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2021 年度 ソニー幼児教育支援プログラム 

「科学する心を育てる」～豊かな感性と創造性の芽生えを育む～ 保育実践論文 優良園 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「考える子が育つ保育」の探究 
season2 

「強い子、やさしい子、考える子」が育つ保育２． 

２０２０～２０２１ 

「考える子が育つ保育」は「科学する心」も育む。 

子ども、教師、保護者が共に主体となってよりよい未来をつくる、  

工夫とアイデアがある保育実践から考える。 

 

滋賀県大津市立伊香立・真野北幼稚園 
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１、はじめに  地域のこと、幼稚園のこと 

  

伊香立・真野北幼稚園は大津市北部の隣接した２つの小学校区を通園区域とする市立幼稚

園である。かつてはそれぞれの園で保育をしていたが、伊香立幼稚園の園児数が減少したこ

とから日常的な交流保育がスタートし、平成 26年度からは子どもたちの遊びや経験がより

豊かになることを願い、完全合同保育となり２園の子どもたちが共にすごしてきた。令和 3

年度に伊香立幼稚園の廃園が決定したため、真野北幼稚園を伊香立・真野北幼稚園とし 1園

に再編された。 

私たちは、目指す幼稚園像を「子ども、教師、保護者が共に主体となってよりよい未来を

つくる」～地域・人・自然とのつながりを大切に、学び育ち合う幼稚園～とし、大津市でも

少ない 2つの学区の子どもたちが暮らす幼稚園として、それぞれの学区の地域性、文化、人

材を生かした、特色・独自性のある園づくりを保護者との連携を生かしながら進めている。 

 

２、「考える子が育つ保育の探究」と「科学する心を育てる」 

～ 園内研究の取組から ～ 

（１）昨年度の取組 

 昨年度、新型コロナ禍の中、休園となった園で私たちはあらためて幼児を取り巻く課題に

向き合いつつ、どのように子どもたちを育てていきたいのかという大きな視点を研究メンバ

ー全員で深く考え、教育目標を「強い子、やさしい子、考える子」と新たにした。 

幼稚園教育の基本となる主体的な活動である遊びを中心に、教育目標の具現化を目指して

保育を進めていくにあたり、園内研究テーマを 

「考える子が育つ保育の探求」とし、教育目標～ 

目指す子どもの姿～に向かって、子どもたちが自ら

環境に関わり学び育つことを願い、メダカが泳ぐ 

ビオトープ、丸太でつくる小径、ミニたんぼなど、

豊かな地域環境を園内にも取り入れるなどの工夫を

進めてきた。 

研究構想では、安心、安定した心持ちや関係を基

盤にして、様々な事象や遊びにであい、夢中になり、

友達や教師と関わりながらより発展・充実させてい

くことの楽しさが、考えようとする意欲につながる。

考えたことでより遊びが楽しくなったという達成感

を味わい、意欲と成果が幾層にも積み重なっていく

ことで「考える力」が育まれると仮定し、「子ども

たちの主体的な遊びや生活を充実させていくこと」

「そのために教師がどのように関わっていくのか」

ということを視点に、保育事例を中心に研究を進め

てきた。 

令和２年度研究構想図 
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保育実践、研究にあたって「強い子、やさしい子、考える子」という教育目標、「考える

子が育つ保育の探求」という研究テーマは、（私たちが言うのもなんだが）とても優れた 

キャッチフレーズであった。常に保育の中でその視点(フレーム)を通して考えながら子ども

たちと関わるようになり、教員各々が手ごたえを感じ、子どもたちと共に主体となって保育

を楽しみ、保育の質向上にもつながったと感じている。なによりも驚き、うれしさを感じた

エピソードは、卒園式を迎えるにあたり、証書授与後の卒園児一人一人の一言スピーチで

「強くてやさしくてよく考える一年生になりたいです」らしきことを、何人もの子どもたち

が言ったことであった。（これは決して教師に忖度して言ったことではない。…はずである） 

教育目標が園の(教師の)目標であるだけでなく、子どもたち自身の目標(なりたい自分)にも

なりえるのだという事に感動すら覚えた一年の終わりであった。 

さて、昨年度の担任それぞれが「考える子が育つ保育の探求」の中で学んだことについて

図式化したものが次である。  

私たちが学んだことを

まとめてみました！ 
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考えることは言葉の育ちに支えられると感じる場面が多く、教師の質のよい働きかけによ

り、工夫や協同が生まれ、遊びや生活がより意味のある経験、体験となることを感じた。 

安心・安定した生活を基盤にして、自ら環境に働きかけ、主体となって遊び、楽しさを感

じ、遊びをより楽しくしていこうと考える。そして、考えたことによって、遊びがより楽し

くなっていくという体験を繰り返し、考えようとする意欲や考える力が育ってきた。 

「楽しかった」をエネルギーにして、さらに物事に深く関わり、考え、「明日をもっと楽

しく」「私はもっとステキになれる」と、未来に期待して行動する子どもたちの心の中に

「科学する心」の芽は確かに育まれていたと感じている。 

 

（２）今年度の取組 

「考える子が育つ保育」は、子どもたちが興味関心をもったことに自ら働きかけ、楽しみ、

思い巡らせながら表現したり、行動したりすることや、仲間と共に、試行錯誤し協力して達成

感を味わうといった、「自分たちの遊びをより楽しいものにしていきたい」という、子ども

（たち）が願いを実現させようとする保育実践だと考えた。そしてその実践は「科学する心

の芽」も育てると考え、昨年度の研究を進めてきた。実際、昨年度の論文では、私たちが目

指した「考える子が育つ保育」において「科学する心（の芽）」も育っているのではないか

という事例を紹介することができた。しかし一方で、「科学する心を育てる」こととうまく

関連付けることができていなかった事例もあった。（論文講評より） 

 

