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はじめに
　子どもたちが実際に見て，触れて，匂いを嗅ぐ

など，五感を働かせて自然との関係性を作り出し

ていくことは，自然に対する見方や感じ方，考え

方を醸成し，自然の中の美しさや面白さ，生命に

対する畏敬の念，自然との調和の大切さを知るた

めに大変貴重な機会となると言われている（星野，

2000）。

　そのため，子どもたちが身近な自然と触れ合う

ことは，未就学児における健全で豊かな発達を促

すために重要な役割を担うと思われるが，この

ことは，近年の教育要領等からもうかがえる。例

えば，厚生労働省の保育所保育指針では，保育の

目標の１つとして，自然などへの興味や関心を

育て，豊かな心情や思考力の芽生えを培うことを

掲げている（厚生労働省，2017）。また，文部科学

省の幼稚園教育要領では，幼稚園修了までに育つ

ことが期待される生きる力の基礎となる心情，意

欲，態度などを示した「ねらい」の中に，「身近な

環境に親しみ，自然と触れ合う中で様々な事象に

興味や関心をもつ」ことが示されている（文部科

学省，2017）。　

　このように，自然体験活動は，保育や幼児教育

において重要な役割を期待されているため，保育

所や幼稚園および認定こども園などでの自然体験

活動の充実や環境整備の必要性についての認識が

高まっている。

　亜熱帯・海洋性気候の沖縄県は，日本本土とは

大きく異なる固有の自然環境・生態系を有してお

り，数多くの貴重な動植物が生息・分布する豊か

な自然環境を持っている。しかし，沖縄県の人口

の８割は都市部である沖縄島中南部地域に集中し

ている（沖縄県，2008）ため，交通の便や安全面な

どを考慮すると，幼稚園内の園庭や隣接した公園

などの身近な自然を使った自然体験活動が実施し

やすいであろう。そこで，身近な自然を使った自

然体験活動を，幼稚園や認定こども園などが実施

するための支援活動の一環として，幼稚園教諭に

むけた自然体験活動に関するワークショップを実

施した。本報では，実践内容と活動評価，自然体

験活動を実施する際の問題点等について報告す

る。

実践内容
１．ワークショップの概要

　幼稚園教諭にむけた自然体験活動に関するワー

クショップは，幼稚園・認定こども園の教諭を対

象にした教職２年目研修の中で行った。本ワーク

ショップは主に，「野外で気を付けたい生物ワー

ク」，「運命の葉」，「セミの抜け殻観察」の３つの

ワークで構成した。ワークショップの実施日時，

講師，場所，日程等の詳細は，以下に示す。

　日時：2019年８月16日（木）10:15 ～ 11:45

　講師：中村 元紀（沖縄県立球陽高校 生物教諭）

１ 沖縄県立球陽高等学校・球陽中学校
２ 琉球大学グローバル教育支援機構
３ 那覇市立森の家みんみん
４ 琉球大学大学院教育学研究科
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　場所： 沖縄県立総合教育センター

