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独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立立山青少年自然の家（National Tateyama Youth Outdoor Learning Center）

I はじめに

国立立山青少年自然の家では，数年前から，

低年齢の幼児の自然体験の普及・推進に取り

組んでいる。

平成16年度から当所の施設や施設周辺の自

然を利用し，県内の幼稚園・保育園（所）を

対象に自然の家職員の指導のもと，日帰りで

の『さとやまおべんきょう会』を進めてき

た。

平成17年度には，年間延べ39団体が活動し，

平成18年度は9月現在で，28団体，10月以降

の秋季・冬季の活動予定団体を合わせると56

団体と昨年度を上回る予定である。一方，幼

稚園や保育園(所)の宿泊体験についても近年

増加傾向にあり，18年度は３月までに15団体

の予定である。

また，今年９月に当所の企画事業『幼児の

ための森もりキッズキャンプ（1泊2日）』を

実施したところ，富山県内一円から29名の幼

児が参加した。

このように最近幼児の体験活動への参加が

増えてきており，活動プログラムも多様化し

てきた。しかしながら，幼児期における自然

体験活動や生活体験活動がもたらす効果やプ

ログラムのあり方についての研究は十分とは

いえない。

そこで，当所で実践されている活動事例を

もとに，幼児の体験活動の効果的なあり方に

ついて追究していきたい。
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【要旨】

国立立山青少年自然の家で実践している幼児対象の企画事業や研修支援事業を通し

て，幼児の動きや心の変化，指導者や親から見た幼児の変容等を知ることにより，幼

児期における自然体験活動や生活体験活動がもたらす効果やプログラムのあり方・進

め方について考察する。
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Ⅱ　立山青少年自然の家での幼児体験活動

事例

１　研修支援事業〈日帰り体験活動〉

「さとやまおべんきょう会」実践事例

（1）活動プログラム

①「トントンの森」での植物探検

・木や葉っぱの特徴見つけ（写真１）

・森の不思議見つけ　

・葉っぱ遊び　など

②「みはらしの森」での冒険遊び

・木登り（写真２）

・ブランコ遊び　など

③「前谷」での沢探検

・沢登り

・水生生物探し

・水遊び　など

④「大丸山」「来拝山」の山登り

⑤冬の雪遊び

・しり滑り・チューブ滑り・そり滑り

・動物の足跡見つけ（写真３）

・冬芽探し　など

（2）幼児の活動の姿

・最初，森に入るときに「暗い」「恐い」と，

先生のそばを離れない幼児が，一人でどん

どん歩いたり，何か見つけて先に走り出し

たりする。

・森の中を歩きながら葉っぱに触れ，柔らか

さや硬さを感じたり，においをかいだりす

る。

・沢歩きの最初は，ズボンをつまみ上げ，水

に濡れるのをいやがっておそるおそる歩い

ているが，時間が経つと濡れるのもかまわ

ず走り出したり，水遊びを始めたりする。

・怖がって支えられながら木登りを始める

が，登ってしまうと笑顔でピースサインを

する。そのあともう一度登ろうとする。

・あまり話さない幼児でも友だちと声を掛け

合って，チューブそりに乗り込み仲良く滑

る。

写真１　葉っぱの特徴見つけ

写真２　木登り

写真３　動物の足跡を追って
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・動物の足跡探しでは，深雪にもかかわらず

