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テーマ：“心ドキドキ、ワクワク”ふしぎ発見 

『水の中にも虹ってできるの？～体験を通して虹を知ろう～』 

  ☆この論文の選ばれたポイント☆ 

 

 

子どもたちが遊びや生活の中で見つけたことについて疑問や不

思議に感じる体験を大切にすることで、主題に迫る体験が深まって

います。そして、環境や教材の工夫を熱心に行い、保育の向上が図

られています。これらの保育により、子どもたちは生き生きと意欲

的に興味の対象への探求を深め、充実した体験を積み重ねていま

す。その中から、子どもたちの「科学する心」の育ちが見出されて

いることが高く評価されました。 

光＝視覚、甘味＝味覚、音＝聴覚、紙すき＝触覚など、様々な感

覚・感性を刺激される体験や探求が遊びとなり、創造性が育まれて

いる姿が描かれています。日常見られる姿からでも、視点のもち

方・考え方で新たな展開ができるということを示した事例です。 
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２０１１年度  “心ドキドキ、ワクワク”ふしぎ発見  科学する心を育てる 

  岡崎市社会福祉法人 謝徳会 

                         るんびにー保育園 

Ⅰ．はじめに 

 私たちの保育園は町の中心地にあり、車が激しく走り主要道路に面し、商店街と住宅街の中にあるた

め、自然を感じることが少ない。しかし、散歩する距離には遊歩道や公園、学校があり、身近な動物（ウ

サギ、ニワトリ、ヤギ等）に触れ、学校のお兄さん達の動物の世話の様子や会話を楽しみ、小さな発見

や出会いをしている。お寺の中に保育園があり、広くない境内が園庭となっている。開園当初から５８

年が経ち３、４歳児の異年齢児クラスと５歳、２歳、１歳、０歳児クラスの年齢別クラス編成で現在に

至っている。生活、遊びを通じ、意欲、集中力、考える力、我慢する力、人と関わる力、命の大切さ、

生きる力を子どもと保育者が共に共感し、共に育つことを願いとしている。 

 『科学する心を育てる』とは 

子ども達は自然と遊ぶ中で“心ドキドキ、ワクワク”に出会い“みてみて”の好奇心や“なぜどうして”

の不思議発見を通して、心の豊かさや創造性の芽生えを育ませたい。 

 そして、自分から関心を持ち、“やってみよう”“すごい”と主体的な取り組みから、面白い、楽しい、

探る、達成感を味わい、心を揺さぶられる共通体験を通し、友達に伝え合い、心の動きの広がりを『科

学する心』と捉える。豊かな心や科学的な見方や考え方の芽を培っていくには、子ども達の気持ちに寄

り添う環境を整え、働き掛けによって心情、感性を育てていくことに繋がると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なぜ、どうして、考えてみよう 

・えっ、なぁに  ・がんばろう  

・やってみよう  ・一緒で楽しい 

・試してみよう  ・見てみよう 

・大切にしよう 

・もっとこうしてみよう 

・一人ひとりの育ちを援助する 

・子ども理解 

・子どもの興味 

・発見に応じた環境 

・豊かな発想 

共感

感動

心ドキドキ、ワクワク 

A．B．C の働きかけ 

信 頼

あなたでいいのよ 

受容 
保育園って楽しい 

ワクワク 

保育者 子ども 

「科学する心」を育てる 

豊かな人間関係を創る 

共に育つ 

心ドキドキ、ワクワク 心をゆさぶる 

考える力 

生きる力 

命の大切さ 

感謝の心 

思いやりの心 

豊かな感性 
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Ⅱ．年間活動計画      平成２３年度  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 “心のドキドキ”ふしぎ発見 

A水の中にも虹ってできるの？ ～体験を通して虹を知ろう～ (５歳児)  
動機…メダカの水槽の中に映し出された虹を見て「水の中にも虹ってできるの？」と疑問に感じたことがきっかけで、虹に対する興味関心が広がっていった。 
目的…いつ見ることができるのか分からない虹を“もっと見てみたい”、どうして虹が見えるのかを“知りたい”という子ども達からの発信を上手く受け止め、興味関心

がより高まるよう働きかける。そして、科学する心を育んでいくために虹に関する色々な体験を通し、虹を知ろうと考えた。 

B さとうきびから広がる ―紙作り― （３、４歳児） 

動機…自分たちの背丈より高い植物を見つけ、畑のおじさんにもらうことにより、とても興味・関心を持った。 
目的…今まで多くの子ども達が知らなかった“さとうきび”から生まれた、様々な疑問や新しい発見を友達や保育者と共有し、伝え合ったりしていく中で、自分の周りに