　　　　IT教育棟１F

　日程：本日の流れ説明等（10:15 ～ 10:25）

　　　　 野外で気を付けたい生物ワーク（10:25

～ 10:45）

　　　　運命の葉（10:45 ～ 11:15）

　　　　セミの抜け殻観察（11:15 ～ 11:35）

　　　　まとめ，アンケート記入（11:35 ～ 11:45）

２．参加者について

　ワークショップには，沖縄県内の幼稚園または

認定こども園に採用されて２年目になる教諭59名

が参加した。参加者の基本属性および勤務市町村

については以下に示すとおりである（表１，表２）。

３．ワークショップで使用した教材

⑴　野外で気を付けたい生物

　道端や公園，園庭などの身近な自然の中でよく

見られる動植物の中から，毒性のある生物を選定

し，対処法と共にカードにした（表３）。対象とし

た生物には，成長段階（幼体と成体など）や，部位

（葉と花など）によって形態が異なるものがある

ため,１種の生物に対して２種類の「生物カード」

（例：葉と花，幼体と成体）がある。また，危険な

生物に触れてしまった場合の対処法を示した「対

処法カード」も作成した。

性別 回答数 ％

男性 ６ 10.2 

女性 53 89.8 

計 59 100.0 

年齢 回答数 ％

20 歳代 32 54.2 

30 歳代 18 30.5 

40 歳代 ７ 11.9 

無回答 ２ 3.4 

計 59 100.0 

勤務園 回答数 ％

幼稚園 22 37.3 

認定こども園 37 62.7 

計 59 100.0 

教職経験（臨任含む） 回答数 ％

１～５年 34 57.6 

６～ 10 年 16 27.1 

11 ～ 15 年 5 8.5 

16 ～ 20 年 1 1.7 

21 ～ 25 年 1 1.7 

26 ～ 30 年 1 1.7 

無回答 1 1.7 

計 59 100.0

表１．参加者の基本属性

地域 勤務市町村 回答数 ％

北部
国頭村 1 1.7 

大宜味村 1 1.7 

中部

金武町 6 10.2 

沖縄市 1 1.7 

宜野湾市 2 3.4 

中城村 2 3.4 

南部

浦添市 3 5.1 

与那原町 2 3.4 

那覇市 14 23.7 

南風原町 2 3.4 

豊見城市 1 1.7 

南城市 1 1.7 

八重瀬町 2 3.4 

糸満市 5 8.5 

島嶼
（離島）

伊是名村 1 1.7 

伊江村 1 1.7 

渡嘉敷村 1 1.7 

宮古島市 1 1.7 

石垣市 4 6.8 

竹富町 1 1.7 

与那国町 1 1.7 

無回答 6 10.2

合計 　　59 100.0

表２．参加者の勤務市町村
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⑵　運命の葉

　ワークショップ前に会場周辺を散策し，ワーク

で用いる葉を採集した。採集する葉は「鋸歯が顕

著に見られる」「葉脈が明瞭である」「触り心地が

ざらざらする」など形態的に特徴のある葉を10種

選定した（表４）。

⑶　セミの抜け殻観察

　事前に７～８月に末吉公園でクマゼミおよび

リュウキュウアブラゼミの抜け殻を合計250個採

集した。個体数はクマゼミが158（オス82，メス

76）個体，リュウキュウアブラゼミが92（オス44，

メス48）個体だった。

生物名 危険な理由や部位等 対処法

アフリカマイマイ 寄生虫（広東住血吸虫）
触った手で目などを触らないようにし，手

を石鹸でしっかり洗う。

オキナワキョウチクトウ 樹液（アルカロイド）

樹液を触ったら石鹸で手を洗う。粘膜に入

ると患部が赤く腫れ上がるので，樹液がつ

いた手で目などを触らないようにする。

キイロスズメバチ 刺す（複数の毒）

一旦その場から離れる。患部を流水でよく

洗い流す。患部を氷などで冷やして様子を

見て，ひどいようなら皮膚科を受診する。

キョウチクトウ 樹液（アルカロイド）

樹液を触ったら石鹸で手を洗う。粘膜に入

ると患部が赤く腫れ上がるので，樹液がつ

いた手で目などを触らないようにする。

クワズイモ 樹液（シュウ酸カルシウム）

樹液を触ったら石鹸で手を洗う。粘膜に入

ると患部が赤く腫れ上がるので，樹液がつ

いた手で目などを触らないようにする。

シリケンイモリ 体液（テトロドトキシン）
触った手で目などを触らないようにし，手

を石鹸でしっかり洗う。

タイワンキドクガ 毒針毛（複数の毒）

ガムテープなどで入念に患部とその周辺に

ついた毛を取り，石鹸をつけてよく洗い流

す。抗ヒスタミン軟膏を塗る。ひどい場合

は皮膚科を受診する。

ニチニチソウ 樹液（アルカロイド）

樹液を触ったら石鹸で手を洗う。粘膜に入

ると患部が赤く腫れ上がるので，樹液がつ

いた手で目などを触らないようにする。

ヒトスジシマカ 吸血（唾液）

患部を掻かずに冷やすなどして痒みを抑え

る。ステロイド配合のかゆみ止めはよく効

くが多用しない方が良い。

表３．ワークで取り上げた「野外で気を付けたい生物」とその対処法（生物名は50音順）
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４．ワークショップ実施内容