積極的に動物の行き先を探して追いかけ

る。

・以前に当所に来て経験している幼児の中に

は「今日はトントンの森に行くの？」「ま

た行きたい」「何するの？」と声をかけて

きて，活動の説明も真剣に聞いている。

このように，自然に興味をもった幼児は夢

中になって活動している。また，季節に合わ

せて年間２～３回、または異年齢の縦割り活

動で毎年来所し，何度も活動している幼児は

活動にも積極的である。

２　研修支援事業〈宿泊体験活動〉

「Ｗ保育園（富山市）のお泊まり保育」

実践事例

（1）「お泊まり保育」の歩み

保育の一環として，外遊びを大いに取り入

れているが，昭和55年より自主自立の精神を

養うために野外活動に取り組み始め，今年で

26年目になる。

幼児へのテーマとねらいを考えて，それに

沿ったプログラムを展開しているが，幼児が

ドキドキわくわくしながらも困難なことに挑

戦し，立ち向かっていけば達成できる内容を

考えて実践している。

自主自立の精神を養い，「生きる力」を育

むことが目的である。

（2）事前の取り組み

ねらいは次の３つにした。

・自然とのふれあいを通して，発見や感動の

機会をもつ。

・生活の見通しをもち楽しく活動する。

・最後までやり遂げる満足感や達成感を味わ

い，ひとりひとりの自信へとつなげる。

全体のテーマとして絵本「もったいないば

あさん」（1）（写真４）が絵本の中で話す言葉

の“もったいない”を“大自然の中で経験し

ないなんてもったいない”という言葉に置き

換え，自然の中でいろいろな経験ができるよ

うに，２泊３日の活動全てにストーリー性を

もたせ準備を進めた。

「もったいないばあさん」からのメッセー

ジカード（写真５）を保育士が作り，幼児に

届けることで幼児たちは“絵本が届いた。”

“手紙が届いた。”と喜んだ。メッセージカー

ドの内容から「お泊まり保育」があることを

知った幼児たちはお泊まり保育への期待を高

めた。

また，家庭での生活習慣を見直し，「お泊

まり保育」までに自分の身の回りのことは自

信をもってできるよう，親子で生活を整える

「がんばり表」に取り組んでもらうことで，

生活リズムや気持ちも安定して「お泊まり保

育」への心構えをつけるようにした。

写真４　絵本「もったいないばあさん」 写真５　もったいないばあさんからのメッセ
ージカード
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（3）プログラムと活動内容

活動時に「もったいないばあさん」からの

メッセージを受け取りながら幼児たちの活動

は展開した。

森の探検では，「トントンの森へおいで」

や，「あさぎりの森に行かないともったいな

ーい」（写真６）という置き手紙や活動カー

ドを準備して活動に入った。例年ウォークラ

リー的な活動をしていたが，先へ急ぐことに

気持ちが向くので，じっくり歩いて十分に自

然に親しみ，その後に森遊びができるよう計

画した。

夕べのつどいも初めて参加した。日頃小学

校高学年の児童と交流することはないので，

異年齢のお兄さん、お姉さんと触れ合える良

い機会だった。

夜のキャンプファイヤーでは「火起こし器

を用意したからそれで火を起こさないともっ

たいなーい」と建物の陰に隠れた保育士の声

でファイヤーの火を，マッチでなく火起こし

器で点火して見せた。

２日目雨が降ったが幼児たちは来拝山に登

る気持ちでいっぱいだった。そこへ，「雨の

日を楽しまないともったいなーい」という内

容の絵本が届き，雨の日のにじみ絵活動に取

り組んだ。

描いた絵を持って，雨合羽を着て散歩に出

かけたが，幼児たちは山に登りたいという気

持ちが強く，後日来拝山を登りに来ようと約

束した。

野外炊飯はグループごとに保育士の手を借

りながらも皮むき器で野菜の皮をむいたり，

包丁で切ったりした。煮込みを待つ間に，

「もったいないばあさん」からの手紙を受け

取った幼児たちはランチョンマット作りをし

た。（写真７）

１日目
・入所式
・森の探検
・森の遊び場作りと遊び
・家の人への手紙
・夕べのつどい
・火起こし～キャンプファイヤー２

２日目
・（来拝山登山） ※雨天のため後日再挑戦

雨天変更　にじみ絵→散歩
・野外炊飯
・夜の探検

３日目
・退所式
・遊歩道を歩いて帰る

表1 Ｗ保育園のプログラム

写真６　森へ行かないともったいなーい活動
カード 写真７　野外炊飯
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夜の探検のストーリーは真っ暗い中，友だ

