
＜シンポジウム日時・場所等＞

日 時 平成 年９月 日（木） ： ～ ：

場 所 文部科学省「情報ひろばラウンジ」

構 成

オープニング

第一部 実践報告「海・山・都市における幼児の自然体験活動の取組」

第二部 座談会「幼児期における自然体験の意義と効果」

【オープニング】シンポジウムの趣旨

○大嶋 国立青少年教育振興機構（以下、「機構」という。）は、青少年に対し教育的な

観点から自然体験をはじめ、さまざまな体験活動等の機会や場を提供し、我が国の青少年

教育の振興及び青少年の健全育成を図ることを目的としております。

これまでの青少年教育の主な対象は、 代から 歳前後の若者でした。しかし、幼児期

における目標の達成や情動の抑制といった非認知（的）能力（社会情動的スキル）の発達

が、その子の将来のスキルの発達の基礎を築くことが、調査研究により明らかになりつつ

あります。また、そのスキルを育む方法の一つとして自然体験が挙げられており、幼児期

の自然体験に対する関心が高まっています。そのため、幼児を対象とした自然体験活動の

機会や場の提供が求められています。

当機構が平成29年度に実施した改訂幼稚園教育要領等解説研修において、幼稚園、保育

園、認定こども園に勤めている方を対象にアンケート調査を実施しました。300名の方から

回答が得られ、その結果、およそ９割が自然体験を「とても重視している」「まあ重視し

ている」と答えた一方、「自分たちが子供の頃より自然体験の機会が少なくなっている」

という項目に対し、「とても思う」「少し思う」という回答も9割以上でした。

また「自然体験や外遊びの課題は何でしょうか」と自由記述で聞いたところ、主に「親

が遊び方を知らず、自然の中でというより町に出かけることが多い」もしくは「危険なも

のをすぐ排除してしまい、子供に何が危険か考えさせられなくなっている」という記述が

多く見受けられました。

そこで、幼児期の自然体験についての具体的実践事例の情報を紹介すると共に、幼児期

の自然体験の意義、効果、課題、そして今後求められる取り組みについての専門家の知見

を発信することを目的として、このシンポジウムを企画しました。

第１部では、実践報告として、当機構が実施しております幼児を対象とした自然体験活

動プログラムについて実践報告をいたします。

第２部では、幼児教育の各分野の専門家の先生方のお話を交え、幼児期における自然体

験の意義や効果、今後必要となる取り組みについて検討いたします。

特集 幼児期における自然体験の意義と効果
【第一部】実践報告「海・山・都市における幼児の自然体験活動の取組」

報告者 齋藤 雄 国立若狭湾青少年自然の家企画指導専門職

室井 修一 国立磐梯青少年交流の家事業推進室長兼事業推進係長

樋口 拓 国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター企画室長補佐

司会 大嶋 尚史 国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター研究員

○大嶋 当機構の施設は、渋谷区代々木にあ

る東京の本部を含め、全国に カ所あります。

本部は、まさに都市の真ん中にありますが、

それ以外の施設は、日本が誇る美しい山や高

原、海や川などの近くに立地しています。各

施設においては、多様な教育プログラムが展

開されており、近年は幼児を対象にしたプロ

グラムも始められています。そこで実践報告

では、海、山、都市というそれぞれのフィー

ルドにおける幼児の自然体験活動についての

事例を紹介します。

１ 海の環境を生かした幼児の自然体験活動

１ 事業の概要

○齋藤 若狭湾青少年自然の家（以下、「自然の家」という。）は開所から 年目になり

ます。京都府の丹後半島の経ヶ岬、そして福井県の越前岬の間の若狭湾のほぼ中央に位置

しており、国立施設の中で最も海に近く、施設のすぐ目の前には、プライベートビーチの

ような砂浜があり、その先には美しい若狭湾が広がっています。ちょうど西向きに湾が開

いているため、海に沈んでいく夕日をのんびり眺めることができます。

自然の家がある若狭湾の海は、透明度が高

く、海と山が隣合わせになっている自然豊か

なところです。そんな美しい海や自然を、ぜ

ひ地域の子供たちに体験してもらいたいと考

えて、平成 年度から幼児を対象とした体験

活動に取り組んでいます。

事業がスタートする前は、自然の家では、

幼児の利用がほとんどありませんでした。本

日もこちらにお越しいただいておりますが、

自然の家の元事業課長で、現在、小浜市のや

まなみ保育園の園長をされている大森和良先

生の後押しがあり、この事業を立ち上げるこ

とができました。また、小浜市子ども未来課

の協力もいただき、市内の公立私立幼稚園、保育園、認定こども園の園長先生が一堂に会

する「おばまっ子教育保育連絡協議会」も立ち上がり、市内全園での取り組みとして、本

事業を実施することができています。

国立中央青少年交流の家

国立若狭湾青少年自然の家
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事業の狙いは、①自然と触れ合う楽しさやおもしろさを子供たちに感じてもらう、②海