いる人たちとの関係をより深め、豊かなものにしていく。 

C 不思議！風船から声が聞こえたよ （３、４歳児） 

動機…誕生日会でバルーンアートを見た子ども達から、風船で遊びをしたいという強い気持ちが生まれる。 
目的…風船遊びを、保育者や友達と一緒にしていく中で生まれた‘不思議’について、自分の思いや意見を出し合い、工夫して遊びを広げていく。 
 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

A水の中にも虹ってできるの？ ～実験を通して虹の性質を知ろう～ (５歳児) 
『にじ』を歌う            ・水鉄砲で水遊び           ・キラキラ虹こま作り       ・セロハンテープ、ステンドグラス作り 
    ・メダカの水槽で虹を見つける  
      ・夏野菜の水やりで虹を見つける。フィルムケース霧吹きで虹探し。アクアガンで虹探し 
                      ・虹フィルターで虹探し 
                       ・虹色しゃぼん玉を作ろう 
                        ・虹ビーズで消えない虹作り。虹の観察画を描く 

B さとうきびから広がる紙作り （３、４歳児） 
・さとうきびについての絵本を見る  

   ・紙すきをする 
                 ・短冊を書く                         ・年賀状作り 
  ・さとうきび探し 

 ・さとうきびを植える(育てる)                           ・さとうきびの成長を観察する 
  ・さとうきびからジュース、砂糖を作る           ・砂糖を使ったお菓子作り(べっこうあめ) 
                                     ・かりんとう屋さん見学 

・甘い物の好きな虫探し(カブトムシ、クワガタ、アリ) 

C 不思議！風船から音が聞こえたよ（３、４歳児） 
   ・風船遊び 
 
                   糸でんわで遊ぶ 
                          風船でんわで遊ぶ 

(風船と風船を 
くっつけて遊ぶ) 

(風船でんわで遊ぶ) (風船と紙コップを合体させる) 

(糸を変える) (風船の空気圧を変える) 
(１つの風船に糸を沢山 
つけて紙コップで聞く) 
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Ⅲ．働きかけからの実践過程 

 

 

 

A 水の中にも虹ってできるの？ ～実験を通して虹の性質を知ろう～ (５歳児) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康 

・活動を通して運動能力が高まる。

・戸外で虹を探すことで、視野を広

げる。 

・しゃぼん玉や霧吹きなど、色々な

遊びを楽しむ。 

 

人間関係 

・友達と一緒に実践を体験する 

ことにより、 

①コミュニケーション能力が 

高まる。 

②相手の話を聞く。 

③興味、関心を共に深める。 

④共感、感動を共に味わう。 

⑤思いやりの心が育つ。 

 

環境 

・観察力や思考力、創造力が育つ。

・好奇心、探究心が深まる。 

・自然の不思議さに気づく。 

 

言語 

・自分の考え、感じたことを相手に

伝える。 

・体験して学んだことを友達同士 

 で伝え合う。 

 

表現 

・豊かな感性が育つ。 

・見て、感じたことを絵に表現して

楽しむ。 

働きかけ 取り組み 育つこと 

★５領域から考える ○水槽に映し出された虹を発見す

る。 

○好奇心を持って虹探しをする。

・場所や天候、時間帯によって虹

の見え方が違うことに気づく。

○虹に関する絵本を読む。 

・どのような子どもの姿が見られたか 

・子ども達がどのような発想をしていったか 
・どのような保育者の援助が大切であったか 

★観点 

○フィルムケース霧吹きで虹を探

す。 

・霧の範囲が狭く虹が見えない。

○アクアガンを使い、虹作りをす

る。 

・虹が空だけでなく、地面の近く

にも見えることを知る。 

○虹フィルターを使って虹を探

す。 

・“水が無くても虹ができること”

“太陽の光以外の光でも虹がで

きること”を実体験から学ぶ。

○虹色しゃぼん玉を観察する。 

・１個のしゃぼん玉、多数のしゃ

ぼん玉で見え方の違いを発見す

る。 

・虹ができるには“光が強く関係

している”ことに気づく。 

・思考力  ・想像力 

・創造力  ・探究心 

・行動力  ・豊かな感性 

・コミュニケーション能力 

科学する心を育てる 

豊かな人間関係を創る 

○虹ビーズ板を使い、虹を観察す

る。 

・虹が見えるには太陽の向きも大

事だと発見する。 

・虹が円であることを発見する。

・虹の観察画を描く。 

①水槽の中にも虹が見えるよ 

事例１．【すっごい不思議！ 

     水の中に虹が見えるよ】 

③虹フィルターで虹を探そう 

事例１．【水が無くても虹が見えるよ】 

②霧吹きを使って虹を見てみよう 

事例１．【ねぇ！見て！下の方にも 

虹が見えるよ】 

④虹色しゃぼん玉を作ろう 

事例１．【しゃぼん玉が虹に 

        変わっていくよ】 

事例２．【外の方が、虹がキラキラ 

        輝いて見えるね】 

⑤虹ビーズで消えない虹作り 

事例１．【不思議！虹が消えないよ】 

事例２．【虹がボールみたいに 

         丸くなった！】 

事例３．【あれ！？虹が見えなくなった】 
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B さとうきびから広がる紙作り （３、４歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康 