ちの大切なものを取り返しにいくという内容

で，友だちと一緒に困難に立ち向かうという

勇気のいる探検を行った。行き先には「もっ

たいないばあさん」扮装の保育士がいて，幼

児たちにいろいろと質問をする。幼児たちは

がんばって答えるという設定である。幼児に

渡した手紙には「仲間の大切さを知って欲し

くてちょっと意地悪したよ。友だちを大切に」

というメッセージを入れた。

（4）自然の家職員の活動支援

①事前指導

Ｗ保育園は，数年前から立山青少年自然

の家を利用しているが，新しく利用できる

用具や新たなプログラムの進め方の直接指

導を行った。今年度の活動では，森の遊び

場作りという活動を取り入れたので自然の

家職員が次のような指導を行った。

・丸太・竹のしっかりした縛り方

・遊び道具の安全な作り方

・どのような遊び場を作ったら，より楽し

く幼児が遊ぶことができるか。

特に，自然の家で今まで森の遊び場を作

って遊んでいる子どもたちの様子から，遊

び場をどのように変化させるかということ

について詳しく説明した。

・丸太の橋は，次々に渡れるようにつない

でいくと楽しい。また，少しずつ坂にす

る（上がる・下がる）と変化があって楽

しめる。

・低年齢の場合，ブランコも，橋も低く設

置する。

・高い所に橋を作る場合，手で捕まれるよ

うな竹やロープを張る。

・すべり台の横に人が集まらないように

し，丸太橋の途中などにすべり台を作

る。

などである。

次に，火起こしについて，幼児が野外炊

飯時に体験することを考えていたが，保育

士が事前体験して幼児にはできないことを

感じ，キャンプファイヤー時に保育士がや

って見せる案に変更した。

②活動時の直接指導

Ｗ保育園の保育士全員で事前下見に来所

しているとはいえ，３日分の活動全てを網

羅できず，事前下見後に細かな内容が決ま

っている。そこで，「お泊まり保育」中に

当所職員による支援が必要になる。例えば，

森での活動中，植物の名前やクイズの意味

を伝えたり，幼児用の調理用具を貸し出し

たり，雨天時の外での活動に付き添ったり

である。全ての活動に対処するわけではな

いが，低年齢児の活動に関しては，できる

限り職員による支援を行った。

（5）「お泊まり保育」を通して育つ力　

①親元を離れることで，自立心が育ち，幼

児が自分でできることは自分でする機会

を与えられ，自信がもてた。

②普段の生活では味わえない大自然の中で

の実体験で，自然に対する興味・関心が

広がり，感動する気持ちが芽生えた。

③仲間の中でたくましく生活経験を積み互

いに協力すること，励まし合うこと，支

え合うことを通して友だちの存在に気づ

いた。

３日間親元を離れ必然的に自分のことを自

分でやり，がんばることで幼児は「やればで

きる」自信につながる。あまり目立たなかっ

た幼児が大きな声で話したり，積極的に活動

に参加したりする。

幼児たちの休日は，「ショッピングセンタ

ーで遊んだ」とか，「ゲームをした」という

声が返ってきて，家族で公園で遊ぶこともな

い。大自然の中で自分が経験することで，

「なぜ？」「どうして？」と想像力を伸ばし，

知的好奇心を広げ，自分で「やってみよう」

「さわってみよう」としていくことが幼児の

心の栄養になっていると思われる。

「お泊まり保育」３日間で頼れるのは，先
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生と友だちのみ。その中で，楽しいとき，つ

らいとき，寂しいとき，恐いとき，互いに協

力し，励まし，支え合うことで，友だちの大

切さに気付き「うれしい」「ありがとう」と

いう気持ちがもてる。日頃協調性が十分でな

い幼児も，３日間は素直になって協力したり

一緒に喜んだり，我慢したりする姿が自然に

見られた。

（6）「お泊まり保育」今後の課題

①幼児にとってより身近に自然が感じられ

る楽しい活動内容の開発

②保護者の理解と協力

活動プログラムは，自然の家の活動資料集

やキッズのアクティビティ集を参考にし，新

しい活動にも挑戦しているが継続することで

ワンパターン化したり，保育士が思いこみで

活動を決めてしまうこともある。幼児の発達

年齢にあった楽しい活動を今後も検討してい

く必要がある。

「２泊３日は幼児には無理なのでは」とよ

く言われるが，「２泊３日」だからこそ大自

然に十分に触れられ，思い切った活動ができ

る。また，幼児ひとりひとりの力も十分発揮

され，生活での一体感が生まれる。「２泊３

日」を乗り切るために，日頃から外遊びを取

り入れ，体力作りも必要である。

安全面について十分に注意しなくてはなら

ないが擦り傷・切り傷・虫さされなどにも保

護者からの苦情が出る。幼児は，暑さ寒さ，

痛さ，つらさを経験して学ぶということも保

護者に理解してもらえるように啓蒙すること

が必要である。

３ 企画事業「幼児のための森もりキッズキ

ャンプ」

（1）趣旨

幼児が，立山山麓の自然の中で，自然体験，

集団生活体験を通して，自然のすばらしさ・

厳しさを体験し，たくましい心と体を培い，

友情を育てるとともに自然体験活動の好きな

子どもに育てる。

写真８　森の遊び場作り
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表２　日程の概要
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（2）事業概要