をより身近なものとして感じられるようにする、③海や自然との触れ合いを普段の保育に

取り入れるきっかけをつくる、という３点です。

この事業は、子供たちは思い切り遊び、先

生方は安心して子供たちを遊ばせられる、と

若狭町の全22園、計387名の子供たちが自然の家に遊びに来てくれました。

子供たちには海に入る前に安全に関する話をします。大人がしっかりチェックしながら

全員にライフジャケットを着てもらっています。準備体操が終わると、子供達は歓声を上

げながら海に入っていきます。海に入っていく様子は、ひとりひとり様々です。恐る恐る

慎重に行く子もいれば、一気に足の届かないところまで行く子もいます。職員が先に沖の

ほうに泳いで行って、子供たちに安心感を持ってもらうようにすることもあります。

沖には、いかだが設置されています。その

いかだから飛び込んでみようとする子がいま

す。大人が「飛んでごらん」と声をかけ、最初

の子供が飛びこむ様子を見ると、次々に飛び

こむ子が出てきます。慎重な子は、足から海

にそっと入りますが、中には、頭から飛び込

んでいる子もいました。プールでは、今、飛

び込みが禁止されているところがほとんどで

す。しかしながら、この海の深さは３メート

ルぐらいあるので大胆に遊ぶことができま

す。

いう機会と場所を自然の家が提供することに

より、“子供たちを海という自然に放つ”と

いった意味合いを込めて実施しています。“子

供達を自然に放つ”というのは、我々自然の

家の設立当初の理念と同じです。また、近頃

は、過度な日焼けなどの心配からプールが好

まれ海水浴客が減っているという話もありま

す。海に面しているこの地域の子供たちには、

せめて、一回でも美しい海に触れる体験をし

てほしいと思っています。今年の夏は、小浜

市のほかに若狭町とも連携しながら、小浜市、

（２） 幼児でも海を思い切り体験できる

海の中を見ると、子供たちは泳ぎを習って

いないと思うのですが、手足を上手に動かし

て、前に進み、どの子もとても気持ちよさそ

うに泳いでいました。

少し寒くなると、ボランティアの学生に砂

をかけてもらい、砂の温かさを感じ、気持ち

よさそうに寝ている子もいました。また、砂

齋藤 雄 氏

事業のパンフレット

浜を“大きな砂場”のようにして、砂や流木でお城をつくって遊んでいる子もいました。

海に入るだけが、海の体験ではありません。砂の温かさを感じたり、砂遊びをしたり、こ

のような海との関わり方も大切な機会と考えています。

浅瀬や岩場では子供たちは箱眼鏡を使って

海の中を覗いていました。「魚がおる！」と

大きな声で教えてくれる子もいたり、ヤドカ

リやカニを夢中で捕まえている子もいました。

また、友達と一緒に手をつないで、波打ち

際に寝転がって、体全体で波を受け止めて、

どんと飛ばされることを楽しんでいる子たち

もいました。

海の深いところ、浅いところ、砂浜、岩場、

波打ち際など様々な場所でいろいろな遊びを

している子どもたちの姿がそこにはありまし

た。

お昼は、お弁当や食堂での食事をみんなで

食べ、その日一日、子供達は終始笑顔で過ごすことができていました。

（３） 子供たちの「わくわくする気持ち」の目覚め

本事業に参加した園の先生方の感想を幾つか紹介します。

・自然の中で心と体が解放され、友達と楽しそうにかかわる姿があった。

・はしゃぐことの少ない女の子が意欲的にどんどん動いていた。ふだんとは違う姿が

見られて驚いた。

・友達の楽しそうに遊ぶ姿に、自分もやってみようという姿勢が見られた。

・友達同士で声をかけ合って、怖くないよ、おいでよ、そんな声をかけ合っている子

がいた。

・波にのまれて泣いてしまった子がいたが、友達が遊んでいる様子を見て、また遊び

に戻っていった。

という子供たちの様子や変化に対する記述が多数ありました。さらに、

・集団でこういう体験をする、園全体でやるというのが非常にいい経験だった

・海に関心がなかったが、園に戻ってからも、子供たちの話の中に海が出てくるよう

になった

というように、園単位として活動することの良さに触れる記述もありました。

本事業では、海の体験の前後で絵を描いてもらい、絵の変化を読み取る調査を実施して

います。子供たちが描いた海の生き物に注目してみると、描かれている生き物が増えた絵

もあれば減った絵もあります。そこには、子供たち一人ひとりがどのように海で遊んだか

が影響していると考えられます。生き物をたくさん捕まえた子は、その様子を描いたり、

海で遊ぶのが楽しかった子は海が大きく描かれるようになったのではないでしょうか。ま

た、全体的に、人と海との距離が近くなっている絵も多く見られます。やはり自分が海に

入ったという感覚が、絵に表現されているのだと思います。

最も変化があった絵は、体験前は少し空想的なものだったのが、波が描かれていたり、

人が描かれたり、生き物が水の中にいたりというように具体的な、体験的な絵に変わって

海で遊んでいる様子
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齋藤 雄 氏

事業のパンフレット

浜を“大きな砂場”のようにして、砂や流木でお城をつくって遊んでいる子もいました。
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海で遊んでいる様子
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いました。また、最も印象が変わった絵は、体験前は線だけで描かれていた絵が、人や波

などが具体的な形として描かれる絵になっていました。

海の体験を通した子どもたちの絵の変化について先行研究を調べたところ、海での様々

な体験が、子供たちの「センス・オブ・ワンダー」、つまり「わくわくするような気持ち」

を目覚めさせ、いきいきとした描画になっているのではないかという考察をされている調

査（１）がありました。今回の絵の変化も、子供たちが、海を体験して、海を知って、海を

感じて、自然のダイナミックさに気づき、友達と楽しく過ごしたことで、子供たちの「セ

ンス・オブ・ワンダー」が刺激されたことが影響しているのだと思います。

このような体験を通して子供たちが知ったことや感じたことは、知識や技術の基礎、ま

たは、生きる力の基盤になっていくのではないかと考えています。

（４） 継続的に子供たちに体験してもらうために

課題としては、自然の家職員の幼児期の子供たちの理解を深めることが挙げられます。

我々はつい自分たちが作ったプログラムをやらせることに集中してしまいがちですが、幼

児期の子供たちを対象とした事業を行う中で、子供たちが安心して自由に遊べる機会と場

を準備すること、つまり、環境の構成がとても大切だと気づかされました。子どもたちが

主体的に自由な発想で遊べる環境とはどのようなものか、今後も検討を深めていきたいと

思います。

幼児期の子どもたちの海の体験活動では、ライフジャケットの着用が非常に有効的だと

いうことが分かりました。希望があれば、いつでもライフジャケットの貸し出しができる

ような準備を進めていきたいと考えています。

こうした体験の機会を１回のイベントとして終わらせない工夫も必要です。本事業では、

秋には山での体験をしたり、冬には各園に出向き周辺の地域を活用して子供たちと遊ぶ機

会を設けています。このような機会も大切にし、先生方と一緒に子供達の体験活動を深め

ていきたいと思っています。園の先生方は、子供たちが体験したことを、お便り等で保護

者の方に頻繁に伝えています。我々もこうした取組をしていることを、地域に向けて発信し

ていきたいと思います。

（ １ ） 渡 部 か な え 海 野 義 明 海 辺 の 自 然 体 験 活 動 後 に 子 ど も が 描 い た 絵 画 の 質 的 分 析 海 洋 人 間 学 雑

