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自然体験活動の報告
― 自然と遊ぼう

ありんこクラブ

原

口

３年間の活動を通して―

サトミ

A Report on Arinko Club Activity, “
Letʼ
s Play in the Nature”
for Three Years
Haraguchi Satomi

要旨

自然と遊ぼう ありんこクラブ

は活動を始めて４年目を迎えました。保育士、学童保育指導員の経

験の中から
①多くの子ども達に自然の中で体を存分に使って遊ぶ楽しさを知って欲しい
②大人たちに子どもの遊びの大切さを思い出してほしい
③遊び文化を絶やしたくない
④地域で遊ぶことによりやがては地域の環境保全につながってほしい
⑤大人たちに現在の生活や生き方を見つめなおしてほしい
このような願いから夫や仲間達とつくったクラブです。月一回の活動ですが、毎月発行している
聞

ありんこ新

を読んで、都合のつく人が参加するというゆるやかな活動です。野外活動が主な為、保険の関係で会員制

度にしていますが、一般の方への参加を呼びかけて環境教育学習や、上映会などにも取り組んでいます。
本稿はクラブを始めた経緯から現在までの実践報告と、活動の広がりなどをまとめてみました。
キーワード

遊び

自然体験

時間

五感

異年齢交流

１. ありんこクラブ誕生の経緯
遊びをせんとや生まれけむ
けむ

大きく変化した。子どもを取り巻く環境が人工化し、
戯れせんとや生まれ

わが身さへこそ

生活スペースが室内化した。そのため、発達に必要な

動がる

直接体験としての遊びの機会やゆったりとした一人遊

―梁塵秘書のなかの子供を歌った歌謡である。平

びにふける時間を奪い去ってしまった。また仲間集団

安の昔から子ども達は少しの間もじっとしないで元気

の衰退、スポーツ、マスコミにより子どもの遊びに対

に遊び回っていたのであろう。

する嗜好も変化した。

れ

遊ぶ子供の声聞けば

老年パワー

ところが現在、子ども達が外で遊ぶ姿などめったに

しかし、自由に遊べる時間や空間の中で、人工的物

見かけない。声も聞こえない。放課後、校庭で行われ

質がない、自然があるという環境の中で、子ども達は

る遊びも貧弱なものとなり、もう遊ぶことを望まない

実に闊達に遊ぶ。時間を忘れて遊び込む。５年間の学

子どもすら現れていると聞く。

童保育指導員の経験からそのことを十分に知ることが

社会環境の激変にともない、子どもの遊びの形態は

できた。そして同時に自然の中での遊びを通しての自
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然体験が子供たちに及ぼす影響の大きさに驚いた。そ

資料①

ありんこクラブのチラシ

こで子供たちの５年間の変化をまとめてみた。
①

自主的に動くようになった。

②

創意工夫をするようになった。

③

心身ともに開放的になり仲間を受け入れること
ができるようになった。

④

体を存分に動かす、使うようになった。

⑤

失敗を繰り返しながら自分の力としていくよう
になった。

⑥

いろんなことに気づく力(洞察力)がついた。

⑦

自治の力が育った。

大人（指導員）は、始めの３年間は 遊びを伝える
努力をした。しかし、３年を過ぎた頃からは
く見守る

なるべ

努力をした。子ども達に自治が芽生え始め

たからである。
この５年間の時間と空間と仲間の保証の中で子ども
達は大きく変わっていった。しかしこれらはこの学童
という
①

一部の子ども達(親の条件や経済的な面)だけに
与えられたものである。

②

決められた枠だけの広がりに過ぎない。

ことに疑問を感じ、地域の中に時間、空間、仲間を意

３. 会員・構成
発足当初は学童保育に来ていた子どもとその家族、

識的に構築することにより、子どもの遊びや自然体験、

保育士の家族、夫の同級生というメンバーだったが、

子どもによる自治が可能になるのではないか（プレー

しだいにいろんな方たちが加わるようになった。現在

パークの存在）また可能になってほしいという願いか

のメンバーを年齢ごとに分けてみた。資料②

ら夫や仲間達と2000年４月
クラブ

自然と遊ぼう

ありんこ

を立ち上げた。

いろんな年齢層の方が会員である。ありんこ新聞を
読んで都合のつく人が集まるという緩やかな活動にし
ているので、皆が一同に集まるというのではない。そ

２. 活動の目的、ねがい、概要

のたびごとに参加者の顔ぶれが違う。が、活動するに

本来遊びは子どもが自発的、自主的に行うべきもの

は10人〜40人ぐらいがちょうど良い。子どもたちもい

である。だから大人が管理しない空間は出来ないだろ

ろいろな方たちと触れ合うことが出来る。よそのお父

うか。だが、親子のかかわりも大切にしたい。子ども

さんがよその子どもを抱っこしたり、世話をやいたり

が親と一緒に行動したがるのは誕生してからわずか10

しているという姿もたびたび見られる。また年上の子

年間ぐらいのものである。この時期を親子でじっくり

どもが幼い子ども達の面倒をみたりする姿もたびたび

自然の中でかかわってほしい。楽しんでほしい。

である。

相反している願いの中で、親子参加という形をとる
ことにした。高学年は親の了解のもと子どもだけの参
加でも良いことにした。
ありんこクラブ

最近ありんこクラブに入会した方たちにその動機を
聞いてみた。
①

の案内のチラシである。資料①

子どもがゲームばかりしているので自然体験や
外遊びをさせたいから。

②

親があまり自然の遊びを知らないので知りたい

自然体験活動の報告

資料② 会員構成図

（2003年８月現在)