・思いやりを持って、植物と関わ

る。 

 

人間関係 

・友達や保育者と相談する。 

・友達と協力して、一つのことを

行なう。 

・年上の子が年下の子を思いや

る。 

 

環境 

・物事に対する観察力が育つ。

・自分の五感で感じたことに対し

て、「なぜ」「どうして」などの

疑問、興味を持つ。 

 

言語 

・自分の感じたこと、思ったこと、

考えたことを友達や保育者に

伝える。 

・友達と言葉のやりとりを楽し

む。 

 

表現 

・自分の思ったこと、感じたこと

を言葉や身振り、手振りで表現

する。 

働きかけ 取り組み 育つこと 

★５領域から考える 

○さとうきびを植える 

・さとうきびを探す。 

・さとうきびを植える。 

・さとうきびの世話を積極的にす

る。 

・さとうきびを観察する。 

○さとうきびからジュース、砂糖

を作る 

・さとうきびをジューサーで搾る。

・さとうきびジュースを飲む。 

・さとうきびのしぼり汁から砂糖

を作る。 

・砂糖を食べる。

○さとうきびのしぼりカスから紙

を作る 

・さとうきびのしぼりカスを用い

て、紙を作る。 

・上手く紙を作るために、自分な

りに考え、試行錯誤する。 

・友達と協力して紙を作る。 

・年上の子が年下の子を思いやる。

・考える力 

・生きる力 

・感謝の心 

・命の大切さ 

・豊かな感性 

・思いやりの心 

科学する心を育てる 

豊かな人間関係を創る 

②さとうきびを育ててみよう 

事例１．【さとうきびはどうやって 
植えるの？ 
(園のさつまいも畑)】 

③さとうきびジュース、 

砂糖作り 

事例１．【本当に甘いのかな？】 

①さとうきびとの出会い

④しぼりカスを使って、 

    紙を作ってみよう 

事例１．【これぐらいかな？】 



5 

C 不思議！風船から音が聞こえたよ（３、４歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康 

・「どうしてだろう」という気持

ちを持ち、風船遊びを通して、理

解や興味を深める。 

 

人間関係 

・友達と実践を体験することによ

り、 

①コミュニケーションをとる。

②相手の話しを聞く。 

③興味を共に深める。 

④共感、感動を共に味わう。 

 

環境 

・好奇心、探究心が深まる。 

・疑問、不思議など考える力が育

つ。 

 

言語 

・自分の考えを相手に伝える。

・体験したことを伝え合う。 

 

表現 

・創意工夫をしながら、遊びを楽

しむ。 

働きかけ 取り組み 育つこと 

★５領域から考える ・風船で遊ぶ 

 (跳ね上げる、キャッチボールを

する) 

・風船に口を当てて話す 

 (声が聞こえることに気づく) 

・風船と風船をくっつけて話した

り、聞いたりする。 

・くっつける風船の数を増やして

みる。 

・風船でんわを作る。 

 (風船と風船を糸で繋ぐ) 

・糸の長さを伸ばす。 

・糸でんわを作る。 

 (紙コップと紙コップを糸で繋

ぐ) 

・糸の長さを伸ばす。  

・考える力 

・感じる力 

・豊かな感性 

・コミュニケーション能力 

・探究心 

科学する心を育てる 

豊かな人間関係を創る 

・紙コップを風船に貼りつける。

・紙コップの底を取り、風船に貼

りつける。 

①風船で遊ぼう 

事例１．【風船がビリビリするよ】 

②風船をくっつけてみよう 

事例１．【風船を増やすと…】 

③風船でんわをやってみよう 

事例１．【風船でんわって 

聞こえるの？】 

④糸でんわをやってみよう 

事例１．【糸でんわも声が 
聞こえるのかな？】 

⑤合体させてみたら…？ 

事例１．【風船に紙コップを 
      くっつけてみよう】 
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【水槽に映し出された虹】 