⑴　野外で気を付けたい生物ワーク

　本ワークは，身近な自然で出会う可能性が高

く，毒性のある動植物とその対処方法について学

習することを目的に実施した。まず４人１組で

グループを組み，グループごとに生物９種（１種

につき２種類のカードがある）と対処法９種類の

カードを配布する。次に，参加者はグループ内で

協力しながら，生物種と対処法の組み合わせを考

える作業を行う。動物の場合は「幼体・成体・対

処法」の組合せを，植物の場合は「葉（または実）・

花・対処法」の組合せを考え，正しいと思われる

組み合わせを決めて各カードを並べる（図１）。各

班の作業が終了した段階で，講師は組み合わせを

解答しながら野外での対応について説明を行っ

た。

植物名 形態的特徴

アコウ
葉身は楕円形で先端は短く尖り，基部は円形である。鋸歯は無い（全縁）。

葉の裏は葉脈が顕著に隆起している。

イヌビワ 葉身は卵状楕円形で先端は尖り，基部は心形である。鋸歯はない（全縁）。

オキナワシャリンバイ

葉身は倒披針形または狭楕円形で先端は鋭頭またはやや鈍頭，基部は鋭

形～円形である。やや波状の鈍鋸歯がある。裏面をみると網目状の葉脈

がみられる。

ガジュマル
葉身は倒卵形～長楕円形で先端は短く尖り，基部は鋭形～鈍形。鋸歯は

無い（全縁）。葉柄は１cm 程度。葉全体は葉脈が不明瞭。

クワノハエノキ
葉身は卵状長楕円形～卵形で先端は長く鋭く尖り，基部は広いくさび形

または円形である。葉身を触るとやや硬い。

ソウシジュ

葉身のように見える部位は，葉柄が扁平で披針形となり葉身のようにみ

える。先端は丸みをおび，葉縁は裏にやや反り返り，葉脈は凹んで裏面

に隆起する。

ハマイヌビワ
葉身はやや光沢があり楕円形で先端は短く尖り，基部は中肋を軸として

左右非対称の鋭形である。鋸歯は無い（全縁）。

ホソバムクイヌビワ

葉身は楕円形で先端は尾のように長く尖り，基部は中肋を軸として左右

非対称の鋭形である。鋸歯は無い（全縁）。葉身や葉柄には点状の毛があ

るため，触るとざらつく。

ホルトノキ

葉身は倒披針形または長楕円状披針形で先端は鋭形，基部も鋭形である。

縁には低い鈍鋸歯がまばらにある。裏面は淡緑色で中肋が突出し，やや

赤みをおびている。葉は紅葉する。

ヤマグワ

葉身は卵状広楕円形で先端は短く尾のように尖り，基部は切形または浅

心形である。縁に粗い鋸歯がある。成長段階によっては深裂した葉身が

みられる。

表４．運命の葉として用いた植物種（50音順）
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⑵　運命の葉