①実施期日　平成18年９月２日（土）～

９月３日（日）〔１泊２日〕

②参加者　富山県内年長児　　男子16名

女子13名

③日程の概要　　→（表２　日程の概要）

（3）ねらい達成のためのプログラムの工夫と

結果

①余裕を持った活動時間や生活時間と

グループ編成

１泊２日の限られた時間の中で，幼児が

自分のことを自分でやり，一人でがんばれ

たという達成感を味わわせたいと考え，生

活や活動の時間は余裕を持ちたいと考え

た。

○出会いタイム

出会って初めての仲間やリーダーとうち

とけることをねらって，昼食をはさんでグ

ループでの自由な時間を作ったことによ

り，仲間意識が高まった。同じお弁当を食

べながら話をしたり，遊んだりしてリーダ

ーへの親密度も増した。初めてのことばか

りの幼児には，活動にすぐ取り組むよりも，

グループの中での自分の居場所作りをする

時間が必要であると考える。

○身支度・整頓など

着替えの時間や寝る前・起きてからの時

間をしっかり確保した。幼稚園や・保育園

（所）でも行っていることなので時間があ

れば自分でできるからである。周りの友だ

ちの様子を見て，着替えたり，洗顔や歯磨

きに行ったり，今何をしたらいいかが分か

ると積極的に取り組んでいた。

○活動時間とグループ

幼児の集中力を考えると長時間同じ作業

や活動を続けることは難しい。しかし，短

時間に区切って活動するにも個人差があ

り，全体でそろわない。そこでグループご

とに，一定の時間枠の中で１つの活動が終

わると次の活動に進むようにした。これは，

リーダーが幼児の活動の様子を見ながら，

時間配分に配慮する必要があるが，全員を

何度も集め，説明することや集まらないグ

ループを待つ時間がなくなり動きがスムー

ズになるからである。そのためにもグルー

プで確実に幼児を見守れるようにリーダー

を配置した。グループの人数も３～４人に

した。

②ストーリー性のある展開

活動時間が限られているので，取り組ん

だ活動が次の活動につながり，活動の流れ

が連続する流れにし，自然に多くにふれる

活動を取り入れた。

はじめは，森に入って葉をさがした。い

ろいろな形の葉があることに目を向けさせ

たいと考え，「葉っぱさがしカード」を作

り，見つけたらシールをはることにした。

集めた様々な形の葉を次のスタンプ遊びや

五平餅作りにも活用させることにした。

幼児たちは葉っぱさがしに１時間程歩き

まわりたくましく活動することができた。

また，集めた葉っぱを使って，葉っぱの

スタンプを行った時に，ある幼児が，作品

を見せに来て，「葉っぱの裏側にインクを

付けた方がはっきり映るんだよ」と声をか

けてきた。葉の表と裏の違いを比べた結果

の言葉であろう。

「森の探検―葉っぱさがし―葉っぱの
スタンプ―夕食のお皿（葉）」

写真９　グループタイム弁当
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夕食時の五平餅作りでは，皿がわりに葉