あらためて「考える力が育つ」ことが「科学する心を育てる」こととどのようにつながっ

ているのかを、子どもたちの主体的な遊びや生活などの事例から整理・考察すると、 

「不思議だな」「楽しそう」「きれいだな」「どうして？」と、思い感じる心情 

「やってみよう」「ぼくも、わたしも」と、自ら環境や事象に働きかける意欲 

「力を合わせて」「もっと楽しく」「最後まで」よく考え、充実させていこうという態度 

考える力が育つ中で、幼稚園で培いたい心情・意欲・態度が育っていることが見えてきた。

この過程において積み重ねられる様々な願い・経験は、豊かな感性・創造性の芽生えとな

り「なりたい自分へ」「よりよい明日へ」と「未来の自分（たち）に期待する心持ち」

「よりよい明日（の遊びや生活）をつくろうとする意欲や態度」となって、遊びや生活を 

より豊かに魅力的なものにしていった。このことから、私たちは、こういった心情・意欲・

態度が育つ営みを、子どもと教師が共に主体となり深めていく保育が「科学する心を育てる

保育」ではないかと考えるにいたった。 

 

今年度は、子どもたちが自ら環境に働きかけ主体的に遊びや

生活を進めていこうとする保育がさらに充実したものとなるよ

う、教師も主体となって「考える子が育つ」視点で保育を探究

し「科学する心」を考えていく。昨年の学びである「伝え合い

など言葉の力に支えられる『考える』の深化」にも着目してい

きたい。テーマは「継続と発展」、「探求
．．

から探究
．．

へ」である。 
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３、保育実践から考える 

 

Report1. はじめての“であい” ぼくの「はじめの第一歩」   First contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの子どもたちが自分の気に入った場所での遊びを楽しんでいるが、経験は様々で

ある。一人一人のペースで経験できるだけの時間や場所、安心して遊べる環境の保障をどう

していくか･･･先生たちの考えどころである。 

入園してから２ヶ月足らずではあるが、子どもたちはそれぞれにしていることを、おそら

く先生の肩越しから見ていないようで見ている。間接的なであいではあるが、そのようなた

めこみを大切にすることで「楽しそうって思う・してみたいと思う」そんな気持ち（心情）

がじっくりと高まり、「してみる・楽しい」と、自ら働きかけたり、遊びにつなげたりして

いく意欲へとつながっていくのではないだろうか。 

ゆっくりスタートのＡがしたかったことは、この日はできずに終わったが、自分の力で 

一歩を踏み出してほしい。自分が行動してできたことが経験となり、自ら働きかける力とな

ると思う。「どうすればいいのかな…」と思いを巡らせる時間を“見守る”ことの難しさも

感じたが、ゆとりをもって一人一人を見守る先生でありたい。ゆっくりと時間をかけて、 

「考える力」、「科学する心」が芽生える季節を待ちたい。 

みんながしていることもおもしろそうだ･･･。 ５月２７日 

砂場での遊びが楽しくなってきた毎日。これまでは濡れたり汚れたりすることをしなかっ

たＡ。先生と一緒に型抜きが上手にできたというくらいの些細なことでやった！と感じたり、

汚れることが苦手だったりする。 

周りの様子を見て楽しそうだと感じたのか、水がたまった所へ入り、パシャパシャと足踏

みをしたり、濡れていく自分の足や靴を確かめては繰り返し遊んでいる。 

同じ場でＢは赤いバケツで水を持ってきて、何度も流している。その様子をじっと見てい

るＡ。はっとしてＢの後を追いかけ、水道まで行ってみたが、同じようなバケツはなかった。 

道具かごをじっと見て、頭をかきながら考えるＡ。近くにあったお皿や型抜きを手に取る

が、（なんか違うなぁ･･･）と場を離れ、元の場所でまた水に足をつけて遊んだ。 
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 初めてのであいを何とかいいであいにしたいと

