項目 2014 2015 平均

（a）登山やハイキング，
オリエンテーリングや
ウォークラリー

ある 86.4（19） 95.8（23） 91.3（42）

ない 13.6 （3）  4.2 （1）  8.7 （4）

（b）海や川で泳いだり，
ボートでカヌー，ヨット
などに乗ること

ある 77.3（17） 75  （18） 76.1（35）

ない 22.7 （5） 25   （6） 23.9（11）

（c）乗馬や乳しぼりなど
動物とふれあうこと

ある 54.5（12） 79.2（19） 67.4（31）

ない 45.5（10） 20.8 （5） 32.6（15）

（d）野外で食事を作った
り，テントに泊まったり
すること

ある 81.8（18）  100（24） 91.3（42）

ない 18.2 （4）  0   （0）  8.7 （4）

（e）スキーや雪遊びなど
雪の中での活動

ある 68.2（15） 83.3（20） 76.1（35）

ない 31.8 （7） 16.7 （4） 23.9（11）

（f）昆虫や水辺の生物を
捕まえること

ある 77.3（17） 91.7（22） 84.8（39）

ない 22.7 （5）  8.3 （2） 15.2 （7）

（g）植物や岩石を観察し
たり調べたりすること

ある 63.6（14） 83.3（20） 73.9（34）

ない 36.4 （8） 16.7 （4） 26.1（12）

（h） バードウォッチング ある 22.7 （5）  8.3 （2） 15.2 （7）

ない 77.3（17） 91.7（22） 84.8（39）

（i）星や雲の観察 ある 68.2（15） 70.8（17） 69.6（32）

ない 31.8 （7） 29.2 （7） 30.4（14）

（j）山菜取りやキノコ・
木の実などの採取

ある 45.5（10） 45.8（11） 45.7（21）

ない 54.5（12） 54.2（13） 54.4（25）

（k）魚を釣ったり貝を
採ったりすること

ある 36.4 （8） 62.5（15） 50  （23）

ない 63.6（14） 37.5 （9） 50  （23）

（l）自然の材料を使った
工作

ある 86.4（19） 87.5（21） 87  （40）

ない 13.6 （3） 12.5 （3） 13   （6）

（m）干物・燻製・ジャム
作り

ある 13.6 （3） 16.7 （4） 15.2 （7）

ない 86.4（19） 83.3（20） 84.8（39）

（n）植林・間伐・下草刈
りなどをすること

ある 13.6 （3） 41.7（10） 28.3（13）

ない 86.4（19） 58.3（14） 71.7（33）

（o）米や野菜を植えたり
育てたり，収穫すること

ある 90.9（20） 91.7（22） 91.3（42）

ない  9.1 （2）  8.3 （2）  8.7 （4）

（p）牧場などで家畜の世
話をすること

ある  0   （0）  4.2 （1）  2.2 （1）

ない 100（22） 95.8（23） 97.8（45）

表 5　幼少期の自然環境と現在の自然観　%（実数）

質問項目 年度 5 4 3 2 1

幼少期の頃，近くに自
然（森・川・湖・畑な
ど）があった。

14
31.8 40.9 9.1 18.2 0

（7） （9） （2） （4） 0

15
25 41.7 8.3 16.7 8.3

（6）（10） （2） （4） （2）

計
28.3 41.3 8.7 17.4 4.3

（13）（19） （4） （8） （2）

幼少期の頃，自然に触
れて遊んでいた。

14
18.2 68.2 4.5 9.1 0

（4）（15） （1） （2） 0

15
20.8 54.2 0 25 0

（5）（13） 0 （6） 0

計
19.6 60.9 2.2 17.4 0

（9）（28） （1） （8） 0

幼少期の頃，屋外で遊
ぶことが多かった。

14
45.5 40.9 4.5 9.1 0

（10） （9） （1） （2） 0

15
25 66.7 4.2 4.2 0

（6）（16） （1） （1） 0

計
34.8 54.3 4.3 6.5 0

（16）（25） （2） （3） 0

日頃から自然（草木や
昆虫など）に目を向け
ることが多い。

14
0 36.4 27.3 36.4 0

0 （8） （6） （8） 0

15
8.3 29.2 37.5 25 0

（2） （7） （9） （6） 0

計
4.3 32.6 32.6 30.4 0

（2）（15）（15）（14） 0

自分は，子ども達と関
わりながら遊べると思
う。

14
13.6 63.6 22.7 0 0

（3）（14） （5） 0 0

15
12.5 41.7 41.7 4.2 0