101

人も子どもも一緒になって活動しているのだが、大人
が活動に夢中になったり談笑をしていると、そのうち
に子どもは子どもで集まって遊ぶ。異年齢の集まりが
自然に出来るのである。初めて参加した子どもも、最
初のうちは遠巻きに見ているのだがいつのまにか一緒
になって虫を追いかけたり、棒をもって振り回しあっ
たりと、大人にあまり管理されない空間、時間、仲間
がおのずと出来たのである。子どもの人数が多ければ
多いほど子ども達は活発に遊んでいる。
４. ありんこ新聞
次回のありんこの活動を知らせる為に

ありんこ新

聞（Ｂ４) をだいたい月１回発行している。スペース
を利用して地域の方のエッセイ（百姓徳さんコーナー、
マンスティス語録コーナー）その他イベント情報など
も載せている。今後はいろんな年齢の方の意見交換ス
ペースも設けたいと思っている。市のボランティア団
体に登録している為、毎回紙を持ち込めば印刷させて
もらえるので資金面で助かっている。
ありんこクラブの会員とは別に全国津々浦々にい
と思ったから。

らっしゃる

ありんこの智恵袋さん

にも新聞を届け

③

一人っ子で周りに遊ぶ子どもがいないから。

ている。知恵袋さんは何がしかのご縁があった方々で、

④

主人が単身赴任している為、子どもとだけの生

替わりにその地域の情報（子ども・環境・行政など）

活に息がつまりそうだから。
⑤

子育てが終わり、夫婦で共通の楽しみを持ちた
いから。

を時々寄せてくれる。いろんな地域で こんな活動やっ
てみようかな

と思ってくださる方がでてきてほしい

という願いを込めての試みである。

⑥

子育てが終わり自然の中で過ごしたいから。

⑦

子育ても終わり、仕事も退職し、自分自身楽し
みながら何かのお役に立ちたいから。

資料③④ありんこ新聞１号・36号
５. 今までの活動

⑤⑥⑦の方たちのパワーには驚かされる。このパ

ありんこクラブ単独の活動もあれば、他の主催の行

ワーを地域の中で子ども達の為にもっと生かすことが

事に参加するという形もあれば、ありんこクラブ主催

できないだろうかと思案中である。

で行事を組み一般の方々に呼びかけての活動もある。

日本人の余暇の過ごし方について2000年７月の読売
新聞社の

あなたは休暇や余暇をどのような時間にし

たいと考えていますか

年に一度スタッフで大まかな活動を決め、あとは前回
参加した人たちとの話し合い、あるいは情報などを基

という調査に16.5％が 自然

に臨機応変いきあたりばったり式の、その時に応じて

に親しみたい 3.3％が 地域活動やボランティア活動

次回の活動を決める。そこで2000年４月から2003年９

をしたい

月までの活動をまとめてみた。資料⑤⑥

と答えたそうだ。⑤⑥⑦の方々と同じく、

余暇の過ごし方が変わりつつあることに気づく。
また⑧いろいろな親子の接し方を見られるので将来
の役に立ちそうという独身兄ちゃんもいる。
さて活動を始めてうれしい発見があった。始めは大

活動場所は山・海・川・公園・我が家の庭・我が家
と地続きの畑（借りている）などさまざまである。
農作業はなるべく取り入れたいと思っている。なぜ
なら農業を原点にすることによって人が人間らしく生
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資料③

ありんこ新聞

資料④

ありんこ新聞

自然体験活動の報告
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資料⑤⑥ ありんこクラブの活動内容

きていた時代の知恵を再生、復活できるのではないか

火を使っての料理も我が家での活動の時には極力取

と考えているからである。そしてそのことが環境保全

り入れている。日常の生活の中では全くと言っていい

につながると思うからである。また、農作業にはいろ

ほど子ども達は火とは無縁の暮らしになったからであ

いろな動作が含まれている。子ども達が10歳ぐらいま

る。

でに習得すべき手さばき、身のこなしが多く含まれて
いる。

ネイチャーゲームも活動に取り入れている。慌しい
生活の中で空の色、空気の匂い、木肌の感触、虫の声

それぞれの家の近くの空き地を借りて親子で農作業

など五感を生き生きと働かせ、自然をより身近に感じ

に取り組む、そんな広がりができたらいいと考えてい

るプログラムである。これらの体験は自らの生き方ま

る。

でも見つめる機会となっているようだ。大人が自然を
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意識し、地域の自然やすばらしさに気づく。そしてそ