誌

プログラム参加前と参加後の絵の変化

参加前 参加後

幼児期の海の体験活動については、平成 年度から、機構本部と国立の海型施設 施設が

連携し、 プロジェクトを立ち上げ、幼児期の子供たちを対象とした試行事業を実施した

り、その実践を持ち寄り勉強会を開催したりして、継続した取り組みをしています。本年

度末には、取組をまとめたプログラム集を発行することとしています。

最後になりましたが、本日は、私たちと事業を一緒に実施しているやまなみ保育園の大

森園長先生に来ていただいておりますので、短くなりますけれども少し現場の声をお話い

ただきたいと思います。

○大森 小浜からやって来ました大森です。

私は、現在、やまなみ保育園というところ

に勤めております。この事業を通して、子供

たちの目が丸くなり、わくわくした気持ちが

生まれました。そして、それがふだんの生活

にもいろいろ影響を与えていると思います。

また、自然の家のプログラムのダイナミッ

クな活動や、さらに、自然の家の職員が園に

来てもらい地域でどんな活動ができるかを実

際に目の当たりにすることで、保育士が、今

まで「危ない、危ない」と言って実施するの

をためらっていた活動を、「やってみよう」

と言い出すなど、保育士自身の活動のキャパシティーが広がりました。

このような活動を小浜市全体また若狭町というより広域で実施することによって、保育

園の園長、保育士たちが、みんなで体験を積み重ねてきております。その結果、地域全体

として自然体験の重要性が共有でき、研究を積み重ねていこうという意識が生まれ、今年

は自然体験をテーマに研究会を行う予定です。レポートを持ち寄り、自然体験のことを熱

く語り合うという雰囲気が出ています。そういった観点からも、ナショナルセンターとし

ての自然の家のサポートは、本当にありがたいと思います。

○齋藤 以上で発表を終わらせてもらいます。御清聴、どうもありがとうございました。

２．山の環境を生かした自然体験活動

（１） 森の中での自由な遊び

○室井 こんにちは。国立磐梯青少年交流の

家（以下、「交流の家」という。）の室井で

す。皆様には、山の環境を生かした自然体験

活動ということで、日々子供たちが交流の家

に来て遊んでいる様子を主にお伝えしたいと

思います。

簡単な自己紹介ですが、私の母は保育士で

して、幼少期、母に連れられて、田んぼのあ

ぜ道または山の中でたくさん過ごして、心地

よさも心地悪さも感じた人間です。私は機構

で勤務している中で、この感覚をぜひ子供た

ちに伝えたいと思い、約 年前から本格的に 国立磐梯青少年交流の家

大森 和良 氏
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ていきたいと思っています。園の先生方は、子供たちが体験したことを、お便り等で保護

者の方に頻繁に伝えています。我々もこうした取組をしていることを、地域に向けて発信し

ていきたいと思います。
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森園長先生に来ていただいておりますので、短くなりますけれども少し現場の声をお話い
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○大森 小浜からやって来ました大森です。
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たちの目が丸くなり、わくわくした気持ちが

生まれました。そして、それがふだんの生活

にもいろいろ影響を与えていると思います。

また、自然の家のプログラムのダイナミッ

クな活動や、さらに、自然の家の職員が園に

来てもらい地域でどんな活動ができるかを実

際に目の当たりにすることで、保育士が、今

まで「危ない、危ない」と言って実施するの

をためらっていた活動を、「やってみよう」
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このような活動を小浜市全体また若狭町というより広域で実施することによって、保育

園の園長、保育士たちが、みんなで体験を積み重ねてきております。その結果、地域全体

として自然体験の重要性が共有でき、研究を積み重ねていこうという意識が生まれ、今年

は自然体験をテーマに研究会を行う予定です。レポートを持ち寄り、自然体験のことを熱

く語り合うという雰囲気が出ています。そういった観点からも、ナショナルセンターとし

ての自然の家のサポートは、本当にありがたいと思います。

○齋藤 以上で発表を終わらせてもらいます。御清聴、どうもありがとうございました。

２．山の環境を生かした自然体験活動
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○室井 こんにちは。国立磐梯青少年交流の

家（以下、「交流の家」という。）の室井で

す。皆様には、山の環境を生かした自然体験

活動ということで、日々子供たちが交流の家

に来て遊んでいる様子を主にお伝えしたいと

思います。

簡単な自己紹介ですが、私の母は保育士で
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森の中で子供を遊ばせる取り組みを、保育の先生方と模索してきました。