っぱを利用したため自分たちが集めたもの

を使ったという満足感を味わっていた。

③楽しく簡単にできる野外炊飯「五平餅作

り」

幼児の野外炊飯の場合，リーダーが，じ

っとしていない幼児の活動の様子を見なが

ら炊飯作業を行ったり，ひとりひとりに作

業をさせたりすることはなかなか難しい。

そこで，幼児が楽しんでひとりひとり作れ

る食べ物として，五平餅作りを選んだ。

ご飯をつぶし箸に付け，火であぶること

は簡単で，作業は集中して取り組める。ま

た，自分が作ったものを自分で食べる喜び

がある。一緒に焼いた焼きトウモロコシの

焦げるにおいや味噌を焼く香ばしいにおい

も楽しめる。

また，薪を使わず練炭を使って焼いたの

で火が熾てしまうと管理は楽であった。

④自然に触れ，材料を探し好きなおみやげ

を作って楽しむ「なんでもクラフト」

森には見たことのない珍しいものがあふ

れている。幼児は何かを集めたりとったり

することを喜ぶ。そこでおみやげも森の中

を歩きまわって，自分が好きな材料を集め

て作ることにした。

作品の土台に使えるように紙皿と太めの

枝を輪切りにしたものを用意したところ，

葉を貼り付けたり，拾った木の実や花を置

いたりしていた。リボンやひもを付けて壁

飾りや首飾りにしたり，置物にしたり自由

に作ることができた。

接着剤もさまざま用意したが，中でもグ

ルーガン（ホットボンド）は大きな物やく

っつきにくい物も容易に貼り付けることが

でき便利だった。

他に，クラフトパンチやリボンやマジッ

クなどで，時間をかけて飾りを工夫する幼

児も見られた。

幼児たちは森や周辺を歩き回り，きの

こ・木の枝・花・すすき・木の実・木の葉

を集めていた。使わなかったものも大切そ

うに持ち帰っていったので，日頃接するこ

とがない「自然物にふれる」ことも感動体

験になると感じた。

写真10 葉っぱ集めカード 写真12 笹の上の五平餅

写真11 葉っぱのスタンプ
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（4）幼児の宿泊体験活動の留意点

①生活場面での伝達の工夫

最初の約束や活動の服装などは，幼児た

ちに守ってほしい大切なことなので絵を使

って伝えた。

幼児たちの準備の様子を見ていると，言

葉をかけられてもすぐには取り組めない。

そこで絵を見せて，「この絵のように着替

えよう」と伝えるとしっかり準備できた。

特に最初は，誰の話を聞くことが大切な

のか分からない状態だったので効果的だっ

た。

②規則正しい生活と時間の意識

「自分の身の回りのことは自分でやろう」

とがんばらせるならば，グループごとに個

室に入るよりも大きな部屋に集まって生活

した方が周りの動きを見ながら活動でき

る。また，がんばっている幼児をほめると

周りの幼児もほめてもらおうとがんばるの

で全体としての動きも速くなる。

○就寝時間

寝るときになって初めて寂しさがこみ上

げてくる幼児も多いので，シュラフに入っ

て絵本の読み聞かせをした。また，全員眠

るまで大人が寄り添った。

○朝の散歩

事前アンケートにはご飯の好き嫌いや少

食という答が多かった。普段も朝食はすぐ

には食べられない幼児が多い。そこで，早

起きして散歩や体操を取り入れ，十分にお

腹をすかし朝食にした。ほとんどの幼児が

配布したパンを残さず食べた。

③幼児に合わせた道具の工夫

当所の施設は，小・中学生の利用を主目

的に作られたため，幼児の体に合わないの

で不都合が生じる場合がある。一番感じる

のは，洗面所やトイレの手洗い場所である。

そのままだと蛇口に手が届かない。そこで，

幼児用のステップ台を用意し，洗面所やト

イレに配置した。

また，自然散策活動で使う軍手も幼児の

手の大きさにあった物を使用した。他にも，

幼児用の包丁や革手袋など準備しておいた。

どこまで，どんな用具を活動に合わせて準

備するか，今後も検討する必要がある。

（5）アンケート結果から

①幼児のアンケート

初めてキャンプに参加する幼児が、キャ

ンプに参加したいと思った理由（幼児の願

い）は何かを把握してキャンプ中に生かし

たいと考え、最初の班リーダーとの出会い

（ふれあい）の場面でグループごとにリー

ダーに聞き取りをしてもらった。あらかじ

め、保護者の心配していることや身につけ

させたいと考えていることなどを参考に、

いくつかの項目の中からできるだけ個別に

聞いて調べた。（表３）

写真13 伝達の工夫

自然の中でたくさん遊ぶこと 17
友だちと仲良くすること 13
好き嫌いをしないでご飯を食べる ７
自分のことは自分ですること ４
約束やルールを守る ４
自然のすばらしいところを見つけること ３
自分のことをしっかり言うこと ３
話を聞く ３
一人で泊まって寝ること ２
めそめそしない，泣かないこと ２