いう願いをもって関わった。 

様々なであいの中で「ハッ！ほら！見て！」と驚

き、発見した小さな出来事に応えてもらえるうれし

い時間を逃さない、子どもにとってうれしい先生で

ありたい。そのような先生たちの思いが、子どもた

ちのはじめてのであいを「うれしいであい」にして

いく。 

 先生が言葉にせずとも、表情やリアクションでの

やりとりや雰囲気を楽しむことでも一人一人のうれしさにつながっていく。「ぺたっ、ぺたっ、

ぐふふふふっ」と、心で感じたことを音、声にして表す２人。共感しあいながら遊ぶ中で言

葉のやり取りにもつながり「考える力」を支えていくのではないだろうか。 

泥遊びはおもしろい。泥をさわる、手がうつる、していることに対して何かしらの反応が

起こる。「楽しかった！もっとやりたい！」繰り返しの中で確かめ、共感し、遊びはより楽

しくなっていった。「自分が何かをしたら、ものごとは変わっていくんだ！」～なりたい自

分へ、よりよい明日へ～の、はじめの第一歩をふみだしている。 

３歳児の毎日。素材とのであい方には個人差があり、じわじわ広がったり、積み重なった

りしている。一人一人の遊びのペースで、遊び始め～盛り上がり～終わりがある。十分に一

人一人が自分のしている遊びに満足できるように、ゆったりと時間を流してやりたい。その

ことが、一人一人のであいを保障し「不思議、楽しそう、なんだろう」と感じ、自ら乗り出

していく「科学する心の芽」を育てる土台となっていくのだろう。 

一人一人の心にその子の時間で芽生える科学する心の芽。はじめてのであい、はじめの第

一歩は、まさにその子のタイミング。～みんながその時に同じ経験をしなくてもいいよね～

と思える、そして、そのまま一人一人を認められる心の余裕をもっていたい。 

ぼくたち２人だけ、それもいい、それがいい。 

えっ？泥んこの手がうつったよ！ ６月２５日 

一人一人の遊びのペースを大切にしたいと考え、砂、泥での遊びも長く楽しんでいる。 

ゆっくりではあるが、遊びの経験も増えてきたＡ。先生に誘われ、たまたま触れてしまった

泥に少し困惑気味である。手のひらまで泥が付いたのは初めてのことで、汚れた手を見て、

（こんなになっちゃった…どうしようか…）と思っている様子。 

（なんだか気持ちわるいなぁ･･･）という気持ちのままで終わらないようにしたかったので、

「Ａくん、見ててね」と近くにあった机にぺたっと手形を付けて見せると、（えっ！？）と

いう表情を見せたＡ。 

自分でもぺたっとしてみて、ハッとした顔で（見て！できたよ！）と先生をうれしそうに

見る。泥のある場所と机を何度も行き来し、ぺたっとしてはハッとし、先生のリアクション

を見る。そんな遊びを繰り返し楽しんでいた。 

そばで見ていたＣも真似をしてやってみる。それぞれが泥の所へ行って泥を触っては、机

に戻ってきて手形を押す。繰り返すうちに、たまたまタイミングが合い手形が一緒についた

時、お互いの手型を見て「ぐふふふっ」と笑い合う２人であった。 
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Report２. 子どもたちが主体的に取り組む菜園活動     Innovative efforts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園では自然に親しみ、自然の不思議さや美しさを感じたり、自分たちが育てる栽培物

に愛情をもって関わったりすることができるように、また、生長や収穫を楽しみにしながら

育てるなど、様々な形で栽培活動を取り入れている。本園でも計画的に菜園や鉢植えでの栽

培活動を行っている。 

 

（１）お米プロジェクト ５歳児 ６月～１１月（２０２０年） 

昨年度、５歳児クラスでは栽培計画を子どもたちとの相談から始めることにした。 

「スナップエンドウが終わったけれど、次は何を育ててみたい？」 

何が食べたいかな。どんな野菜が育てられるのかな？などと話している中で 

「おすし食べたいわ。お米にしよう！」「それ、いい！」「サイコーや！おすしやで！」 

まさかのアイデアに思わず苦笑いの担任であったが、思いついたアイデアはやってやろう

じゃないか！新しい保育を模索していた私たちは子どもたちと一緒に「お米プロジェクト」

をスタートさせた。初めての取組にまさに右往左往、額に汗、粘りと根気、仲間との協力。

子どもも教師も楽しみ、がんばった「お米プロジェクト」を以下にまとめる。 

 
①「代かき」 

伊香立学区にお住まいの

方から、田の土を分けて

いただき、「代かき」を

して田をつくる。 

「小さいたんぼやけど、

お米できるかなぁ…」 

②「田植え」 

分けていただいた稲の苗

を３本ずつ丁寧に植える。

「お米ちがうの？稲？」 

「そう、お米は稲の実な

んだって」「大きくなる

といいな」 

③「分げつ」 

茎が増え生長を感じる。

「たんぼの中見てみ、 

なんか動いているで」 

「知ってる！タニシや」 

「どこから来たんやろ」 

田んぼは小動物の世界。 

回想 

幼稚園教員としてとても苦い思い出がある。トラウマといっても過言ではない思い出。 

現在は食中毒等の防止のため、園で採れた野菜などを調理して食べることはないが、まだ、園

での調理が行われていたころのこと。確かタマネギを炒めて食べていたのだと思い起こす。苦手

な野菜を決して食べようとしないＡさんに、「おいしいよ。幼稚園でみんなが育てた野菜だし食

べてみなきゃ」と誘いかけたところ、彼はぶすっとしてこう言った。「それは先生が勝手に育て

た野菜や･･･」 がーーんと打ちのめされた。 

確かに言うとおり、水やりは子どもたちにもさせていたけれど、畑の準備も、草引きも、肥や

りも、みんな私たちが一生懸命にやっていた。…良かれと思ってやっていました。 
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④「出穂（しゅっすい）」  ⑤「登熟」頭を垂れる稲。  ⑥「稲刈り」はさみで。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「脱穀」 

稲から籾をはずしていく。

一粒ずつは大変！「カップ

に穴を開けて穂を入れて引

くといっぺんにとれるで」 

おじいちゃんに聞いたらし

い。「先人の知恵」 

⑧「脱穀２」 

みんなで脱穀した籾は味噌

のカップに半分くらい。 

なんとなくたくさん収穫で

きたような、できていない

ような…。 

⑨「籾摺り」 

それぞれに調べると、す

り鉢に入れてボールでこ

するといいらしい。元球

児の園長先生から借りた

ボールで、すり鉢を支え

あいながら丁寧に。 

⑩「籾摺り②」 

籾と米がはなれたら、籾

殻を取り除く。息を吹い

ていると頭がくらくらし

始めたのでうちわを使う

ことにした子どもたち。

何度も繰り返す地道な作

業。本当にがんばった。 

⑪「選別」 

みどりのと、黒いのと、

白いのがある。 

みどり…若くていいお米 

黒…カメムシが吸った痕 

白…乳白色、熟した米 

穀物検査員の方に教えて

いただき納得。 

⑫「精米」はせずに… 

手に入れた玄米は１４７ｇ

クラスのみんなで分けたら

およそ７ｇ…。ＣＭで見た

ような…。でも、うれしい

よな！初めて育てたお米、

「おすしは無理やったけど

やっと食べられるな！」 
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こうして幕を閉じた「お米プロジェクト」。家庭で２合程度の米に混ぜて炊くと、玄米が