交流の家は、磐梯山の中腹にあり、正面に猪苗代湖が見える場所に立地しています。標

高はおよそ メートルで、町の８割は森林または田畑という自然豊かなところです。東日

本大震災の時には、会津地域であることから放射線量の影響も少なく、震災後もすぐに遊

び場が継続されていた地域です。

交流の家では、敷地をぐるっと１周回ってくるコースに、自然物でつくった遊具を設置

して、子供たちと一緒に遊んでいます。

活動の裾野を広げるためにチラシをつくり、

近隣の園に伺いながら、先生方に「一緒にや

りましょう」とお誘いして、自然物で遊具を

つくりました。身近な環境の自然物を活かし

て遊具を作製することを主にしています。奇

抜な遊具は、資金の関係もあり設置はできま

せんので、自然物を使っています。

遊ぶ中で保育士も見本となって遊んでくれ

ることが、子供たちに非常にいい影響を与え

ています。また、小さな丸太が２本隣同士に

設置された丸太渡りがあるのですが、子供た

ちは自然と子供たち同士で遊びをつくっていきます。

子供が少し緊張する、まだ少し難しいだろうという環境も設定しています。自分のでき

ることに興味を持った子供たちが、試しながら少しずつ遊びを深めていきます。難しいチ

ャレンジを経て、子供なりにできたという喜びや達成感が得られます。これらは揺るがな

い自己有能感につながっていくのではないでしょうか。

また、大人たちが、木の切り株をどう活用しようかと迷っている中でも、子供たちは、

登ったり、重ねたり、転がしたりと、大人の想像を大幅に超える子供の豊かな感覚がある

ということも、森の中で遊んでいると気づきます。

もう一つうれしいのは、子供が本能的に遊んでいることです。広ければ走りまわり、何

かあれば登ってジャンプし、ありのままの姿で遊んでいます。このようなシーンをつくっ

てあげることが非常に大切であると感じています。

例えば、岩は、初め危ないだろうなという

認識もありました。しかし、よく見てみると

子供は、少し不気味がったりしますが、触り

たいという意欲にかき立てられ、自分で確か

めます。実際に触れて確かめるためのよい物

的環境にもなっています。

また、保育士には子供たちが登ってジャン

プする姿をよく見てほしいと考えています。

子供たちの遊んでいる姿を見て、保育士がリ

アルタイムにその行為に応答していくことが

大切です。先ほどの齋藤さんの話にありまし

たけれども、何かプログラムをさせるという

ことではなく、子供たちが遊んでいる姿に私
「こどもの森」で保育士とともに遊ぶ様子

交流の家にある「こどもの森」

たち指導者や保育士が寄り添っていく、そんなことを意識して森の中で遊ぶことが大切で

す。

とはいえ、自然の中で活動することは、普段の日常生活の中にある環境とは異なるので、

子供は子供なりにストレスを抱えると思います。そのため、ほっとする保育者の存在があ

ったり、日が当たって暖かかったり、子供が群れて安心する場所もつくります。子供たち

はここに少し寄ってくると、また２～３分して森の中に木登りに行ったり、岩をジャンプ

と活動を広げていきます。

（２） 自然が目覚めさせる有能感

もう一つ、私たち交流の家では、磐梯山登山を実施します。もちろん幼児が山頂に行く

ということではありません。山麓に登るという形になりますが、子供たちは自分の足で歩

くことが必要です。登山は、“自分の力で歩くしかない”という必然的な環境だと保育士

と認識を共にしています。この環境が子供を成長させます。山道の歩きにくさ、不自由さ

は日常生活の中では、なかなか得にくいものです。自然環境そのものが、子供が自ら考え、

少しでも工夫をし、さまざまなことに力を発揮していく場面を与えてくれます。

「どこを通るの？」という子供の問いには、「自分で考えて通っていいよ」と声をかけ

ます。そうすれば、自己決定の場がたくさん得られます。そんな繰り返しができれば、子

供はそれぞれに工夫をしていきます。初めは棒を持って、危ないな、振り回さないかな、

少しネガティブに捉えがちでしたが、何と子供はそれを杖にして、自分の支えとして登っ

ていきます。

ある子からは、「いいよ。僕の（杖）を使

って」という発言もみられ、子供同士が助け

合うという関係性の芽生えが明確に現れてい

ます。坂道がきつければ、仲間を思いやる気

持ちも育まれます。自然の中では、画一的な

人間関係でなくて、本当に感じたことをぽっ

と発言できる、相手の話を聞いてあげる、そ

んな人間関係が生起しているのです。

山の中で味わう達成感、充実感は、「でき

た」という有能感や、みんなと一緒に登った

という連帯感を生じさせ、ご家庭に帰っても

子供は親に「みんなと一緒に登ったよ」とい

う発言がかなり多くの家庭で聞かれたそうで

す。また、このようなことは今でも子供たち

の記憶に残っているでしょう。

さらに、自然の中にはたくさんの植物があります。植物を介して子供同士がつながると

いうこともあります。例えば、タンポポをふっと吹いたときに、みんなが喜んで来てくれ

たというような体験です。虫もたくさんいますので、自分の興味に沿って、知りたい、も

っと見たい、触りたい、そんな感情も生起します。植物に興味がある子は、見て、触って、

嗅いで、確かめて、直接自分の諸感覚をフルに発揮して確かめられるというところに、大

きな意義があると思います。子供たちは口でも、甘い、酸っぱいを確かめます。こんなヒ

ヤッとした経験もありました。ある子は気付くと、ホオノキの実を口にくわえていました。

子供同士が助け合う関係性が芽生える
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その２時間後、口がぱんぱんに腫れてしまいました。その腫れたという体験を経て、彼は