表３　がんばりたいめあて　２つ選択
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幼児は，「自然の中でたくさん遊びたい」

と「友だちと仲良く過ごしたい」という思

いで参加していることがわかる。

自分で決めたがんばりたいことに積極的

に取り組んでほしいと思い，ふり返りカー

ドを使って一日の終わりに自己評価を取り

入れた。ほとんどの幼児が頑張れたと評価

していた。

幼児が楽しかったと答えている事柄は，

キャンプ終了直後と後日では若干の違いが

ある。個別に回答を照らし合わせると同じ

事柄を楽しかったとしている幼児もある

が，別のことを楽しかったとしている幼児

もあり，また，家族に話したときには複数

のことを話して「全部楽しかった」と言う

場合もあったようだ。

キャンプ終了直後（表４）にリーダーに

話したり，絵に描いたりしたことはキャン

プ体験の中で特に印象深いもの，または２

日目の体験の中で印象深いその瞬間の楽し

かったことのように感じる。後日アンケー

ト（１ヶ月後回収）（表５）から幼児が家

族に話をしたときには，２日間の中で記憶

に残っていることや活動したこと，その時

の感情を思い出しながらの事柄であり，２

日間を落ち着いて振り返って楽しかったと

いう回答であるように感じる。特に単なる

一つの活動よりも様々な要素が結びついた

活動，例えば，五平餅作りのように形を作

って，焼いて，みそを塗って食べてみたら

おいしかったとか，自分で材料を探して森

の中を歩き回って集めたもので何を作ろう

か考えながら作ったお土産作りなどは，幼

児にとっては，今までやったことのない楽

しい体験だったのではないかと考える。

キャンプ最終日のまとめのつどいで，楽

しかった，また来たいと全員の幼児が挙手

していたので，楽しい自然体験・生活体験

をさせたいという当所がねらった点は成功

だったと感じている。

②保護者アンケート（表６）

今回のキャンプは個人応募で，仲良しの

友達や兄弟と一緒に応募しても抽選などの

可能性があり，必ず一緒に参加できるとは

限らない上，一緒に参加できても新しい友

達と班を組むことが募集要項に明記されて

いた。保護者にとっては，知らない人ばか

りという状況を我が子に体験させたことが

ないために大きな不安になったと考える。

また，親元を離れて泊まった体験は，お泊

まり保育などであったとしても顔見知りの

中でのお泊まり体験であり，一人だけで泊

まる事について不安だったと思われる。参

加に関しては，母親が是非参加させたいと

希望している場合もあり、子どもの実態よ

りも，親が子どもの成長を願って参加に期

森で材料探しや探検したこと　 ８
森の中で虫をさがしたこと　　 ８
森の遊び場で遊んだこと　　　 ５
友だちと遊んだこと　　　　　 ４
クラフトのおみやげ作り　　　 ２
坂道を歩いたこと　　　　　　 ２
五平餅を作ったこと　　　　　 １
葉っぱをさがしたこと　　　　 １
夜歩いたこと　　　　　　　　 １
朝の散歩　　　　　　　　　　 １
猿を見たこと　　　　　　　　 １

表４　終了後アンケート　楽しかったこと
〈聞き取り回答〉

五平餅を作ったこと　　　　　　 ８
森で葉っぱや材料をさがしたこと ７
クラフトのおみやげ作り　　　　 ５
リーダーと過ごしたこと　　　　 ５
森の中で虫をさがしたこと　　　 ４
森の遊び場で遊んだこと　　　　 ３
友だちと遊んだこと　　　　　　 ２
坂道を歩いたこと　　　　　　　 ２
寝袋で寝たこと　　　　　　　　 ２
外ですごしたこと　　　　　　　 １

表５　後日アンケート　楽しかったこと
〈記述回答〉（29人中21人の回答）
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待させることが多いように感じた。基本的