Ⅳ．実践 

A 水の中にも虹ってできるの？ ～体験を通して虹を知ろう～ (５歳児) 

①水槽の中にも虹が見えるよ 

ある日、メダカの水槽の中に虹が見えていることに気づいた。普段、戸外でしか見えない虹が水の中にある

ことに驚き、「何で？」「水の中にもできるの？」と不思議に感じていた。 

 

事例１．【すっごい不思議！！水の中に虹が見えるよ】 

 

子ども達の思考では、虹は“戸外でしか見えない物”だと認識されている

ようで、メダカの水槽の中に映し出された虹は不思議な現象に感じたようで

ある。“水の中にも虹ができる”という新しい観点から子ども達の中の思考が

膨らみ、他にも色々な物から虹ができるのではないかと活動意欲が増した。 

また、水槽の中にできた虹は、観察する場所や天候、時間帯によっても見

える時と見えない時があることを発見した。子ども同士で好奇心を持って虹

探しをし、変化や違いを楽しんでいた。 

 

 

②霧吹きを使って虹を見てみよう 

 水遊びが始まり、水鉄砲の水が無くなる瞬間、霧状に出る水しぶきで虹を見つけることができた。水鉄砲の

先から出る圧縮された一本水やシャワー状にした水では見えなかった虹だが、細かい霧状にすることで虹が見

えることに気づいた。そこで、フィルムケースを使って霧吹きを作り、みんなで虹を見つけて楽しむことにし

た。 

 

事例１．【ねぇ！見て！下の方にも虹が見えるよ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フィルムケースの霧吹きで 

虹を探している】 

あれ～？今日は虹が見えないのかなぁ！？ 

みてみて！虹って下にもできるんだね！！ 

【アクアガンで虹を探している】 

必然的に霧吹きを使って虹を見ようとしたが、虹がどういう仕組み

で見えるのかを知らない子ども達は園庭のあちこちを闇雲に探し回っ

ていた。霧吹きがあれば、すぐに虹を見ることができると考えていた

子ども達は、なかなか見えない虹に諦めの気持ちが感じられた。 

夏野菜の水やりの時に偶然見つけた虹やメダカの水槽の中に見えた

虹の経験を踏まえ、日陰ではなく、太陽の光が当たる日向でないと虹

が見えないことを予想し、日向で霧吹きをしているが、なかなか虹を

見つけることができないでいた。 

虹が見えない原因の１つに、虹は“空に見える物”と捉えている子

ども達は上ばかりに気をとられ、下の方には霧吹きをすることがなか

った。そこで、アクアガンを使い、広範囲に霧を出し続けることで虹

は空だけではなく、地面の近くにも見えることを知ることができた。

 体験することで、想いと実際が違うことに気づき、予想を経て、疑

問を解決する中で新たな発見や驚きを見つける感動体験の場となっ

た。 

【フィルムケース霧吹き】 
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【水が無くても虹が見える】 

【光によって見え方が違うんだ】

【太陽の光は眩しくて見にくいよ】 

【火の虹が見えた】 

③虹フィルターで虹を探そう 

霧吹きの虹では満足に虹を見ることができなかった子ども達。日常生活の中で虹が見られることは他にはな

いかとみんなで考えてみた。すると、A子が「あっ！DVDにも虹が見えるよ！」とDVDの裏側が光って見える虹

を思い出した。 

A子の言葉から、みんなでCD-Rを使って色々な光で虹発見をすることにした。 

 

事例１．【水が無くても虹が見えるよ】 

 

 ４等分に切ったCD-Rのアルミのラベルを剥がし、色々な光で虹探しをした。 

○室内で白熱灯の光を見た場合 

A男：「わぁ～、見えた！虹だ」と喜び、蛍光灯を見つめている。 

保育者：「どんな虹が見えるの？」とA男に尋ねる。 

 A男：「メダカの水槽で見えたのと一緒！」と自信を持って答える。 

B男：「色んな色があるね」とA男に話し掛ける。 

A男：「うん！赤とオレンジと黄色と…緑に青に…紫もある！！」と色を探す。 

「水が無くても虹って見えるんだぁ～！」と驚き、感動する。 

 

B子：「CDで電気を見ると虹が見えたよ！」と蛍光灯(上)を見ている。 

C子：「でも床を見ると虹が綺麗に見えないよ」と床(下)を見ている。 

B子：「本当だ！何で上と下では虹が違う風に見えるんだろう？」と疑問が膨らむ。 

C子：「分かった！上の方が、光がいっぱい入るから綺麗に見えるんだよ」と自分なりに答えを導き出す。 

 