（3）（10）（10） （1） 0

計
13 52.2 32.6 2.2 0

（6）（24）（15） （1） 0

現在，自然と触れ合う
ことは好きである。

14
22.7 50 27.3 0 0

（5）（11） （6） 0 0

15
37.5 50 12.5 0 0

（50）（12） （3） 0 0

計
30.4 50 19.6 0 0

（14）（23） （9） 0 0
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2014年度が 299項目，2015年度が 466項目であり，
計 765項目である。その内，「自分と自然に関す
る内容」の記述数は全 5回で 2014年度は 82項目，
2015年度は 171項目であり，計 253項目である。
各回の活動内容と記述数の関係は，表 7に示す通
りである。第 3回の記述数が少ないのは，2泊 3

日のキャンプリーダーとしての参加であることか
ら，「子どもへのかかわりに関する内容」の記述
が多かったためである。2015年の第 5回に関し
ては，記述内容で示しているが，寒さによって自
然への興味や関心に注意を向ける余裕がなかった
ためである。
表 8は，表 7の自然に関する記述を「自然の魅

力・遊び方への気づき」，「五感への気づき」，「動
植物への気づき」，「アウトドアスキル」，「幼少期
の原体験」の 5項目に分類したものである。長文
や複数に当てはまる内容については，両方をカウ
ントし 2014年 109項目，2015年 214項目の計
323項目である。以下に 5つの視点から自然観の
変容として特徴的な記述を挙げ考察を試みる。
　①　自然の魅力・遊び方への気づき
自然の魅力・遊び方への気づきに関しては，「初

めて弓を作った，苦労して作ると出来たものを
使ったのでは得られない感覚を味わえる」，「森全
体がミッケのようだった」などから，自然の遊び
方に関する面白さや魅力，初めて体験した様子が
記述されている。また，「森の探検で，険しい道

を進んでいくのが楽しかった」，「高いところから
深いところに飛び込んだ，自分は引っ込み思案だ
と思っていたが，自発的に行動できて気持ちよ
かった」など，苦労や困難に直面したり，そのこ
とを乗り越えた喜びや達成感などについても記述
されている。その他にも，「同じ木の棒でも，固
いもの，柔らかいものなど様々な素材がある」，「鉄
棒のような木を見つけ，前周りや逆上がりをした」
など，素材の違いを発見したり，見立て遊びの様
に工夫して活用した記述もあった。さらに，「子
どもに泥をかけられ，いいやと思って思い切り汚
れたら楽しくなった」，「何もない中で遊べるのか
不安だったが自然のものを触ったり，匂いを嗅い
でいるだけで十分楽しい」など，自身の不安や気
持ちを切り替えたり見方を変えてみることで楽し
み方が変わる点に関する記述もあった。

表 6　幼少期の自然遊び　

・沢遊び，沢登り，カヌー
・魚，サワガニやドジョウを捕まえた。
・虫取り（トンボ），虫観察，ダンゴ虫
・きれいな花集め，花の蜜を吸う
・どんぐり拾い，ネイチャークラフト
・クローバー探し，花かんむりを作って遊んだ
・植物を使ってのおままごと
・きれいな石集め石遊び
・星の観察
・ハイキング，山登り，キャンプ，バーベキュー
・木登り，森探検，秘密基地作り
・田植えの手伝い
・祖母とのたけのこ堀，山菜，キノコ狩り

表 7　活動内容と「子どもと自然」の記述数　%（実数）

各回の活動内容 2014
%（82）

2015
%（171）

合計
%（253）

第 1回　森の探検 22（18） 29.2（50） 26.9（68）

第 2回　沢遊び・登り 17.1（14） 22.2（38） 20.6（52）

第 3回　キャンプ 7.3 （6） 11.6（20） 10.3（26）

第 4回　不忘山登山 28（23） 29.2（50） 28.9（73）

第 5回　散策・クラフト 25.6（21） 7.6（13） 13.4（34）

表 8　自然と自分に関する記述の分類　%（実数）

キーワード分類　 2014
（109）

2015
（204）

合計
（323）

自然の魅力・遊び方
への気づき

51.40%
（56）

34.60%
（74）

40.20%
（130）

五感への気づき 28.40%
（31）

25.70%
（55）

26.60%
（86）

動植物への気づき 16.50%
（18）

25.20%
（54）

22.30%
（72）

アウトドアスキル等 2.80%
（8）

9.30%
（20）

7.10%
（23）

幼少期の原体験 1%
（1）

5.10%
（11）

3.70%
（12）
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　②　五感への気づき
五感への気づきに関しては，「雨の中いつも以