に自分のことを自分でできる子どもがキャ

ンプに集まってきたように思うが，キャン

プへの期待の中に「自分のことは自分でで

きる」とあったように，キャンプを通して

できるようになって欲しいという願いもあ

ったようだ。

保護者のアンケートから幼児の変化が感

じられる。（表７）キャンプ中，幼児は歯

磨きや手洗いに友だち同士誘い合って行っ

たり，できるときには友だちの荷物を運ん

だり，片づけを手伝ったりして仲間と関わ

っていた。また，自分で着替えたり荷物を

片付けたり，自分ができることはがんばっ

て取り組んでいた。リーダーが手伝うこと

が多々あったとしても，必然的に自分でや

ることは多い。そして初めて一人で泊まり

泣かずに眠れた。これは幼児には大きな自

信になったと思う。

全体的にたくましくなった
以前より我慢することができるようになったと思う。
保育園の友だちと参加して仲が深まった。
友だちとなかよくするようになった
友だちをおもいやる心が育った。
お礼を言うのが上手になった。
お兄さんらしい発言をしたり，食事をとるスピードが早くなった。
包丁でスズムシのキュウリやなすを自分で切るようになった。
自分の荷物を自分で持つようになった。
一人でお風呂にはいれるようになった
食事の片づけなど手伝ってくれる。
大変だねといたわってくれるようになった
家の手伝いをよくするようになった。
苦手な野菜をがんばって食べるようになった。
冒険が一段と好きになった。
以前にも増して外遊び，自然が大好きになった。
今までとはちがう開放感があった。

表７　保護者アンケート　子どもの変化や成長〈記述回答〉

（キャンプへの期待）
友だちを作る。仲よくする　　　　　 ７
自分のことは自分でできる　　　　　 ４
自然にふれる　　　　　　　　　　　 ３
初めて会う人とのコミュニケーション ２
一人で泊まる体験　　　　　　　　　 ２
協調性を身につける　　　　　　　　 １
楽しんでほしい　　　　　　　　　　 １
広い目をもつ　　　　　　　　　　　 １
たくましさ　　　　　　　　　　　　 １
自分を試す　　　　　　　　　　　　 １
親の知らない世界を知ってほしい　　 １
新鮮な気持ち　　　　　　　　　　　 １
外遊びに興味を持ってほしい　　　　 １

（キャンプへの不安）
ない　　　　　　　　　　　　　　 ６
親から離れて一人で泊まれるか　　 ５
初めての友だちとなかよくできるか ４
話を聞いて参加できるか　　　　　 ２
困ったとき助けを求められるか　　 ２　
人見知り　　　　　　　　　　　　 ２
危険なことをしないか　　　　　　 １
虫が嫌いなので大丈夫か　　　　　 １
直前での不参加　　　　　　　　　 １
体のこと　　　　　　　　　　　　 １

表６　保護者アンケート　幼児キャンプへの期待と不安）

写真14 はみがき
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（6）「幼児のためのキッズキャンプ」の考察