もう二度とそれをしません。安全面に十分に配慮することは必要ですが、子供自身で直接

体験ができることも重要です。

そして、町にはいないヤマナメクジも発見します。ナメクジを持っている彼は、「これ

を持てるぜ」と少し優位に立っているようです。自分ができたという体験を経て、有能感

をはぐくむ一つのきっかけになるのではないでしょうか。

本当に自然の中は豊かな遊びの宝庫だと感じています。一人一人の興味関心に即した物

的環境があるということをとても感じます。

また、子供たちの遊びが終わって２日目の朝に、体験が学びにつながっているなと感じ

た瞬間がありました。子供たちが、施設の壁の掲示物を見て、「これ、昨日見たよ。これ

だね」と歓声をあげていました。「知っている、うれしい、もっと知りたい」というさら

なる意欲を生むのです。同時に、体験が記憶に深く残っていくのではないかと感じていま

す。

子供たちには体験した後、絵を描いてもらいました。ある女の子は、絵のセンターに大

きな幹を描きました。木登りをした、昆虫を発見した。かなり強烈なイメージが彼女の中

に残ったと感じます。「体験が心情に響いた」表れではないでしょうか。

（３） 保育者と保護者の理解

豊かな自然環境は、まさに「センス・オブ・ワンダー」の世界であり、子供の感性が十

分に刺激されます。また、自然発生的な状況に子供が自分で対応していき、自分の興味や

関心に沿って自分の遊びを展開することができます。

年間に１回よりも、年間を通して自然体験

活動を実施することにより、子供たちは葉っ

ぱの色の移ろいなど四季の変化も感じ取りま

す。また、森になれてくることでできること

が増え、創意工夫の幅が広がります。さらに、

危険予知能力が非常に高まります。「ここ、

危ないよ」という言葉が子供たちの中から出

ています。指先から足の先まで生身で自然を

感じているでしょう。

さらにエピソード考察や写真によるふりか

えりまで一緒に取り組んだ保育園の先生方自

身の自然や子どもへの理解が深まりました。

子供たちをよく観察し、その思いをよく聞き、

緩やかな関係性や子どもへの援助ができるよ

うになりました。アンケートには、「子供の力を再発見しました。」という記述がありま

した。信じて見守る。または応答していくときの幅の広がりが生まれたようです。

最後になりますが、園庭と森には違いがあります。初めて問い合わせのある園からは、

遠足的な感覚で「スライダーとかブランコがありますか」と問われます。そうした場合、

「そうした道具はありませんが、思いっきり体一つで自然の中で遊びましょう」と話しま

す。「子どもが主体的に遊ぶ」や「何のために森で遊ぶのか」という狙いを明確にするこ

とは非常に重要です。また、一度、子供の保護者から施設に「どんぐりがいっぱい入って

室井 修一 氏

いて虫が出てきた」という電話が入ったことがあります。「子供たちは楽しみに持ってい

ったと思いますよ、しからないでくださいね」という話をしました。保育者の保護者への

丁寧な説明と保護者の理解が必要となります。

保育者、保護者の理解と協力を得ながら、今後とも幼児が自然体験をすることによって

得られる感性や創意工夫の幅が広がるような取り組みを実施していきたいと考えています。

３． 都市の環境を生かした幼児の自然体験活動

（１） 都会の真ん中で四季を感じる体験

○樋口 今回は、青少年教育研究センター企画室長補佐としての取り組みではなく、渋谷

区にある国立オリンピック記念青少年総合センター（以後、「オリセン」という。）をフ

ィールドに、業務外のソロプロジェクトとして展開している「『きせつ×おんがく×そと

あそび』プロジェクト」について実践報告をいたします。

はじめに、このプロジェクトの始まりをお話しします。私ごとですが、昨年度１年間、

育児休業を取得しました。その間、５歳の娘と過ごした丸１年間が、私におもに三つの大

きな影響を与えました。

一つ目は、体験に携わる大人が育児休業を

とったときには気をつけなければいけないこ

とがあるということです。それは「体験の押

し売り」です。何故かというと、私は、せっ

かくだからこの機会に子供に体験をさせなけ

ればいけないという事で頭がいっぱいで、と

にかくイベントを探しては参加させていまし

た。ところが、あるイベントの帰り道、娘か

ら言われました。「お父さん、帰ったら公園

にで遊ぼうね。」と・・・。あれ、今、遊ん

できたのではないの？、と頭をパコーンとた

たかれた気分になったことがありました。

二つ目は、これまで休日にしか見ていなかった子供と 時間一緒にいる中で気づいたこ

とです。子供の成長については、これまでは発達年齢とか発達段階とかといった観点から

考えてきたのですが、そういうものとは別に、子供は、一日一日大きく成長していくとい

うこと、子供にとって、１週間あったらできることが山のように増えているということで、

その成長から目を離せないということです。

そして三つ目は、季節というものを意識する一年間であったということです。季節はど

んどん過ぎていく。更に、子供は、季節や自然と繋がった歌がとても好きなのだというこ

ともわかりました。こうした季節の移ろいと歌と遊びの中で、日々大きくなっているとい

うことを肌で感じました。

そんな気づきや体験の使命感から、大人もぼ～っとしていられないぞとなり、先ほどの

ように次々と体験を提供し続け、一つ目の気づき「体験の押し売り」になってしまったの

かもしれません。

さて、生活の場に目を向けてみる機会も圧倒的に増えました。例えばスーパーマーケッ

トです。そこには、たくさんの季節があふれていることに気がつきました。今の季節で言

えば、ちょうどお団子がいっぱい並んでいます。月見団子、そこにススキが並んでいたり

樋口 拓 氏
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します。これからはハロウィンもあると思います。親子でそれを購入して季節のものを口