上の解放感があり，楽しかった，晴れのときとは
異なる音，感触，匂いがある」，「テントで眠るの
はどのような感じなのだろうと少し不安だった
が，夜の虫の声で寝るのが思った以上に気持ち良
く感じた」など，普段であれば気にしないような
虫の音や雨の音，匂いなどに関する記述が多かっ
た。また，「子どもが捕まえた虫を触ったりして，
少し虫を触るのに抵抗がなくなった」，「木に登る
と風が強く感じられ気持ち良かった」，「山ブドウ
や山ぼうしを実際に味わうことができた。口にし
て，五感で味わっていることを実感した」など，
直接体験することで苦手意識を克服したり，心地
良さを感じたという記述があった。「水をはじく
葉の表面に結晶のように付いた模様を見るのが好
き」など，時間をかけて観察したり，細部まで観
察した様子についての記述もあった。こうした記
述から，自然に対する自身の感受性や普段の生活
では見過ごされていることを再確認したり，発見
していたことが窺えた。
　③　動植物への気づき
動植物への気づきに関しては，「野生のカブト

ムシが飛んでいるのを見て感動した。図鑑に載っ
ていそうなくらい立派だった」，「ドングリの中を
見るのは初めて，色に驚いた」，「冬芽に顔があっ
た。種類によって表情が違う」など，初めて知る
ことや遭遇することへの記述が多かった。また，
「木をひっくり返すと山ナメクジが沢山いた」，
「腐った木の中に山ナメクジがいたり，キノコが
生えていたりして，表面だけではわからないこと
が見えた」など，ひっくり返す，覗いてみるなど
の好奇心によって知ることや理解する経験をした
様子が窺えた。さらに，「笹の葉が夏とは違って
いた」など，季節による変化に気づいた記述もあっ
た。このような記述から動植物への気づきとして，
注意深く観察すると知っているようで実は知らな
いことが多いこと，森には好奇心が発揮される場
面が多いことなどに気づいた様である。

　④　アウトドアスキル等
アウトドアスキル等に関しては，テント設営や
野外料理に関する記述に加え，「沢登りはいろい
ろなことに注意して登らなければいけないことが
わかった」，「一度派手に転んでから，しっかり足
を使って歩き，事前に危険を考えながら歩くよう
になった」など，自身の体験から安全に活動を行
うための知識や技術に関する記述が多かった。同
様に「天候や気温の変化に備え，防寒着や雨具を
そろえておく重要性が分かった」，「寒さに気を取
られ子どもを見ることができなかった，準備の必
要性を感じた」など，準備や装備の必要性に関し
て，失敗を通して学んだ記述が多かった。
　⑤　幼少期の原体験
幼少期の原体験に関しては，「木の上からロー
プを伝って降りた時，脚がガクガクして子どもの
頃こういうスリルが好きだったと思い出すことが
できた」，「落ち葉をちぎって遊ぶことが好きだっ
たことを思い出した」，「桑の実や木苺を発見して
懐かしくなった」，「山ブドウが意外に美味しかっ
た。懐かしい味がした」，「笹船や葉っぱの笛作り
は幼いころにやっていたが，今は作り方を忘れて
いる」など，幼少期の記憶や懐かしさを振り返る
記述が多かった。

これらの記述から，自然の中で子どもが遊ぶ様
子を観察することで気づくこと，子どもと一緒に
遊ぶことを通して気づくこと，自身の自然体験に
よって気づくことは多岐にわたり，自然体験活動
が豊富な学生であったとしても，子どもと共に森
で過ごしたり遊ぶという経験が，自身の自然観を
捉え直すという意味でも重要であることが分かっ
た。さらに，この ACFの取り組みは活動ごとに
子どもの様子や自身の体験について振り返りを行
い，そのエピソードを発表するなど学生同士で共
有している点も重要な役割を果たしている。この
ような取り組みは，保育者を目指す学生にとって，
自然の持つ教育力を実感し，自然への価値観を捉
え直すきっかけとして大きな意義があると期待し
ている。
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おわりに