○暗い倉庫で、電球の光を見た場合 

C男：「何か部屋で見た時と違うなぁ…」と不思議そうに電球の光を見る。 

保育者：「どんな風に違うの？」とC男に尋ねてみる。 

C男：「色んな色が見えない。白と黄色と…緑」と色を探す。 

   「部屋の方が、綺麗に虹が見えたなぁ」と違いに気づく。 

 

○戸外で太陽の光を見た場合 

 D子：「外だと虹が沢山見えると思ったけど、眩し過ぎて見えにくいね」 

と期待していた分、残念な様子である。 

 E子：「本当だ！チカチカして見えないね。何でかな？」 

    とD子に共感し、不思議に思う。 

  色々と虹フィルターの場所や角度を変えてみる。 

 D子：「眩し過ぎると虹って見えないんだね」 

    と光の強弱の違いに気づく。 

 E子：「部屋の電気が一番見やすかったね」と納得し合う。 

 

○ロウソクの火を見た場合 

F子：「わぁ～、綺麗！火でも虹が見えるんだ！」 

と驚き、ロウソクの火を真剣に見つめている。 

G子：「何か虹が火の形してる！ユラユラ動いてるよ」 

と今までとは違う虹の形に気づき、感動する。 

しばらくの間、色々とCD-Rを移動させながらロウソクの火を 

観察している。 

F子：「こうやって見ると良く見えるよ！」 

 とロウソクの向こう側にCD-Rを持って見ている。 

この様子を見てG子も真似をしてみる。 

G子：「本当だ！こっちの方が良く見える気がする」とF子に共感する。 

F子：「こうやって見ると見えるけど、こうすると見えないなぁ」 

と色々角度を変えて試し、意欲的に虹探しをしている。 
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【虹色アイスのできあがり！】 【黄金の虹発見】 

①偶然しゃぼん玉が重なったことに驚

き、夢中でしゃぼん玉を重ねて遊んで

いた。 

光を沢山取り入れて光るしゃぼん玉を

見て「虹色アイスだよ」とユニークな

発想をし、見る角度によって変わる虹

色を楽しんでいた。 

 

②しゃぼん玉の中にしゃぼん玉を作れる

ことを発見する。 

中に入ったしゃぼん玉全体が虹色に輝

いている様子を見て「黄金の虹だ！」

と喜び、輝く球体に見とれている。 

【虹みたいになってきたよ】 

【虹色しゃぼん玉】 

【しゃぼん玉に虹が見えた】 

★考察 

CD-R で作った虹フィルターで４種類の光(白熱灯、電球、太陽の光、ロウソクの火)を観察し、それぞれ虹色

の見え方が違うことに気づくことができた。今までの経験上、虹を作るには“水”と“太陽の光”が必要不可

欠だと感じていた子ども達も CD-R を使って、色々な光で虹探しをしたことにより、“水が無くても虹が作り出

せること”“太陽の光以外の光でも虹が作り出せること”を実体験から学ぶことができた。 

特に子ども達が驚き、感動していた光はロウソクの火であった。虹の形は半円のイメージが強いため、ロウ

ソクの火に映し出された“虹色の火”は初めて見る物であった。今まで体験したことのない虹探しに子ども達

は夢中になり、様々な発見に驚きと喜びを実感することができた。また、小さな変化や違いに気づける眼や、

不思議、疑問を解決する思考力の向上が感じられた。 

 

④虹色しゃぼん玉を作ろう 

 しゃぼん玉遊びをしていると風に乗って飛んでいるしゃぼん玉に光が当たり、キラキラ輝いていた。「しゃぼ

ん玉の輝きも虹なんじゃない？」と言う子ども達の発見を確かな物にしていくために、色々な角度からしゃぼ

ん玉を観察していく。 

 

事例１．【しゃぼん玉が虹に変わっていくよ】 

 

 しゃぼん液をブラックボード全体に伸ばし、大きなしゃぼん玉をブラックボードにひっつけて観察する。 

H子：「みてみて！しゃぼん玉が虹になっていくよ」としばらく様子を見ていると、 

   虹色が混ざったマーブル状態から帯状に虹色が見えてきた。 

   「凄い！段々、虹みたいになってきたよ」と驚き、I子に知らせる。 

I子：「わぁ～虹だ！」と共に驚き、虹色の帯を一緒に観察する。 

H子：「赤、青、黄色、緑…」と注意深く観察する。 

   しばらくすると虹色の帯が下がり、上の透明な部分が大きくなってきた。 

I子：「何か虹が下がってきたね」と発見と同時にしゃぼん玉が割れた。 

H子：「割れちゃったね。でもしゃぼん玉のキラキラは虹だったね」 

   と虹色しゃぼん玉の発見に喜び合った。 

 