プチプチして「自分たちで作ったお米」を実感したとの感想がたくさん届いた。 

そしてなにより、仲間と共に協力して最後まで粘り強く取り組んだ子どもたちの姿にクラ

スとしての成熟や一人一人の成長を感じることができた取組であった。 

「やったことないけど、おもしろそう！」。初めての事だからこそ、子どもたちも先生た

ちも深く関わりをもち、気付いたことや、調べたこと、教えてもらったこと、知ったことを

共有し、最後まで取り組むことができた。保護者の関心も高く「まさか幼稚園でお米を育て

るなんて！しかも、きっかけが『おすし』って…」と、笑いながら、実家での稲作のことを

教えてくださったり、タイミングを見計らって肥料を持ち寄ったりしてくれた。これまでま

ったくたんぼへの関心がなかった先生たちも、よそのたんぼを気にして園のたんぼの水を抜

くタイミングを計ったり、出穂に感激したり、初めてお米のありがたさを感じた日々だった。 

たんぼや稲の観察からの気付きや好奇心、そしてそのことを確かめていこうとする探究心。

生長に感動し、自然のもつ力を実感した日々。思いついたことや考えたことの実現へと向か

って働きかけていこうとする意欲。「おすし」にはいたらなかったが、仲間と共に一つのこ

とに向き合いやり遂げようとする態度。子どもたち、先生たちそれぞれに、「科学する心」

が育まれ、発揮された「お米プロジェクト」であった。 

保護者や地域の方に協力いただいたことも力となり、まさに「子ども、教師、保護者が共

に主体となってよりよい未来をつくる」～地域・人・自然とのつながりを大切に学び育ち合

う幼稚園～私たちが目指す幼稚園の取組となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 楽しさも、手ごたえも確かにあった。子どもたちの成長を感じる場面もたくさんあった。

しかし、子どもたちが自ら関われる場面はまだまだあったのではないだろうかと振り返る。 

子どもたちが主体となって考え、取り組む栽培活動。「探究の余地まだまだあり」といった

ところ。「来年はさらに･･･」と心に期する先生たちであった。 

でもね…。 

Ａ先生「なんだか、もっと深められたらよかったなぁってあらためて思うんです」 

Ｂ先生「穂が出た時なんか、めっちゃ興奮してしまいましたよね」 

Ａ先生「夏休み中だったから仕方がない面はあったかと思うんだけど・・・」 

Ｂ先生「実が地面に散らばっていた時なんか、『守るんだー!』ってすぐさま鳥よけの網を掛けた

もんねぇ。子どもたちそっちのけで」 

Ａ先生「子どもより私たちが感動したり興奮したりしちゃって」 

Ｂ先生「ほんとに。もっとできることあったよね、きっと。子どもと一緒に」 

Ａ先生「どうやって鳥から守るか考えるとか、伊香立の農家さん呼ぶとか」 

Ｃ先生「穀物検査員がいるなんて知らなかったです。お話聞いてみたかった～」 

Ａ先生「きっと、もっと興味引き出せたし、深く関わることができたし。子ども主体の栽培活動っ

て難しいですよね」 

Ｄ先生「よし、来年もっと考えよう。子どもたちがどこまで考えられるか」 



- 9 - 

 

（２）ＳＤＧｓな「みんなの菜園」での栽培活動 ５歳児 ４月～７月 

 世界で注目され、毎日のように発信されているＳＤＧｓ。菜園やＳＤＧｓへの関心がより

高まるのではないかと考え、園でもエコロジカルな仕組みを取り入れることにした。 

栽培活動が環境学習にもつながることを願い、リサイクラー（生ごみ処理機）を購入した。

雨水をためて水やりができれば…と、雨水をためるタンクの購入も同時に考えたが見送った。

なぜか。「雨水はプールにたっぷりとあった」からである。先生たちも考える力を発揮して、

プールから管を引き、サイフォンの原理で水道を作った。ナイスなアイデアである。 

ままごとや色水遊びで使った草花はリサイクラーで堆肥化し、肥料として畑にまき、プー

ルの水で水やりをする日々。自分たちの遊びのごみが畑の栄養になることや、プールとつな

いだ管からなぜか水が出てくることに驚きつつも、畑の様子に関心をもち「水やりをする」

「肥料をまく」「雑草をひく」といった畑の世話をすすんでするようになった子どもたちで

あった。もちろん栽培している野菜もより身近になり、様々な気付きが生まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水道はサイフォンの原理で 

「エンドウのお花って白くて柔らかい感じ、チョウチョみたい。かわいいね」 

「花のところにほら、小さいおマメの赤ちゃんできてる」「花のあとに実がなるんやで」 

「やった！花がたくさん咲いているから、マメもたくさんできる！」 

楽しい収穫･描画活動 

リサイクラーで堆肥化 

スナップエンドウの収穫 ５月中ごろ 

1回目…一人一本ずついい大きさのスナップエンドウを見つけて収穫し持ち帰る。 

2回目…並べて数えると 90本収穫！「早いもん勝ち！」と、ふざけたＫとＹが並べたエンドウ

をぐちゃぐちゃにしてしまう。みんなで相談し、「1本ずつでは時間がかかるから」

と、ほどよい大きさのものをそれぞれ 3本選ぶ。残った大きさがまちまちのエンドウ

は、くじ引きでどれを持ち帰るか決める。 

3回目…すごくたくさん収穫！人数分のカップに大小まぜて選り入れて量を合わせる。全員が 

順番にチェック。「これちょっと多いからこの少ないほうに入れたらいい」「うん、

だいたい同じ。ＯＫ」「みんなでみんなの分を分けるっていい感じやな。いいな」 

それぞれが主体となって、考えたことを伝え合いながら「みんなのこと」を大切にして決め

ていく。この過程において「考えたこと」や「みんながみんなのことを考えてという思い」も

科学する心の芽として育っていくのだろうと思う。 
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ある日、「たいへんや！キュウリの赤ちゃんが食べられてる！あのカラスや！」 

菜園の変化をすばやく察知するカラス。スナップエンドウもジャガイモも被害に遭った。

菜園のことをよく知っていて、ジャガイモにいたっては土を掘ってまで食べ散らかす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャガイモの収穫  ６月はじめ 