日常的に幼児に接する機会の少ない学生にとっ
て，子どもを知るためには，実際に子どもにかか
わってみることが理解のための近道であることは
間違いない。実際，実習で子どもの見方が変化す
ることを明らかにした研究は多く見られるし，最
近では保育者や教員を目指す学生にとどまらず，
看護学科の学生に対しても幼児を対象にした実習
が行われているようである。
しかし，実際に子どもとかかわることによって

得られる子ども観の内容は，どのような環境で子
どもと接するかによって差異が生まれることが，
本研究によって明らかになった。キッツへの参加
後は，「さわがしい」「すぐ甘える」「落ち着きが
ない」など子どもに対する否定的な見方は，「そ
のように思わない」という方向に修正される。こ
のような，子どもに対する否定的な見方が肯定的
に変化することは，実習後にも同様にみられる。
キッツへの参加後の子ども観の変化の特徴は，子
どもを大人が庇護する必要がある弱者としてみる
見方が変わることである。キッツに継続的に参加
することによって，学生は，子どもを大人とは違
う考えを持った存在，自分でやり遂げようとする
たくましさをもった存在として見るようになるこ
とが明らかになった。　　　　
そして，その子ども観は，子どもとのかかわり

方に影響してくる。学生のかかわり方は，手を貸
して助けることによって子どもとかかわろうとす
ることから，子どもの行動を見守り，その気持ち
を汲んで，手を出すかどうかを判断するようなか
かわり方に変化していく。さらに，子どもが森を
先生として，自分の興味にしたがってやりたいこ
とをやり遂げようとしている姿を理解できるよう
になっていくことが見えてきた。
このような子どもの姿は，キッツの運営理念が

背景にあるからこそ見ることができる。ゆったり
とした時間の流れや，スタッフのリスクマネージ
メントに裏打ちされた自由な行動の許容などが，
上述のような子どもの姿を引き出している。学生

も子どもと同様に，そのような環境の中で自らの
自然に対する感覚を開いていく。当初は，森とい
う慣れない環境にあって，振舞い方にすら戸惑い
がみられた学生が，徐々に子どもの姿を手がかり
にしながら，自分自身も森の環境の中で成長して
いくのであろう。
自然体験の重要性が叫ばれて久しいが，自然の
中で「遊ぶ」ことは，それほど容易い事ではない。
自然を心地よく感受しながら，自分の感覚を能動
的に自然の事象に向けて働かせてこそ，自然の中
で「遊ぶ」ことができるようになる。そして，学
生自身が自然の中で「遊べる」ようになることに
よって，子どもの姿が自然との関係で見えてくる
ようになる。そして，そのことが前述した子ども
観の変化につながっていくというプロセスを解明
することができた。
本研究では，森のようちえんに学生が参加する
ことによって，子ども観，子どもへのかかわり方，
自然観の三者にどのような影響があるのかを追究
したが，以上のように，これらは相互に関わり合
いながら変化すること，この変化は，森のようち
えん参加に特有の変化であることが明らかになっ
た。
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The Educational Effects of Student Participation  

in a “Forest Kindergarten” : Dealing with the Change  

in Child Outlook and Perspective on Nature

SHIRAISHI Masako, SHIBATA Suguru and SHIBATA Chikako

This research project examines the change in learners’ outlook on and interaction with children, as well 

as their perspective of nature, through the continued participation in a “Forest Kindergarten.”

The change in learners’ outlook was observed in two ways.　First, negative impressions of children such 

as “they have no patience” and “they are spoiled” or the need to patronize perceived “weak” children were 

found not to be true after participation in the project.　Also, repeated participation led to feelings of empathy 

with these children playing in the woods.

The change in learners’ interaction was observed as follows.　At first, there were strong feelings of 

needing to do something for the children.　However, through repeated participation in the project, learners 

grew to understand the importance of letting children try on their own and these feelings were replaced by a 

desire to watch over them instead.