室内の電気を消し、部屋を暗くしてみる。 

D男：「あれ！少し見にくくなったね」と驚き、虹の変化に気づく。 

E男：「電気が消えると虹が無くなっちゃうのかな？」 

   と不思議に思い、変化の理由をみんなで考えている。 

D男：「先生、電気つけてみて」と電気をつけてもらう。 

E男：「やっぱり電気をつけた方が見えるね。」と違いに気づく。 

  「じゃあ、暗いと虹って無くなるんだね」 

   と繰り返し試すことで疑問を解決する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ① 
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【虹色の雲だよ！】 

【虹が消えないね！】 

事例２．【外の方が、虹がキラキラ輝いて見えるね】 

 

 明るい方が、虹が良く見えることに気づいた子ども達は戸外の方が、 

良く見えると考え、期待を膨らませて虹色しゃぼん玉を作り始めた。 

J子：「あっ！やっぱり外の方が、虹がキラキラしてる」 

と期待通りの見え方に喜んでいる。 

K子：「見て！虹色の雲だよ！」と驚き、じっくり観察する。 

 しばらくすると、太陽が雲に覆われ、日陰になる。 

K子：「あれ？虹色の雲が消えちゃったよ！？」と不思議に思う。 

J子：「日陰になったからだよ！だって、日陰になると暗いもん」 

   と今までの体験から予想し、答えに辿り着く。 

 

★考察 

 しゃぼん玉の輝きが虹であることを体験の中で知り、様々な色の帯を実際に見ることで、子ども達の発見を

より確かな物にすることができた。 

明るい場合と暗い場合によって虹の見え方が違うことに気づいたことで、虹ができるには“光が強く関係し

ている”ことが理解できたように思う。体験の中で室内(蛍光灯)より、戸外(太陽光)の方が明るいと予想を立

て、意欲的に取り組むことができた。想いと実際が一緒であったと喜び合うことで、思考力の広がりを感じた。 

 また、しゃぼん玉を色々な角度から観察することで、見る角度によって虹の見え方が変わることに気づくこ

とができた。 

 このように体験の中で、普通に観察するだけでなく、『しゃぼん玉を重ねる』『しゃぼん玉の中にしゃぼん玉

を作る』など、より虹色が綺麗に見えるためにはどうやったらいいのか？と友達同士で知恵を出し合う中で、

友達の考えや気持ちに気づき、問題解決に共に向き合い、試行錯誤を繰り返しながら意欲的に取り組む姿に探

究心の向上を感じた。 

 

⑤虹ビーズで消えない虹作り 

これまで色々な体験をしてきたが、虹が見えている時間は少なく、「もっと長い時間、虹を観察したい」とい

う気持ちが高まってきた。 

そこで、虹ビーズというガラスビーズで『虹ビーズ板』を作り、水が出ている間しか見ることのできなかっ

た虹をずっと観察できるようにしたい。 

 

事例１．【不思議！虹が消えないよ】 

 

戸外で虹ビーズ板を、みんなで囲んで虹を観察する。 

F男：「凄い！山みたいな虹が見えるよ」と驚き、虹ビーズ板で虹を発見する。 

G男：「僕も見えた！空で見る虹と同じだね」と喜び、虹を観察している。 

L子：「全然消えないね！」と消えない虹の発見に喜びを分かち合っている。 

M子：「ねぇねぇ。こっち全然見えないよ…、何で？」と虹が見なくて困っている。 

L子：「えっ！見えるよ。何で見えないの？良く見てみなよ」 

   とM子に教える。 

M子：「良く見てるけど、全然見えないよ」と焦り出す。 

L子：「じゃあ、教えてあげるからこっちに来て」とM子を呼ぶ。 

M子：「あっ！見えた！何でこっちだと見えるんだろう？」 

と不思議に感じる。 

みんなで虹ビーズ板の周りをグルグル歩き、虹の見える所、 

見えない所を探している。 

F男：「影が見えると虹も見えるんじゃない？」 

と見える所と見えない所を見比べ予想する。 

M子：「そうか！影が見えない時は虹も見えないもんね」 

と知恵を出し合い、自分たちなりの答えを導き出す。 
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【虹が消えないから描きやすいね】 

【虹の絵(７色)】 【虹の絵(６色)】 【虹の絵(５色)】 

※子ども達の中で虹色が見えた数が違い、一番多いのが７色であった。他

に６色、５色などで描いている子がいた。 

※虹色の順番も人それぞれ見え方が違ったが、大体の子が一番上は赤色で

描いていた。 

事例２．【虹がボールみたいに丸くなった！】 

 