①少人数（３～４人）にリーダー１名で，

幼児が安心して活動できるグループ作り

の大切さ

幼児は自分のことを見てくれるリーダー

に安心し友だちとの関係がうまくいくとの

びのびと活動を始める。出会ってうち解け

る時間を確保し，まずはリーダーとの絆を

しっかりつなぐことが必要である。リーダ

ーは見守れる人数で活動すると生活場面で

も的確に指示が伝わり，時間に追われてあ

わてることも少なくなる。今回のキッズキ

ャンプでも，自分のことを自分でしたこと

が一番の幼児の自信につながっている。

②幼児にはお互いを見合って行動できるよ

うな大部屋での集団生活が有効

幼稚園や保育園の生活では集団で動くこ

とが多い。園生活の延長のように過ごすこ

とで生活にもなじみやすい。部屋にたくさ

ん人がいて，夜寝るときの寂しさも紛れる。

指導者の伝達もリーダーにも幼児にも伝わ

りやすく，誰かの動きを見てまねして行動

できる。自分でがんばっている友だちの姿

も見え，自分のがんばりも他の人に見ても

らえる。短期間での宿泊体験には大部屋は

有効であろう。

③自分のことが自分でできて，自信がつく

ゆとりある活動・生活時間の設定の必要

性

朝ご飯を食べたいと体が感じるような朝

の活動時間や身の回りの準備と片付けの時

間，活動にじっくり浸りやりとげる時間な

ど，可能な限り余裕をもって活動させるこ

とが大切である。活動を大きな枠で捉えそ

の中で，グループごとに時間を使えるよう

にし，全体での集合を減らす。のびのびと

自分やグループの友だちの活動ペースに合

わせることが，好きなことに進んで取り組

んだり自分でやりとげたりできることにつ

ながる。自分がやった，できたことは自信

につながる。また，親元から離れたことで

自分が決めてリーダーや友だちに伝える必

要も生じる。小さな自己決定の積み重ねで

ある。終わったときに自分が満足すれば大

きな自信につながると考える。

④自然にふれながら自分の好きな物を探し

歩く自然散策と植物・虫などの自然物採

集の楽しさ

自然の中には，日常見られない不思議な

物がたくさんあって好奇心をそそらせる。

不慣れな場所を自由に歩き回り，好きな物

を見つけたり採ったりすることはわくわく

し，楽しい。また，自分が好きなようにク

ラフトしたり，宝物として持つことができ

るのは満足感を覚える。キッズキャンプの

時に幼児が喜んで拾っていたのは，中の栗

よりも栗のイガであった。また，きのこを

見つけた幼児は誇らしげだった。虫採りも

男の子が熱中し，持ち帰っていった。みん

なリュックにあれこれ詰め込んで帰ったこ

とを思うと自然物には，幼児の興味をそそ

る物がたくさんある。だからこそ，自然の

中を歩き，自分の目で様々な楽しさを見つ

けることが大切である。

Ⅲ　成果と課題

当所で活動する利用団体や企画事業に参加

した幼児の様子を見て気が付いたことがあ

る。

初めて当所を訪れたという幼児，または，

外での遊び体験や自然体験をあまり経験して

いない幼児は外に連れ出してもなかなか自分

の殻を破れない。自分から何でもやってみよ

うとはなかなか思えないようである。「汚れ

てもいいよ」と付き添いの先生がどんなに言

っても服の汚れを気にしている。沢で「水に

濡れたら着替えればいいよ」と言われてもす

ぐには，濡れてもいいやと思わないのであ

る。

そんな幼児も，ここで半日活動すると慣れ
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てくる。慣れることを通り越し，自分の持っ

ているパワーを発揮し大胆になってくる。

小さな頃から，「○○したら叱られる」「で

きない」「いやだ」と話す子ども。そんな子

どもたちに，「まずはやってみよう」と誘い

出しきっかけを与え，幼児らしく伸び伸び活

動させることは大切なのではなかろうか。

何度も当所を利用している幼児は，また，

違った姿を見せてくれる。「今日は，トント

ンの森へ行くの？」「森の中入りたい」「木登

りしたい」と言う。慣れてきたからと言われ

るかも知れないが，自分の思うことを声に出

し，目を輝かせて活動に取り組んでいる。歩

く足取りも違い足元がしっかりし，転ばなく

なるなど，たくましさがあらわれてくる。

以上の事例から体験活動の効果として，次

の３点があげられる。

①自立心が芽生え，自分に自信がつく。

② 友だちの大切さを知り，協力する心や

思いやりの心が育つ。

③ 自然の中での遊びを知り，自然が好き

になる。

しかしながら，幼児の体験活動は全国的に

実践されているとはいえない。今後，普及し

ていくためには次のような点が課題としてあ

げられる。

・幼児が生き生きと取り組めるストーリー

性のあるプログラム

・指導者の幼児へのかかわり方（見守りと

指示・支援のバランス、タイミング等）

・幼児の体験活動の効果を測る評価のあり

方

Ⅳ　おわりに

自然体験活動の重要性は，自然そのものが

教育力を持っており，自然の美しさ，雄大さ，

神秘さ，厳しさなど直接五感に働きかけ，子

どもたちに感動や驚きを与えてくれる。

情報化の進展による機器での間接体験や疑

似体験ではなく，本物との触れあいを通した

体験，すなわち直接体験こそ，子どもたちに

本当の意味での生きるための知識を定着さ

せ，いつまでも心や体に刻まれることであろ

う。

特に，生涯にわたる人間形成の基礎が培わ

れる幼児期におけるこのような体験は，豊か

な感性を育み，知的好奇心や想像力，探求心

などを喚起させ，「心の力」をつけることに

なる。心の教育が叫ばれているいまこそ，よ

り低年齢からの自然体験が必要である。
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