Ａ「これだけたくさん採れたら、早いもん勝ちとかぐちゃぐちゃにならずに持って帰れるね」 

先生「（苦笑…）またみんなで考えてうまく分けようね」 

当日はクラスで相談をしたものの意見が集約できず、次の日に持ち越すことになった。 

翌日、家で作戦を考えてきた子どもたちが、それぞれに意見を出し合う。 

 「みんなで分ける時は、みんながちゃんと考えられるように椅子に座って相談することな」 

 「同じ数に分けて、残ったジャガイモはくじ引きにすればいい」 

 「大きいのも中ぐらいのも小さいのもあるし、箱に入れて同じくらいにすればいい」 

 「箱に紐をつけて『せーの』で引っ張ってとったやつを持って帰ることにしよう」 

考えたことをメモにして持ってきたりするなど、発表の様子からはそれぞれが家に帰り保護

者にジャガイモの収穫のことを聞いてもらいながら考えたことがうかがえた。これまでの経験

を生かし、「みんながうれしいように分ける」ことを考え、分けたジャガイモを持ち帰った。 

収穫の喜びを共に味わい、互いのことを思いあって考えようとする子どもたちであった。 

緊急会議「カラスを何とかしなければ」 ６月中ごろ 

先生「このままだとこの前植えたキュウリも全部食べられちゃう。どうする？」 

Ｋ「大砲を作ってやっつけちゃう」   Ｒ「いや、ビームのほうがいいと思う」 

Ｙ「ほんまや！一気にやっつけることができる！それがいい」 

夢か現実かとてつもなく大掛かりなことを言い出したのは、つくって遊ぶことが好きな３人。 

Ｈ「そんなんつくれへんし、危ないわ！キュウリもむちゃくちゃになるやん！」と一喝。 

子どもたちが話し合った結果、ジャガイモの持ち帰り方を家で考えたことなどを思い出した

のか、家で聞いてみたり考えてみたりして、翌日、もう一度、作戦会議をすることになった。 

翌日 

 「カラスはキラキラするものが嫌いだからキラキラをいっぱいつける」なるほど！ 

 「おじいちゃんのおうちの畑みたいにビニールの小屋を作って、その中で畑をする」なるほど。

（伊香立学区は農村地域なのでいたるところにビニールハウスが建っている） 

 「ジャガイモとかキュウリよりもカラスが好きそうなものをぶら下げておく。桃とか」 

なるほど！ものすごくおもしろい！よく考えた！家庭での作戦会議で保護者に付き合ってい

ただき、話を深めてもらい、思い巡らせ考えたことが感じられる。「考える子」である。 

 「かかしを作って見張らせることにしよう、キラキラもつけたらいいやん！」 

 実現が難しいものがあったり、子どもらしい発想があったりと子どもたちなりに家で考えて

きたことがよくわかった。結果「キラキラがいっぱいのかかし」を作る事になった。 

 園で話し合ったことを家でも話題にし、保護者と一緒に考える。園とはまた違う場面の中で

さらに思考を深くし、園での話し合いが充実する。保護者にとっても園の様子がよくわかり、

子どもたちの生活や成長への関心につながると共に、そこに参画する手ごたえにつながった。 
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翌日、「先生、これやで。『かかし』は」と、Ｍ、Ｒ、Ｋたちが自慢気に絵を見せてくれ

たので、みんなに紹介し、それをモデルにつくることにした。 

  

 『キラキラがいっぱいのかかし』は太陽の光を受けキラキラビー

ムを出しまくっている。カラスへの効果はかなり絶大な様子である。

子どもたちは畑のいたるところにキラキラビームの装置（アルミカ

ップにマジックで色をつけたもの）を置きまくり、自分たちのした

ことを特別に素晴らしいことだと誇りに感じ、「ほらな、カラスが

来ないようになったやろ」と年中児に自慢している。（カラスにはちょっぴり申し訳ないが･･･） 

さて、ジャガイモの収穫を終えた畑がそのままになっている。これまでは先生たちが畑を

整備し、畝を立てるなどの準備をしてきたが、昨年度の「お米プロジェクト」の振り返りも

あり、子どもたちが主体となってできることはもっとあるのではないかという話題になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓな菜園を目指して ６月おわり 

先生「ジャガイモのあとの畑もまた違うもの育てる？それとも年中さんに使わせてあげる？」 

「もちろん私たちが！」と、子どもたちはこれからの菜園活動にも期待をもっている。 

先生「ジャガイモが畑の栄養をたくさん吸収して大きくなったんだよね。 

今のままだと栄養が少ない畑だからちょっと育ちにくいと思うの」 

Ｈ 「幼稚園の機械でつくれるやん。ぱらぱらーってまくやつ。肥料」 

先生「あれくらいじゃあぜんぜん足りないんだよね」 

Ｈ 「ほら、先生前に言ってたでしょ？肥料の工場みたいなところがあるって」 

市指定ごみ収集業者の附属施設「伊香立コンポストセンター」では収集した生ごみや有機ご

みを堆肥にして地域に配布する事業を行っている。これまでは先生たちがセンターに出向き、

分けてもらった堆肥を菜園に混ぜ込んでいた。今年は、園でもリサイクラーで日常的に生ごみ

の堆肥化をしていることもあり、以前に子どもたちにもセンターのことは紹介していた。 

昨年、育てたダイコン 
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再資源化や還元型社会についても子どもたちなりに関心をもってもらいたいと考え、あら

ためてコンポストセンターのことを話してみた。園でも小さいながら生ごみの肥料化をして

いること、そのことが地球にとって優しいこと、そして、こういった取組が世界中で大切に

されていることなどを含めて伝えた。 

 幼稚園バスでセンター見学に、と考えたが、重機があり受け入れは難しいということだっ

た。子どもたちと相談し、「肥料のおかげでたくさん収穫できたし１５個あげよう！」と、

ジャガイモを手土産に、みんなが書いたお手紙を持って堆肥をいただきに行くことにした。 

子どもたちに紹介し掲示した写真。「すごい！肥料工場や！」 堆肥のことを「肥料」と言っている。 

 