 H男が虹を良く見ようと、虹ビーズ板に体を乗り出し、顔を近づけている。 

H男：「あっ、虹が丸くなった！ボールみたいだよ」と驚き、虹の変化に気づく。 

I男：「どこどこ？丸くなんて見えないよ！」と丸い虹に興味を持ち、H男に聞く。 

H男：「こうやって顔を近づけると虹が丸くなっていくよ」とI男に教える。 

I男：「本当だ！虹が丸くなった。不思議だね」と顔を近づけたり、遠ざけたりして虹の変化を楽しむ。 

H男：「虹ビーズ板を大きくすると、もっと大きい丸になるかもね」と思考を膨らませる。 

 

事例３．【あれ！？虹が見えなくなった】 

 

 虹ビーズ板を使って虹の観察画を描くことにした。 

N子：「一番上は赤かなぁ～」と虹を指差しながら色を確認する。 

J男：「黄色や紫もあるね」とじっくり虹を観察し、色を発見する。 

O子：「１、２、３、４、５…、う～ん？７色あるかなぁ？」と虹を数え、７色無いことを不思議に感じる。 

K男：「僕は７色見えるよ！赤でしょ、オレンジでしょ…」と言葉に出して色を確認する。 

O子：「私は５色しか見えない」と何度数えても５色しか見えないようである。 

 すると、太陽が雲に隠れ、日陰になった。 

N子：「あれ？虹が見えなくなった！」と驚き、虹ビーズ板の周りを探し始める。 

J男：「本当だ！さっきまで見えてたのに何でだろう？」とN子と一緒に探す。 

O子：「分かった！日陰になったから見えなくなったんだよ！」と見えた時との変化に気づく。 

J男：「そっか！日陰だと虹が見えないもんね」と今までの体験を踏まえて疑問を解決する。 

N子：「いつでも見れる訳じゃないんだね」と納得する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★考察 

虹ビーズ板を使うことで、「もっと長い時間、虹を観察したい」という子どもの思いを解決することができ、

消えない虹を不思議そうに眺めていた。 

しかし消えない虹でも、見る場所によっては全く見ることができない不思議な現象に気づいた。そこで、虹

ビーズ板の周りを歩き、見える場所と見えない場所を比較することで、影の存在に気づき、自分の影が前に見

える時に虹も見えることを発見した。また、日陰になると消えてしまうことも、今までの体験を踏まえ、すぐ

に原因に気づくことができた。 

他にも虹ビーズ板を様々な角度や距離から観察することで虹が円であることを発見した。虹は半円だとイメ

ージしていた子ども達にとって驚きと喜びが両方味わえる出来事であった。 

この体験を通して、虹ができるには太陽の光だけでなく“太陽の向き”も大事だということを不思議な現象

から発見することができた。変化や違いを敏感に感じ取れる洞察力が鋭くなったことにより、様々な発見に気

づけるようになった。 
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B さとうきびから広がる紙作り（３、４歳児） 