６年生、中学２年生10.000人を対象に実施した

こから地域の風土や地域独特の文化を知り、さらに自

もの体験活動等に関するアンケート調査

分の生き方や地域を考え、行動を起こす。そんな可能

料⑦

性を秘めた活動につながるのではないだろうかと期待
している。以下、ネイチャーゲームを含んだ自然体験
活動後に寄せられた感想である。

子ど

がある。資

どの項目も３年間のありんこの活動の中でほぼ取り
組んでいる。
さて９月のありんこの活動は映画

森の学校

を自

(H13.11.27中津市ＰＴＡ女性部研修会にて）

主上映する予定だ。この映画は河合雅雄氏の 少年動

○目を閉じて３分間静かに聞こえてくる音を数えた

物誌

時、心がとても安らいだ。

が原作である。作者が少年時代（昭和10年代）

自然の中で生き生きと遊んだ様子が描かれている。そ

○自分の身の回りにはまだまだたくさんの自然があ

こで文中から当時の子ども達が体験した自然体験を抜

り、自然の物で一日中遊べるんだと痛感した。

き出してみた。これを今回映画を観に来てくださった

○枯葉を集めてこすり合わせると枯れ葉の匂いがし

方々に、体験したことがあるかどうかアンケート調査

た。子どもの頃の懐かしい気持ちを思い出した。
○仕事や家事などに追われ、今日のようにゆっくり
した時間がないことに気づいた。週一回でもいい
からのんびりする時間をつくろうと思った。

を試みる予定にしている。資料⑧
昭和10年代と平成10年の体験の項目を比較してみて
気づいたことは、昭和10年代の子ども達は、
①

子ども達だけの自然体験がとても多い。

②

昆虫とのかかわりが多い。

③

植物とのかかわりが多い。

○何気なく見過ごしている事が生活の中に多いだろ

④

複雑な体の動きの体験が多い。

うなと気づいた。自然の音、匂いなどにもう少し

⑤

危険な体験が多い。

○もっと我が子にも自然とふれあいをもたせてやら
なきゃと感じた。

注意していれば、もっとたくさんの事を感じるこ
とが出来るでしょう。
○体を動かす、体験することの素晴らしさを知った。
何も出来ないと思っていた自分が何か出来そうだ
と勇気づけられた。
○身近な自然を知ろう。ゆっくりと過ごす時間をつ

資料⑦ 文部省 子どもの体験活動に関するアンケー
ト調査 の結果
【自然体験をしたことのない小・中学生の割合】
次のような体験が ほとんどない

くろうと思った。木の実の味をしっかり覚えてお
こう。
○自分の幼少時代に記憶がもどりとても懐かしかっ
た。
○

車社会にどっぷりつかっているなぁ

と感じた。

自分にゆとりを持ち、すべてにプラス発想できる
ように努力したいと思った。
○車社会の中でこれからはなるべく外を歩き、体で
風や太陽や匂いを感じ取りたい。
○五感を働かせることの大切さを発見した。
○限られた時間の中で本当に自然に触れることがで
きた。自分も自然の中の一員なのですね。
６. 自然体験についてのアンケート
平成10年に当時の文部省が全国の公立小学校２、４、

資料：全国の公立小学校２、４、６年、中学校２年生
10,000人を対象に調査 子どもの体験活動に関
するアンケート調査 平成 10年度文部省（当時）

自然体験活動の報告

資料⑧

⑥
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自然体験のアンケート用紙

残虐な体験が多い。

ようになった。

単なる過去の探求にとどまらず、大人に昔の子ども社
会や子どもの力を思い出してもらい、今我々大人に出

８. 活動での問題点とこれから

来ることは何なのかを考える機会にしてもらいたい。

３年間の活動を通じての問題点を考えてみた。

また現在の子ども達の視点から昔の子ども達と自分達

①

の違いは何なのかを自ら意識する機会としてほしい。

高学年になり社会体育に参加する機会が多くな
り、ありんこクラブに参加する時間が少なくなっ
た。

７. ありんこ活動のひろがり

②

ありんこクラブを始めたことによりいろいろな広が
りができ始めた。
①

社会で認識する必要がある。
③

保育士の研修会の講師という形で子どもの自然
体験の大切さを保育士たちに伝える機会ができた。

②

PTA の研修会や子育て広場で親たちに自分達

子ども達が自分の責任で遊ぶということを大人
帰宅部と言われる中学生にもっと参加を呼びか
けたい。

④

一般に呼びかけての活動は、集客が大変である。
広報の方法を考えたい。

これからの方向として、現在この地域では小さな公

然体験、遊びの必要性を感じてもらえる機会がで

園が点在している。しかし活用されていない。なぜな

きた。

ら子どもにとって面白くもおかしくもない、また自由

③

の子ども時代を思い出してもらうことにより、自

小学校の総合学習や親子レクレーションに講師

に遊べる場ではないからである。もっと子どもの視点

という形で、小学生に自然の気づきを伝えられる

で子ども達自身が創っていく空間にしていきたい。そ
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こで
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