These changes were brought about by understanding the doctrine of the “Forest Kindergarten” and 

through observing the staff members who put these principles into practice.　Through continued participa-

tion, learners’ perspective of nature will also change.
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資料（事前・事後調査票抜粋）

3.　 あなたは今までに，以下 a～ pのことをやったことがありますか。該当する方に ○ をつけてくだ
さい。

a 山登りやハイキング，オリエンテーリングやウォークラリー ある ない

b 海や川で泳いだり，ボート・カヌーに乗ること ある ない

c 乗馬や乳しぼりなど動物とふれあうこと ある ない

d 野外で食事をつくったり，テントに泊まったりすること ある ない

e スキーや雪の中での活動 ある ない

f 昆虫や水辺の生物を捕まえること ある ない

g 植物や岩石を観察したり，調べること ある ない

h バードウォッチング ある ない

i 星や雲の観察 ある ない

j 山菜取りやキノコ・木の実などの採取 ある ない

k 魚を釣ったり，貝を採ったりすること ある ない

l 自然の材料を使った工作 ある ない

m 干物・燻製・ジャム作り ある ない

n 植林・間伐・下草刈り ある ない

o 米や野菜や果物を植えたり，育てたり，収穫すること ある ない

p 牧場などで家畜の世話をすること ある ない

4.　次の質問にあてはまる数字を 1つ選び，○ をつけてください。

全くあて
はまらない

あまりあて
はまらない

どちらとも
いえない

だいたい
あてはまる

非常によく
あてはまる

1 幼少期の頃，近くに自然（森・川・湖・畑など）
があった。 1 2 3 4 5

2 幼少期の頃，自然に触れて遊んでいた。 1 2 3 4 5

3 幼少期の頃，屋外で遊ぶことが多かった。 1 2 3 4 5

4 現在，日頃から自然（草木や鳥，昆虫など）に
目を向けることが多い。 1 2 3 4 5

5 自分は，子ども達と関わりながら遊べると思う。 1 2 3 4 5

6

現在，自然と触れ合うことは好きである。 1 2 3 4 5

4または 5に ○ をつけた人に伺います。どんな
ことが好きですか。右の欄に書いて下さい。

5.　幼小の頃，自然とふれあう遊びの中で特に楽しかったことは何ですか。
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7.　 あなたは，小さい子（3歳から小学校低学年）に対してどのようなイメージを持っていますか。あ
てはまる数字を 1つ選び，○ をつけてください。

全くあて
はまらない

あまりあて
はまらない

どちらとも
いえない

だいたい
あてはまる

非常によく
あてはまる

1 明るくのびのびしている 1 2 3 4 5

2 さわがしい 1 2 3 4 5

3 創造力がある 1 2 3 4 5

4 弱い 1 2 3 4 5

5 思ったことをはっきり言う 1 2 3 4 5

6 落ち着きがない 1 2 3 4 5

7 元気である 1 2 3 4 5

8 こちらの意志を理解しない 1 2 3 4 5

9 いつも楽しそうである 1 2 3 4 5

10 素直である 1 2 3 4 5

11 大人の様子をよく見ている 1 2 3 4 5

12 一緒にいると疲れる 1 2 3 4 5

13 一人ではできない 1 2 3 4 5

14 行動の予測ができない 1 2 3 4 5

15 残酷である 1 2 3 4 5

16 好奇心旺盛である 1 2 3 4 5

17 手間がかかる 1 2 3 4 5

18 かわいい 1 2 3 4 5

19 自分勝手である 1 2 3 4 5

20 接し方が難しい 1 2 3 4 5

21 根気がない 1 2 3 4 5

22 すぐ甘える 1 2 3 4 5

23 大人が導く必要がある 1 2 3 4 5

24 単純である 1 2 3 4 5

8.　 小さい子ども（3歳から小学校低学年）と関わる時に，あなたが特に重要だと思うものを以下から
3つだけ選んで，○ をつけてください。

 1.　子どもができないことは，積極的に助けてやる。
 2.　子どもが発見したり，初めて出来たことを一緒に喜ぶ。
 3.　危ないと思われることはすぐにやめさせる。
 4.　あまり口出しせずに，子どもが好きなことをやるのを見守る。
 5.　ルールを守らない子には，多少きびしく注意する。
 6.　子どもと一緒に同じことをして遊ぶ。
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 7.　「ありがとう」など挨拶がきちんと言えた子どもを積極的に誉める。
 8.　一人でいる子には，積極的に関わる。
 9.　自然の中は危険がいっぱいなので，子どもから目を離してはいけない。
10.　つまらなそうな子には，遊びのヒントを提案するなどして関わる。
11.　手をつないだり，抱っこしたりしてスキンシップをはかる。
12.　子どもの気持ちを把握するのが大切である。
13.　子どもがけんかなどトラブルを起こしたら，積極的に介入してやめさせる。
14.　子どもが挑戦する姿を大切にして様子を見守る。
15.　子ども同士の協力を促す，または一緒に遊べるよう働きかける。
16.　頼ってくる子には，手をさしのべてやる。