にすることも大切な体験です。しかし、それは商業ベースの季節の消費体験と考えられな

いかと思ったのです。

機構が行った「子供の四季を通したふだんの生活に関する調査」（平成 年）によると、

商業ベースに乗ったイベントについては、９割以上の子供が体験をしている。一方で、伝

統的な日本の遊びや体験というものは３割以下になっています。日本には自然や生活と結

びついた、多様な季節行事がたくさん存在します。子供たちが、これらに触れることは、

季節の循環や自分を取り巻く環境を知り、他者や他の生き物とのふれあいの場や機会とな

り得るのに、これはとてももったいないのではないかと考えました。

（２） 身近な街角にある自然を活かす

さて、子供の「公園で遊びたい」、「お父さん、自転車でなくて歩いて幼稚園に行きた

い」と言う子供の目線に立ち、子供のスピードで歩いて初めて気がついたこともあります。

それは、幼稚園の登園の道すがら、公園の道端、街角には子供にとっての自然がたくさ

んあふれているのだということです。風や日差し、草木、花、虫、鳥が子供にとっての大

自然で、私の娘にとってはそれが毎日の幼稚園へのお土産だったのです。道端のいわゆる

雑草の草花を見るたびに「これとっていい？」「あれもとっていい？」と聞かれ、「いい

よ」と応えると先生のところに持っていった。そうか、これが子供にとっては十分な自然

とのふれあいなのかもしれないなと感じました。

昨年度、機構が幼稚園の先生方を対象に、改訂幼稚園教育要領の研修会を開催し、その

参加者のアンケートの回答中に、「自然体験不足」、「指導に不安あり」ということが挙

げられておりました。機構の施設が立地するような大自然の中に行き、そこで指導を行う

場合には課題が多いかもしれません。しかし、街中や園庭で行うには、そこまで不安にな

らなくてもいいのではないかと思います。

「お父さん、これ見て」と言われたときに、私は最初「これ、○○だよ」と説明してあ

げていましたが、子供は余り反応しないのです。そういうときに親はどのように反応すべ

きだったのでしょうか。一つわかったのが、たった一言、答えてあげればいいのかなと。

ネコジャラシをいっぱい手にして「お父さん、これ、見て」と言われたら、「これはネコ

ジャラシだね」と応えるよりも、「おっ、いいね！」と、これだけで良かったのです。そ

うしたら満足し、笑顔で幼稚園に行きました。つまり、こうした場面においては、指導力

や体験の不足ではなく、子供に寄り添える共感力の重要性を実感しました。

ところで、都市部では、いわゆる自然体験プログラムの参加機会はありません。そこで、

身近にある街角の自然に目を向け、ある程度意図的・計画的に構成されたプログラムに参

加することも重要であろうと考えました。体験の機会を探し続けたわけですが、幼稚園児

対象の自然体験イベントがなかなか見つからなかったのです。

今年度中に機構から、「『青少年教育関係施設基礎調査』報告書」平成 年度調査の結

果が公表されます。その中で、６年前と比較し、自治体が行う幼稚園児対象事業は格段に

ふえているのです。ところが、我々家庭からすると、まだ届く範囲にないというのが実情

です。実際に事業を実施している方に話を聞いてみると、「幼児対象は難しいな」とおっ

しゃいます。なぜなら、幼児は小学生を対象にするのとは少し訳が違い、小学生用のプロ

グラムノウハウをそのまま流用すればできるものではないからだそうです。安全面を考え

てしまい事業に集中できない側面がある。また、幼児が事業内容に興味が持てない、とい

う懸念があるからなのだそうです。しかし、このように課題が見えているならば、これに

取り組み、解決策を示さなければ、幼児の身近な自然体験活動は広まらないだろう。では、

それを私がやってみようと、本プロジェクトを始めたわけです。

（３） 事業の体験を日常につなぐ

本プロジェクトでは、二つの方向性を設定しています。一つは、家庭教育への支援。そ

れから、幼稚園、保育所、こども園、民間・公立の施設等の実施主体への支援です。そし

て更に、２つの方向性を踏まえた取り組みのポイントをまとめています。

我々は、今まで子供の体験の重要性を必死に訴えてきました。既に重要性は理解いただ

いていると思うのですが、大人への動機付け、大人も楽しめますかという課題もあると考

えています。幼児期における自然体験をはじめとした外遊びの場や機会をつくるのは、保

護者や保育者である大人達ですから、大人や保護者が楽しいと感じ、「外に行こう」とい

う気持ちになれば、当然そこに子供もついてくるのではないでしょうか。

私たちは今まで、ファミリー事業という枠で、家族対象に主に自然の中での非日常性を

主題として事業を行ってきました。これからは、そこに一手間加えて提供する必要がある

と考えています。つまり、子供を取り巻く季節を考慮し、その自然の移ろいや仕組み、生

活とのつながりを体験する、日常性と継続性の中で保護者も一緒に楽しめるファミリー事

業です。

個別ではない、季節の循環の中にある一つの事業、そういったものができないだろうか。

単発ではなく、家庭の日常の中にそれを位置づけ、継続的にできないだろうか。来年も、

再来年も、子供の成長とともに、親子が一緒に楽しんで体験できないだろうか。それは私

たちの事業が、自然の楽しさを伝えるとともに、家庭での再現性というものを担保しなけ

ればいけないということだと考えました。そうした事業運営のノウハウをきちんと形式知

化し、皆さんに伝えていこうというのが、プロジェクトのポイントとなります。これを整

理したのが、「子どもを取り巻く季節循環と都市の自然、プロジェクト位相」です。

子どもを取り巻く季節循環と都市の自然、プロジェクト位相
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円グラフ、もしくは曼荼羅のようなものになっています。一番外側が春夏秋冬の季節で