「土に栄養混ぜたら黒っぽくなって畑らしくなってきた！」

「がんばってよーく混ぜたら、土のいいにおいがしてくるよう

になってきたわ」 

「ミミズ！ミミズって土をやわらかくしてくれるんやんな？」

「きっとおいしい野菜ができると思う」 

感じたこと気付いたことを話しながら、ジャガイモ畑の後、

雑草が生えて荒地のようになっていた菜園を耕す子どもたち。 

登園時は、カバンを持ったまま菜園に足を運び、友達と一緒

に「育ってきたな」「もうすぐやな」「大きいのができてるわ」

と話し、笑いあいながらクラスに向かう。 

菜園活動を自分たちのこととして捉えて意欲的に働きかけ、

変わっていく畑の様子を楽しみながら、「よりよい明日へ」と

行動を決めていく姿が頼もしい。これからの栽培計画や収穫が

ますます楽しみになってきた！しかも地球に優しい！なんて 

ステキな菜園なんだろう。「科学する心」～豊かな感性と創造性の芽生え～が間違いなく 

育っている「みんなの菜園」での栽培活動は今後も続いていく。 

４歳児も見習って草引き 

 堆肥を混ぜて畝作り 
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（３）うちの園ならではの「先生たちの工夫・ユニークな取組」  

「親子栽培の取組」家庭との協同  ４,５歳児 ５月～８月 

バス通園児もいるため、園での親子栽培が難しいので、一人ずつの鉢を家に持って帰り、

通信で栽培の方法を知らせたり、保護者からいただく手紙やメールをトピックスにして園内

掲示やＨＰ公開したりするなどの工夫をして取り組んでいる。それぞれの家庭では保護者も

主体となって大切に育てながら、子どもと共に自然に親しみ、生長に驚き、感動を伝える

「科学する心」が育まれている。 

 

「何ができるかな」ファンタジーを楽しみ想像を広げる言葉の魔法 ３歳児 ５月～７月 

 子どもたちが見ている前で担任が植えているのはあきらかに「プチ

トマト」。子どもたちの思いがファンタジックに広がって、生長を楽

しみにしながら観察したり、収穫への期待がもてるようにと考え、

「なにをうえたの？」と見ている子どもたちにかけた言葉は・・・。 

先生「これはね･･･。大きくなるとおいしいものができるんだって」 

子どもたち 

「あ！エビフライだ！」「アイスクリームじゃない?」 

「お子様ランチかも？？」「ぼくはメロンにする」 

「においはなんだかバナナみたいだねぇ･･･」とてもおもしろい。 

しばらくたったある日、「小さくて丸いみどりの実ができてる！」 

「わかった！やっぱりメロンができるんや！」「スイカや！」 

またしばらくたって、みどりがオレンジに･･･、そして赤い実が！ 

「トマトや！プチトマトや！やったー！」 

「･･･わたし、ちょっとキライかもしれん･･･」 

「Ｅちゃん、大丈夫！！もっと大きくなったらスイカになるからっ！」 

ぐんぐんと生長するプチトマトへの関心は好奇心にも想像力にもなり、 

一人一人が様々に心を躍らせながら生長や収穫を楽しみにした毎日。 

子どもたちの思いをのせた言葉は楽しくつながり収穫を迎えた。 
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ウンチの掃除もしてるんや！  ４,５歳児 ６月２３日  

巣の入り口でエサをねだるようになったヒナたち。入口が小さくて 2羽しか見えない。エサ

をやりに来たのかと思いきや、巣の中に入ってすぐに飛び立っていく親ツバメ。 

Ｒ「なにしてるんやろ」と、親ツバメの飛ぶ先に目をやる。「あ、何か落とした」しばらく

見ていると次は巣の入り口についているフンを咥えて飛び立った。「あ、また落とした」 

すぐ近くに親ツバメが落としたものを見てみるとやっぱりフン。 

Ｒ「入口のウンチがなくなってる！ウンチの掃除してるんや！すごいなぁ！」 

Ｅ先生「前は巣の奥まで行ってたけど、最近は入口でウンチするようになったのよ」 

Ｒ「ツバメのお母さん大変やなぁ」Ｅ先生「みんなのお母さんも大変やったと思うで･･･」 

良くも悪くも･･･「ウンチ」というキーワードは絶大に子どもたちの興味関心を高めた･･･！ 

Report３. コシアカツバメとの物語           Innovative efforts. 
 

幼稚園の廊下天井に毎年ツバメが巣を作る 6月初め。昨年からそのままになっていた巣に

つがいのツバメが住み込むようになった。毎年ツバメが来ているのはもちろん知っていたが、

まぁそんなもんだろうと、初夏の風物詩にしていた。 

事件は 6月 21日に起きた。 

 預かり保育の時間、ツバメの巣のあたりで「ボトッ」と何かが落ちる音がした。振り返っ

て見るとヒナが落ちている。だめかもしれないが、脚立を出しヒナを巣の奥に戻した。 

 「先生、大丈夫なん？ツバメ、赤ちゃん？」「うん、わからないけど、しばらく見守ろう」 

あのヒナは巣立つことができるのだろうか…。通りかかるたびにツバメの巣を心配する子

どもたちと先生たちであった。調べてみると色や巣の形から「コシアカツバメ」であること

がわかった。 
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ウンチができるようになったよ！  ５歳児 ６月２９日  