　本ワークは，自分で選んだ葉を，五感を用いて観

察し，身近な自然を観察する視点を学習することを

目的に実施した。まず,４人１組でグループを組み，

グループごとに10種の葉が入ったビニール袋を配

布。参加者は袋の中身を見ずに葉を１枚とり，その

１枚を「運命の葉」として詳しく観察を行う。　

　実際に観察をはじめる前に，植物形態学上の葉

についての解説と五感を用いた観察方法のレク

チャーを行って観察のため観点を示し，その後，

参加者は形態的な特徴や，触り心地（触覚），匂い

（嗅覚），色（視覚）など様々な観点から観察を行っ

た（図２）。

　一通り観察を終えたら葉の上に白紙を載せ，色

鉛筆でこすり出しを行い，さらに詳細に葉の表面

構造の観察を行った（図２上）。そして，こすり出

しをした用紙をグループ内で見せ合い，観察した

内容も含めて自分の運命の葉がどのような特徴を

持った葉なのか紹介し合った。

⑶　セミの抜け殻観察

　本ワークは，セミの外部形態を細かく観察する

ことで，身近な自然を観察する視点を学習するこ

とを目的に実施した。まず，講師がセミの幼虫の

種とその雌雄の判別に必要な外部形態的特徴を説

明した。参加者は４人１組でグループを組み，グ

ループごとに種や雌雄がランダムに入った30個の

抜け殻を配布した。参加者はグループ内で協力し

ながら，抜け殻の外部形態を観察し，種と雌雄の

仕分けを行った（図３）。

図１．野外で気を付けたい生物ワークの様子 図２．運命の葉ワークの様子

図３．セミの抜け殻観察の様子
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実施内容の評価

　本実践の評価を確認するために，ワークショッ

プ修了後にアンケート調査を実施した。各アン

ケートには，自然体験活動の充実に向けた意見な

どを問う設問の他に，自由記述で本ワークショッ

プの感想も記入してもらい，今後の活動の参考と

した｡また，ワークショップの評価に関する各質

問項目については５段階評価法で問い，｢とても良

い・良い・普通・少し悪い・悪い｣の順に５点から 

１点まで配点し，回答者の評価を点数化して集計

した｡ 各項目の評価平均点を以下に示す（表５）。　

　今回のワークショップは，全ての質問項目にお

いて評価が4.9以上のスコアを示しており，参加

者はワークショップの内容を好意的に評価してい

た。自由記述の感想には，「身近にある植物や虫の

対処法などを詳しく知ることができ，葉っぱの紹

介も自分なりに出来て楽しかったです。」「視点に

なるものがあるのとないのとでは，見つけられる

ものも違ってくる。宝物さがし実際にやってみた

いと思います。」「葉っぱ１つ１つに匂いがあった

こと。また，葉っぱの表と裏で匂いが違うことに

気が付けて嬉しかった。園庭遊びや散歩でこうい

うことを視点に入れて保育したいと思いました。」

などの各ワークショップを好評する感想や，自然

体験活動をする際に視点をもって活動を行うこと

の重要性を学んだことが読み取れる記述が多く

あった。これらのことから，今回のワークショッ

プの内容は，幼稚園教諭に自然体験活動を指導す

る際に有効であると評価できる。

　また，アンケートの中で，自然体験活動に関す

る研修にどのような内容を求めるか質問したと

ころ，「身近な生き物についての知識」が38.9％で

最も多く，次いで「身近な自然での遊びや遊び方」

が27.8％であり（表６），今後のワークショップで

は，これらのニーズを満たすような内容の開発も

必要である。

おわりに

　自然との触れ合いは幼児期に体験すべき大切な

学習の機会であるため，子どもたちに自然体験活

動の機会や場を用意することの重要性がさまざま

な研究で指摘されている（山本ら，2005；井上・

無藤，2007ほか）。自然体験活動を実施すると考え

た場合，自然豊かな環境で活動させることは重要

だが，子どもたちの多くは，都市部で生活してお

り（総務省統計局，2018），沖縄県においても，人

口の８割は都市部である沖縄島中南部地域に集中

している（沖縄県，2008）。

　そのため，多くの子どもたちにとっての身近な

自然環境は，道端や公園，園庭など市街地の中に

ある小さな場所である。イベント的に豊かな自然

がある場所へ出向いて体験的活動をすることも大

切なアプローチの一つだが，自然環境との関係を

表５．各質問項目における参加者の評価

表６．自然体験活動研修で知りたい内容

問番号と質問内容
評価平均

（±標準偏差）

問１．本日の研修は面白かったですか。 4.97（± 0.18） 

問２．本日の研修は分かりやすかったですか。 4.98（± 0.13） 

問３．自然体験をする際に必要な観点や注意事項に関する知識は得られましたか。 4.93（± 0.25） 

問４．この研修全体を通してどのような印象を持ちましたか。 4.93（± 0.25） 

問５．今後もこのような研修の機会があれば参加したいですか。 4.93（± 0.25） 

知りたい内容 回答数（％）

生き物の知識 21（38.9）

遊び・遊び方 15（27.8）

職員の自然体験 7（13.0）

その他 7（13.0）

安全面指導 4（ 7.4）

合　計 54（100.0）
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構築していくためには，日常の中で恒常的に自然

環境と関わりをつくるアプローチも必要となる。

予算や安全面などを考慮すると，幼稚園や保育園

などで何度も遠出することは難しい。そのため，

日常的にできる自然体験活動を充実させていくこ

とは重要であろう。

　本ワークショップ後に実施したアンケートの自

由記述では，「葉っぱ１枚で活動を広げられてい

たので，子どもたちとすぐに楽しめそうだと思い

ました。セミの知識も今すぐにでも子どもたちに

教えたいです。」といった，本ワークショップ内容

が現場で活用できることがうかがえる感想がみ

られた。また，「もっと視点の作り方を知りたい」

とった感想がみられた。

　本ワークショップで使用した身近な自然を活用

した教材があることで，幼稚園等での自然体験活

動を促す一つのきっかけになると考えられるが，

その一方で身近な自然には地域によって特性があ

り，提供した教材が使用できない可能性もある。

そのため，幼稚園等で行う自然体験に関する支援

は，教材の提供だけでなく，幼稚園教諭自らが教

材を開発できるようになる事が重要で，そのため

には教材開発の観点などの支援も同時に必要にな

るであろう。さらには，幼児期の自然体験活動を

幼稚園や認定こども園のみに委ねるのではなく，

家庭や公民館，NPOなどの民間団体などで，身近

な自然を活用した自然体験活動を行うなど，地域

コミュニティでの取り組みもあることが望まし

い。そのためには，大学などの研究機関が中心と

なり，幼稚園や各種学校，地域の自治体などと連

携を深めながら，幼児における自然体験活動を支

援していく必要があるのではないだろうか。
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