す。私たちの日本には二十四節気という素敵な考え方があります。元々は、中国から輸入

されたものですが、長い歴史の中で風土に根ざした独自の発展を遂げ、今も存在していま

す。１年を 分割しており、見事にその時々の季節の特徴をあらわしているのが二十四節

気です。その二十四節気の内側に、いわゆる年中行事を並べています。さて、次の点線の

内側からが重要なポイントになります。「梅が満開」「ツクシが出た」等が書かれていま

す。これは、オリセンの中で何が起きたのかというものを記録しています。円にして表し

たのは、季節循環の中で、また来年も起こる自然現象であるからです。そして、その中側

の星印が、本プロジェクトとして、実際に事業として企画・実施したものです。

子供を中心に置いたとき、季節の流れは一番外側で回っていきます。そこに子供たちが

暮らす地域や場の自然や行事があります。その自然を活かし、行事や子供の生活をつない

でいく仕掛けが事業になるだろうと思っています。だからこそ、季節と生活を題材にし、

且つ家庭の日常に繋がり、継続的に関わることが出来る企画が大事になるのです。

（４） 雑草も含めた植物との触れ合い

春のオリセンでは、ツクシが出てきて、桜が満開になります。桜の後にはサクランボが

できます。そのサクランボを使って、子供たちはままごとのような遊びをしています。足

元を見ると、クサイチゴというものがいっぱい咲いています。この自然環境は、渋谷区の

中にある緑地の一光景です。

そして、この春の時期に、子供のためのお花見企画をしてみました。桜は、花ではなく、

枝煮詰めていくとこんなきれいな桜色が出るのですが、子どもたちに、「実験、どんな色

が出るのかな」と実験ごっこをやったらおもしろいかな、ハンカチを染めたら幼稚園に持

っていってもらえるかな、花びらを集めてみようと、いろいろとオプションを用意して企

画しました。子供たちが一番楽しかったと言ってくれたのは「花びら集め」でした。「桜

の花びらなんか集めたことがないよ」と言って、ずっと遊んでいましたいました。

保護者の皆さんたちは「花びら集め」のと

きには、子どもたちの遊ぶ姿を見ながらハー

ブティーでも飲んでもらおうと思っていたの

ですが、子供たちは、集めた桜の花びらや葉

っぱを保護者の皆さんのコップの中に入れて、

飲んで飲んでと嬉しそうに「お茶」を入れて

あげていました。そう言われた保護者の皆さ

んは必死に飲んでいました。これは意図して

いたわけではありませんでしたが、子どもた

ちの遊びの中で発生したもので、それはそれ

で、親子共々とても楽しかったようです。

この光景からは、意図的・計画的なプログ

ラムの中で、幼児の場合は非構成的で自由度

の高い活動の時間を必ず入れないと、主体的

なものにならないのであろうと考えました。

ゴールデンウィークぐらいの季節、二十四節気でいうと「立夏」の頃には、足元を見る

とカエデやケヤキ等の街でよく見る木々の芽、木の赤ちゃんがいっぱい育って出てきます。

木の赤ちゃんの写真（左上）と

苔玉の写真（右下）

これはオリセン内ではありますが、街路樹の植え込み、園庭の隅にも気をつけてみるとこ

うした木の赤ちゃんが顔を出しています。この季節のこれらの自然を活用して、苔玉の森

をつくろうというイベントを企画・実施しました。この苔玉を家の中に持ってきたら、家

の中で、紅葉、落葉、新芽のサイクル、四季の循環が見られるのです。「場所は離れてい

ても、親子で遊んだオリセンという場所と家庭がこの苔玉の森でつながるよ」というもの

です。今でも子供たちは、「お水をあげなきゃね」と言いながら継続して育ててくれてい

るそうです。このイベントは５月ですから、半年ぐらいたってもきちんと育ててくれてい

ますね。

次は、これはアジサイです。３年前に 家族ぐらいが一緒に植えてくれたもので、今、

このようになっています。現在は、オリセンの「あじさいの小径」として位置づけ、植え

てくれたご家族は、毎年見に来てくれているようです。

これは、梅雨の季節から夏前までにみられるお花です。都市部では、なかなか原っぱは

見られませんが、原っぱやちょっとした緑地に咲いています。いわゆる雑草と言われてい

る植物も、そこに焦点をあてることによって十分な遊びの材料になります。これはアカバ

ナユウゲショウという植物ですけれども、子供たちに人気で、アカバナ、アカバナとみん

な名前は覚えてくれました。

夏にはハギが咲いたり、セミの羽化も見られます。

続いて、 月初め、二十四節気でいうと「小

満」にあたりますが、「うめしごと」という

日本の古くからある季節行事をイベントとし

て企画・実施してみました。オリセンの中に

は梅の木がひっそりと、しかし、堂々と生え

ています。梅の木を前に、あるお父さんが「梅

はこんなふうになっているのか！」とすごく

びっくりしていました。棒で突っついて梅の

実をとり、梅ジュースをつくったのですが、

「来年もやってみたいです」と家族で言って

くれています。「つくった後に 週間は毎日ひ

っくり返してね」という宿題を設定し、子ど

もたちはみんな、一生懸命ひっくり返してく

れたそうです。

「夏至」の頃には、オリセン内の原っぱにはきれいな雑草の草花が咲いており、これを

使って蜜蝋のボタニカルキャンドル、野の草場スワッグをつくったりしました。保護者の

皆さんにも楽しんでもらいたいということから企画しましたが、特にお母さんたちから「本

当にうれしい」と言っていただきました。普段、この活動の中で、子供だけではなく、大

人達にも、「お花を摘む」という経験がないということがわかりました。とても興味深か

ったエピソードがあります。それは、「私は今までとても生きづらかった。なぜだろうと

思ったら、最近はお花をとってはいけない風潮になっている。でも、今回、子供のころに

自分がやっていたことを思い出しました。自信を持って子供とやっていきたいです」とお

っしゃっていたお母さんがいらしたことです。

確かに、最近は「草花をとらずにそっと見つめておきましょう」が、保全とか保護とい

うことになっているのかもしれません。しかし、自然を愛する心を育てるためには、触れ

うめしごとの写真
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円グラフ、もしくは曼荼羅のようなものになっています。一番外側が春夏秋冬の季節で