常時テレビで観察できるようになり、子どもたちが代わる

代わるコシアカツバメの様子を見に来る。中でも、関心が高

いＭは「ツバメのこども、ウンチ上手になったよ」とみんな

に知らせている。 

しばらく見ているとヒナが巣の入り口から燕尾を出す。 

Ｍ「ほら、ウンチすんで」見事に巣の外にフンを落とす。 

Ｍ「ほら、な、上手になったやろ？」胸を張って言う姿は、

まるでコシアカツバメのヒナの母親のようだ。 

 お尻の穴からぷくっと出てくるフンがボトリと落ちる様子

を見たことがなかった子どもも先生も大笑いで見守った。 

あ、なんか落ちた！  ４歳児 ６月２８日  

この頃、子どもたちの興味は廊下でよく見る小さな虫、

甲虫の種類のようだがあまり見ない種類である。 

コシアカツバメの巣に話を戻す。親が飛んできてヒナに

エサをやろうとした時、落ちてきたのはその虫だった。  

Ｋ「これ、ツバメのご飯や！」ホールに置いてあった図鑑

を調べるとコガネムシの種類だとわかった。 

Ｋ「これや、ほらピッタリ！」ミミズやトンボを食べるイ

メージだった子どもたちも自分たちの発見に大喜び、大騒

ぎであった。そのあとも図鑑を手にコシアカツバメのエサ

のことを知らせてまわるＫ。自分で調べてわかったことが 

とても嬉しかったのだと思う。また興味が強くなった。 

 

もっと見たい。もっと身近に見てもらいたい。子どもたちも先生たちもコシアカツバメの

毎日に強く関心を寄せている。これまでは、ただの「風物詩」だったツバメの子育てが、

「コシアカツバメの物語」になった。子どもたちが成長の軌跡を目の当たりにし、命の不思議

や親ツバメの愛情を感じてのめりこんでいく様子がうかがえる。もっとじっくりと見ること

ができればと、定点カメラで大型テレビに映して巣立ちの応援を続けることにした。 

    

  

  

 

 
  

 

  

絵の中の文字は子どもの話を聞いて教師が書いている 

「ヒメアシナガコガネかなぁ・・・」 

体長は約１０ｍｍ 
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ツバメ研究センター発足!  ５歳児 ６月３０日  

Ｍ「わかったことをみんなに教えてあげたい」と、ツバメ研究センターが立ち上がった。 

Ｍ、Ｈ、Ｋ、Ａ達が、自分たちが見てきたコシアカツバメの子育てについて分かったこと

を絵にかいて掲示していく。定点カメラと大型テレビによるライブ観察で知ったことや、

感じたことなどを丁寧にかいている非常にわかりやすいレポートである。自分たちなりの

アプローチでコシアカツバメの観察をより楽しいものにしていこうとする子どもたち。コ

シアカツバメへの愛着がとても高まっていることも感じる。 

 

巣立ちの様子  ４,５歳児 ７月１日  

どうやら子ツバメたちの巣立ちが近い様子。図鑑によると飛び方は親ツバメが教えるらしい。

しかし、優しいまなざしで見ていた子どもたちもびっくりのスパルタな「訓練」だった。 

Ｈ「うわっ、こわっ！エサをあげるのかと思ったら、くちばしつかんで引っ張り出したで！」 

Ｍ「あ、巣の中に入った。あ、ほら、押されてる！後ろから押されてるっ！落ちっ、飛んだぁ」 

テレビを見ながら応援しているのか心配しているのかハラハラとドキドキ、一喜一憂。 

Ｅ先生「ツバメのお父さんかお母さんかどっちかわからんけど、けっこうきびしい･･･」 

その後、飛ぶ練習をしているらしいコシアカツバメをカメラで追ってみた。まだ長い距離を

飛べないからか屋根やテラスで休憩しているコシアカツバメ(おそらく子ども)。そこに飛んで

きた親ツバメがなんと！つついて飛ぶことを促す！ 

「ツバメの子どもも大変やな」「でも飛べるようになってよかった」「エサも捕れるのかな」 

いつもはすっと巣に入るコシアカツバメだが、巣のまわりを 

３周くらいまわってから巣に入るのを見てＡが言う。 

「ほら、見てみ。帰ってくる時も帰り方教えてあげるみたい」 

 幼稚園が休みの土曜日、どうやら子ツバメたちは巣立ちをした。 

絵の中の文字は子どもの話を聞いて教師が書いている 
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コシアカツバメの様々な場面をリアルタイムで見ることができない子どもたちももちろん

いるので、撮った写真やビデオを編集して見られるようにした。ツバメ研究センターの面々

は場面が変わるたびに「食べ物は小さなコガネムシの仲間です」「アブはちょっと大きいの

で食べられずに吐き出してしまいました」「これは飛ぶ練習をしているところです」など、

コメントを挟む。自分たちの知っていることをうれしそうに自信をもって表現する姿に頼も

しさを感じた。そしてさらに多くの子どもたちがコシアカツバメに親しみを感じ愛情をもっ

て関わった。 

ＩＣＴの活用とまでは言えないが、教師の働きかけの工夫ややりようで子どもたちの興味・

関心を引き出し、さらに深めることができた。教師が、コシアカツバメという身近な事象に

対して、おもしろそうだと関心をもち（心情）、もっと見てみたい、これはおもしろいとの

めり込んでいき（意欲）、もっとよく観察できるようにと知恵を絞ってアイデアを出し合う

（態度）日々は、子どもたちが遊びで見せる様子とまったく変わりない姿であった。 

・すごい！ふしぎ！と感動し、関心をもつ。（心情） 

・コシアカツバメに親しみをもち、好奇心をもって関わる。（意欲） 

・命の大切さや生きることの尊さを感じ、自分の思いを表現したり考えたりする。（態度） 

これまではただの「初夏の風物詩」であったツバメの物語が、「科学する心を育てるコシ

アカツバメとの交流の物語」になった。教師の働きかけが変わることで、子どもたちの姿は

こんなにも変わるのだと、あらためて感じたコシアカツバメとの日々であった。 

さて、巣立ちの後、やっぱりあの落ちたヒナのことが気がかりだったので、脚立に乗って

中をのぞいてみた。どうやら無事に巣立ったようである。 

その後も、コシアカツバメが園庭に飛来し、違う場所に巣を作り出した。４歳児が泥んこ

遊びをしていた場所で泥を咥えて巣（建築中）に戻っては形を整えていく。 

「ほら、いっぱい泥咥えてる！」「泥遊びしてくれてありがとうって言ってはるわ」 

テレビの画面を興味深く見て話している子どもたちと先生たち。巣立ちを見送ったあの巣は

少し穴が開いていたが、いつの間にか泥でふさがれ、リフォーム

された巣にどうやら別のつがいが住みはじめたようだ。 

 