す。私たちの日本には二十四節気という素敵な考え方があります。元々は、中国から輸入

されたものですが、長い歴史の中で風土に根ざした独自の発展を遂げ、今も存在していま

す。１年を 分割しており、見事にその時々の季節の特徴をあらわしているのが二十四節

気です。その二十四節気の内側に、いわゆる年中行事を並べています。さて、次の点線の

内側からが重要なポイントになります。「梅が満開」「ツクシが出た」等が書かれていま

す。これは、オリセンの中で何が起きたのかというものを記録しています。円にして表し

たのは、季節循環の中で、また来年も起こる自然現象であるからです。そして、その中側

の星印が、本プロジェクトとして、実際に事業として企画・実施したものです。

子供を中心に置いたとき、季節の流れは一番外側で回っていきます。そこに子供たちが

暮らす地域や場の自然や行事があります。その自然を活かし、行事や子供の生活をつない

でいく仕掛けが事業になるだろうと思っています。だからこそ、季節と生活を題材にし、

且つ家庭の日常に繋がり、継続的に関わることが出来る企画が大事になるのです。

（４） 雑草も含めた植物との触れ合い

春のオリセンでは、ツクシが出てきて、桜が満開になります。桜の後にはサクランボが

できます。そのサクランボを使って、子供たちはままごとのような遊びをしています。足

元を見ると、クサイチゴというものがいっぱい咲いています。この自然環境は、渋谷区の

中にある緑地の一光景です。

そして、この春の時期に、子供のためのお花見企画をしてみました。桜は、花ではなく、

枝煮詰めていくとこんなきれいな桜色が出るのですが、子どもたちに、「実験、どんな色

が出るのかな」と実験ごっこをやったらおもしろいかな、ハンカチを染めたら幼稚園に持

っていってもらえるかな、花びらを集めてみようと、いろいろとオプションを用意して企

画しました。子供たちが一番楽しかったと言ってくれたのは「花びら集め」でした。「桜

の花びらなんか集めたことがないよ」と言って、ずっと遊んでいましたいました。

保護者の皆さんたちは「花びら集め」のと

きには、子どもたちの遊ぶ姿を見ながらハー

ブティーでも飲んでもらおうと思っていたの

ですが、子供たちは、集めた桜の花びらや葉

っぱを保護者の皆さんのコップの中に入れて、

飲んで飲んでと嬉しそうに「お茶」を入れて

あげていました。そう言われた保護者の皆さ

んは必死に飲んでいました。これは意図して

いたわけではありませんでしたが、子どもた

ちの遊びの中で発生したもので、それはそれ

で、親子共々とても楽しかったようです。

この光景からは、意図的・計画的なプログ

ラムの中で、幼児の場合は非構成的で自由度

の高い活動の時間を必ず入れないと、主体的

なものにならないのであろうと考えました。

ゴールデンウィークぐらいの季節、二十四節気でいうと「立夏」の頃には、足元を見る

とカエデやケヤキ等の街でよく見る木々の芽、木の赤ちゃんがいっぱい育って出てきます。

木の赤ちゃんの写真（左上）と

苔玉の写真（右下）

これはオリセン内ではありますが、街路樹の植え込み、園庭の隅にも気をつけてみるとこ

うした木の赤ちゃんが顔を出しています。この季節のこれらの自然を活用して、苔玉の森

をつくろうというイベントを企画・実施しました。この苔玉を家の中に持ってきたら、家

の中で、紅葉、落葉、新芽のサイクル、四季の循環が見られるのです。「場所は離れてい

ても、親子で遊んだオリセンという場所と家庭がこの苔玉の森でつながるよ」というもの

です。今でも子供たちは、「お水をあげなきゃね」と言いながら継続して育ててくれてい

るそうです。このイベントは５月ですから、半年ぐらいたってもきちんと育ててくれてい

ますね。

次は、これはアジサイです。３年前に 家族ぐらいが一緒に植えてくれたもので、今、

このようになっています。現在は、オリセンの「あじさいの小径」として位置づけ、植え

てくれたご家族は、毎年見に来てくれているようです。

これは、梅雨の季節から夏前までにみられるお花です。都市部では、なかなか原っぱは

見られませんが、原っぱやちょっとした緑地に咲いています。いわゆる雑草と言われてい

る植物も、そこに焦点をあてることによって十分な遊びの材料になります。これはアカバ

ナユウゲショウという植物ですけれども、子供たちに人気で、アカバナ、アカバナとみん

な名前は覚えてくれました。

夏にはハギが咲いたり、セミの羽化も見られます。

続いて、 月初め、二十四節気でいうと「小

満」にあたりますが、「うめしごと」という

日本の古くからある季節行事をイベントとし

て企画・実施してみました。オリセンの中に

は梅の木がひっそりと、しかし、堂々と生え

ています。梅の木を前に、あるお父さんが「梅

はこんなふうになっているのか！」とすごく

びっくりしていました。棒で突っついて梅の

実をとり、梅ジュースをつくったのですが、

「来年もやってみたいです」と家族で言って

くれています。「つくった後に 週間は毎日ひ

っくり返してね」という宿題を設定し、子ど

もたちはみんな、一生懸命ひっくり返してく

れたそうです。

「夏至」の頃には、オリセン内の原っぱにはきれいな雑草の草花が咲いており、これを

使って蜜蝋のボタニカルキャンドル、野の草場スワッグをつくったりしました。保護者の

皆さんにも楽しんでもらいたいということから企画しましたが、特にお母さんたちから「本

当にうれしい」と言っていただきました。普段、この活動の中で、子供だけではなく、大

人達にも、「お花を摘む」という経験がないということがわかりました。とても興味深か

ったエピソードがあります。それは、「私は今までとても生きづらかった。なぜだろうと

思ったら、最近はお花をとってはいけない風潮になっている。でも、今回、子供のころに

自分がやっていたことを思い出しました。自信を持って子供とやっていきたいです」とお

っしゃっていたお母さんがいらしたことです。

確かに、最近は「草花をとらずにそっと見つめておきましょう」が、保全とか保護とい

うことになっているのかもしれません。しかし、自然を愛する心を育てるためには、触れ

うめしごとの写真
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て、とって、食べてみるとかの楽しい思い、さらには若干の草花や昆虫等の生きものを実

際に手にしてみるような経験もしないと、本当の意味で、自然を楽しみ、愛することはで

きないのかもしれません。

秋になると、クズの花も咲いています。クズは都市部の空き地や緑地の邪魔者にされが

ちですが、日本古来の植物で生活の中にも根ざしており、これを使った遊びも企画してい

ます。また、最近は、ぽつぽつではありますがキンモクセイが咲いて、ほんの少しいい香

りが漂ってきています。このキンモクセイの香りを題材にした遊びも考えられますね。

こうした身近な自然は、皆様の園や公園にも必ずあるのではないかと思います。

最後の報告になりますが、先日、季節の消

費体験ではなく、本当の季節の体験として、

お月見団子をつくり、オリセンの中にある秋

の七草を集めて飾りをつくる遊びを企画・実

施してみました。お父さん、お母さんが素敵

な笑顔で取り組んでくれましたし、子供たち

は、お団子を作る際のこねこね、まぜまぜが

とても楽しかったようです。でき上がったお

餅を親子でうれしそうに食べて、「こんなこ

とが都心の中でもできるのね」「今年のお月

見は○○ちゃんとお母さん、お父さんの手作

りだね」と語り合ってくれていました。

（５） 季節のサイクルと組み合わた年間プログラム

さて、先ほどの「子どもを取り巻く季節循環と都市の自然、プロジェクト位相」ですが、

実は余り難しいものではなくて、春、夏、秋、冬の季節ごとに円の内側に、皆さんそれぞ

れのフィールドにおいて、それぞれの季節に見られる自然現象を埋めていくことでつくる

ことが出来ます。つまりこれは、「この季節のこの自然を使ってどんな遊びをしましょう

か？」と考えるためのいわばワークシートのようなものになります。もう少し、精査、検

討した上でいろいろな場面で活用してもらえたらと思っています。

今年度はとにかく取り組んでみようということで進めていますが、今後の課題としては、

①活動内容の成果・効果の検証、②大きな集団での活動方法の検証という二つを考えてい

ます。今年度は、フィールドの資源を発掘し出来そうな活動を結びつけてプログラム化す

ることに注力しましたが、もう少し活動の効果や成果を検証しなければいけないと考えて

います。また、多くても 家族程度を対象として実施していますので、もう少し大規模な集

団で実施となったときにどうなるのか、その際のプログラムの運営方法についての検証は

できておりません。

以上、都市部における四季の中で、家族が一緒に遊ぶには、ということで、実践報告を

させていただきました。

お月見団子ワークショップの写真

【第二部】 座談会「幼児期の自然体験活動の意義と効果」

登壇者 無藤 隆 白梅学園大学大学院特任教授

井上 美智子 大阪大谷大学教授

馬場 耕一郎 おおわだ保育園理事長、厚生労働省保育専門調査官

先﨑 卓歩 文部科学省初等中等教育局幼児教育課課長

司会 吉田 伊津美 東京学芸大学教授、国立青少年教育振興機構理事

○吉田 それでは、第二部を始めます。本日の座談会では、「幼児期における自然体験の

意義と効果」をテーマに、今後の課題等を検討していきたいと思っています。本日は、

名の先生方に御登壇していただきます。

お一人目は、幼児教育・保育をご専門とされている白梅学園大学大学院特任教授の無藤

隆先生です。

お二人目は、国の行政の立場から、幼児教育に関する施策立案、支援等によりその振興

を担っておられます文部科学省初等中等教育局幼児教育課の先﨑卓歩課長です。

続きまして、幼児期の環境教育が御専門の大阪大谷大学教授の井上美智子先生です。

最後は、実際に保育園を運営されている立場から様々な実践をなさっているおおわだ保

育園理事長で厚生労働省保育専門調査官の馬場耕一郎先生です。

１．幼児期における自然体験の意義

○吉田 はじめに、幼児期の自然体験の意義について、先生方からお話をいただきます。

まず、無藤先生は、子供と自然とのかかわりについて、発達心理学や保育研究の中でさ

まざまに御検討されてきました。例えば、「科学の対象」や「芽生え」としての幼児の自

然とのかかわり、保育における幼児と自然とのかかわり、園における自然環境のあり方な

どについて、各方面で御発言をされております。そうした観点から、幼児期の自然体験の

意義についてお話をいただきたいと思います。

（１） 自然の複雑さが生むおもしろさや楽しさ

○無藤 幼児期の自然体験ということなので

すけれども、そもそも人間にとって、という

ところから始めたいと思います。人間は当然

ながら生物であり、そういう意味では自然の

一部です。また、人類の歴史・進化の過程を

考えてみれば、当然ながら自然環境の中で誕

生し、進化してきました。

ただ、人類は、その中で家とか、地域とか、

道路とか、人工的な環境をつくり、自然を言

わば制御しながら暮らしてきました。それが

近代あるいは特に 世紀から 世紀へと進化

が進み、むしろ人工的な環境の中で暮らすこ

とのほうが増えたわけです。

その結果、より安全で快適な環境が整い寿命も延びました。しかしながら、環境の“お

無藤 隆 氏
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