「ツバメたちが、あの幼稚園はいいところだよって教えあって

いるんじゃない？」「クチコミだよね、ツバメ語で」 

ツバメ研究センターの面々が楽しそうに話している。 

３周ほど回って巣に入る様子 休憩をするヒナ鳥、「なにしてんの！飛ぶのよ！」とつつく親 

折り紙のくずが入っていてビックリ！ 
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４、まとめ 考える力と科学する心 

  

『科学』という言葉から、子どもたちの遊びや生活に恣意的に自然科学に触れる場面をつ

くって研究するとか、科学現象を検証するような遊びを通して考察しなければ、という感じ

を受けてしまい、そのような計画やプログラムをことさらに保育に取り入れるのだろうかと

「科学する心を育てる保育」への取組に躊躇したこともあった。それでも、「科学する心」

に魅力を感じた私たちは、私たちが目指したい保育の中にある「科学する心の芽」を探求す

ることからはじめよう、そう考えて取り組んできた。 

研究を進める中で、エピソードや事例考察などから「科学する心」～豊かな感性と創造性の

芽生え～は、幼稚園の遊びや生活が充実し、子どもたちが（教師も共に）「おもしろそう」

「どうしてかな」と感じ（心情）、自ら環境に働きかけ（意欲）、考え深めていく（態度）

過程で育まれていくものであると位置づけることができた。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ２研究構想をもとに 

教育目標「強い子、やさしい子、 

考える子」を具現化する保育研究

において、私たちが実践で話した

こと、わかったこと、共有したこ

となどを取り込んだ 

－保育デザインー 

「考える子が育つ保育」は 

「科学する心（の芽）」を育む 
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レポート１ はじめての“であい” ぼくの「はじめの第一歩」 では 

 子どもたちが思い巡らせ、自分らしく遊び、生活するためには、やはり、安心・安定した

幼稚園での生活、教師との関係が大切であった。教師が醸し出すゆとりが子どもたちを温か

く見守る３歳児の世界。主体的な遊びや生活への第一歩、科学する芽が出る前、種を蒔く前

の土づくりである。 

 

レポート２ 子どもたちが主体的に取り組む菜園活動 では 

不思議さや感動、収穫の喜びを味わい、カラスにどう対応しようか考えてかかしを作るな

ど、菜園をどうしていくのかを仲間と共に主体となって計画し、行動してきた。また、自然

環境に関心を向ける取組を進めたことは、子どもたちが環境と自分たちの生活とのつながり

を感じると共に、ほんの少しではあるがＳＤＧｓという大きな視点に触れる機会にもなった。 

 

レポート３ コシアカツバメとの物語 では 

身近であったが、これまで気にとめていなかったコシアカツバメの生態に深く関心をもち、

もっと知りたいと考え、友達と一緒に研究センターを立ち上げ、よく観察し、知ったことや

感じたことを工夫して表現したり伝えたりした。この物語の中では、子どもの感性を引き出

すために、教師の感性や態度がいかに重要であるかをあらためて思い知ることができた。 

 

本論文冒頭において、心情･意欲･態度が育つ過程において様々な願い･経験が積み重なる

ことにより豊かな感性･創造性の芽生えが育まれる。この営みを、子どもと教師が共に主体

となり深めていく保育が「科学する心を育てる保育」ではないかと述べた。 

子どもたちの遊びや生活の中に生まれる ①であい（心情）、②夢中・没頭（意欲）、 

③発展･充実（態度）のサイクルが回る場面では、常に意思・行動、工夫・試行錯誤、伝え

合い・表現・協力など「考える力」が発揮されていた。つまり、科学する心は「考える力」

にも支えられながら育まれ、より深まっていくのではないだろうか。 

科学する心が育つ保育は、子どもたちの感性と教師の感性があいまってより豊かな営みと

なっていく。子どもたちが遊びや生活の中にある様々な事象に自ら働きかけ、より深く関わ

っていくためにとても大切なことは、子どもたちと共に“であう”ことに対して、教師が 

どのように感じ、どう関わるのかを楽しみながら考え、保育に生かしていくことであった。 

 

・みんなで考えた、目指す幼稚園・教育目標～目指す子どもの姿～ を共有した保育実践 

・教育目標の具現化を目指し、保育を語り合い、アイデアを出し合い、工夫し、楽しむこと 

・保護者と協同する取組を進めたことで、さらに子どもの成長を感じ、共有できたこと 

そして、「科学する心」との“であい”から学んだ 

・豊かな感性と創造性の芽生えを育む、子ども、教師が共に主体となって遊びや生活を充実

させていく営みの楽しさや手ごたえ 

・子どもたちが、自然、もの、出来事により深く関わることができる教師の働きかけや感性 

・新しい取組へのトライを支え、楽しむことができる幼稚園づくり など 
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「考える子が育つ保育の探究」「科学する心を育てる保育」の視点から保育を考えることで

手に入れることができた多くのことがあった。なにより、それが楽しいと感じることができ

た私たちにも「考える力」「科学する心」が育っているのだ。と、みんなで思っている。

（そうとう大人だけれど、みんな育ち盛りである） 

 

「子ども、教師、保護者が共に主体となってよりよい未来をつくる」 

～地域・人・自然とのつながりを大切に、学び育ち合う幼稚園～ 

本園は市立幼稚園であるため、人事異動によるスタッフの入れ替わりはもちろんある。 

しかし、そのことに左右されない園の独自性、特色を確立していきたい。「みんなで考える

みんなの教育目標の具現化」、「科学する心を育てる新しく楽しい取組へのトライ」ができる

保育、幼稚園を継続・発展させていきたいと強く思っている、このごろの私たちである。 
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