①さとうきびとの出会い 

畑にさつまいもの苗を植えに行くと、畑の隅に大きなさとうきびを見つける。畑のおじさんからそのさとう

きびを切ってもらうと子ども達は近くに寄り、においをかいで竹のにおいみたいだねと話したり、皮をめくっ

て皮の中の色を確かめてみたり、自分の背丈より大きい葉を触ろうと精一杯ジャンプをしたりして、さとうき

びがどんな植物なのか確かめていた。実際にさとうきびを見るのは、ほとんどの子ども達が初めてだったが、

子ども達は臆することなく、さとうきびという植物を知ろうとしていた。園に帰ると、さとうきびについても

っと知りたくなり、図書の中から一目散にさとうきびの絵本を探し、保育者の所に読んでと嬉しそうに期待を

持ちながら、持ってきた。子ども達と絵本を見ていく中で、さとうきびに関心がなかった子ども達も徐々に興

味を示すようになり、子ども達の中から意欲的に「さとうきびを育ててみたい！」「砂糖を作ってみたい！」「紙

を作ってみたい！」と好奇心が高まり、さとうきびを植えることにする。 
 

②さとうきびを育ててみよう 

植え方は畑のおじさんに教えてもらう。場所は、園のさつまいもの畑と毎日成長を見守れるよう園内のプラ

ンターにさとうきびを植えることにする。 
 
 
事例１．【さとうきびはどうやって植えるの？(園のさつまいも畑)】 

 
 園のさつまいも畑に行き、畑のおじさんと一緒にさとうきびを植える。 

4歳児A子：「さとうきびのたねはどこにあるの？」 
畑のおじさん：さとうきびの棒を見せて、 

「ここの節目のところから芽が出てくるよ」 
3歳児A子 :「へぇ～」   

3歳児B子は畑のおじさんの言葉を受け、棒を立てた状態で土にさそうとする 

畑のおじさん：「3歳児B子ちゃん、芽はここから上に伸びるから、さとうきびを横にして土をかぶしておくと

芽がでるよ」 

   3歳児B子はとても不思議そうな顔をしながらも、土を掘って、さとうきびを横にし、土をかぶせた。 

4歳児B子：「たねがなくても、さとうきびはできるんだね！すごいね！」 
   4歳児B子は驚いた様子で、植えたさとうきびを眺める。 

4歳児A男：「本当に全部土をかぶせても大丈夫なのかな？」 
畑のおじさん：「実は、昔は畑のさとうきびをもぎってはおやつに食べたんだよ。甘くておいしい汁が出てきた 

らね。」 
   3歳児A子と4歳児B子は不思議そうに顔を見合わせていた。 

 

★考察 

 子ども達の中では、植物・野菜は種や苗からできるというイメージが強く、今回さとうきびをそのまま植え

るということは子ども達にとって驚きであった。 
また、畑に行ったのち、園庭のプランターにも畑のおじさんに教えてもらった方法でさとうきびを植えた。

畑でおじさんに植え方を教わった子ども達は、さとうきびを自分たちで植えることができ、植えたさとうきび

に対しての愛着が生まれ、子ども達から自主的に園内のプランターに植えたさとうきびに水をあげる姿が連日

見られた。3歳児の子ども達にとっては、じょうろに水を入れるととても重く、不安定だが、一生懸命服が濡れ

ながらも「大きくなってね」と嬉しそうに水をあげていた。このような子どもの姿から、子ども達の植物に対

する優しい思い、思いやりの気持ちが感じられ、このような気持ちは今後さとうきびやほかの野菜だけでなく、

めだか、オタマジャクシなどの小動物にも通じるものであり、このような気持ちがどんどん繋がっていくこと

を感じた。 
 そして、3歳児A子と4歳児B子は、畑のおじさんから、さとうきびの甘い汁について話を聞き、「私たちも 

飲んでみたい」と友達や保育者に提案する。 

【えっ！横に植えるの？】
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③さとうきびジュース、砂糖作り 

さとうきびをなめたり、かじったりして、さとうきびの甘い汁を飲んでみたいという声が広がり、子ども達

とさとうきびの絵本に載っていたジュース・砂糖を作ることにする。 
 
事例１．【本当に甘いのかな？】 

 

さとうきびをジューサーで砕くと、茶色の濁ったような汁が出てきた。 
3歳児C子：「なんか茶色の水がでてきたよ」と嬉しそうに指をさす。 
3歳児A男：「あれが甘い水かな？」と不思議そうに汁をながめる。 
4歳児C子：「え～！違うよ！なんかまずそうだもん。」と顔をしかめる。 
   しかし、実際に汁を飲んでみると… 
3歳児D子：「おいしい！」と隣の友達と嬉しそうに飲む。 
4歳児D子：「茶色の色なのに甘いね！」と驚きの表情を見せる。 
3歳児E子：「え～、まずそうだから嫌だな…」と嫌がる。 
4歳児B男：「この甘いジュースで砂糖ができるって絵本には書いてあったけど、本当なのかな？」 
   4歳児B男は考えながら、少しずつ飲む。 

保育者：「この汁で作ってみようか？」とクラスの子ども達に問いかけると… 
みんな：「うん！」と期待を持って、保育者の方を見る。 

 
   そして、さとうきびから取れた甘い汁を煮つめて、今度は砂糖を作ることにする。 
   鍋に汁を入れて煮つめると、部屋中に甘い匂いが漂う。 
4歳児D子：「甘い匂いになったよ」 
4歳児C男：「キャラメルみたいな匂いがするね」 
3歳児B男：「おいしそうな匂いだね」と思い思いに思ったことを口にする。 
    かき混ぜているうちにねっとりしてきて、木べらにザラメのようになった砂糖がくっついてくる。 
    それを見て…     
4歳児E子：「あっ 糸みたいなのが出てる」と指で砂糖をさす。 
   すると、子ども達は今まで近くの友達とおしゃべりをしていたが、金色の糸のようになった砂糖を見ると、

飴のように糸を引く砂糖に釘付けになる。そして、一口食べてみる。 
4歳児D男：「なんかこげた色でおいしくなさそう…」としかめ面をして口にするのを嫌がる。 
4歳児F子：「え～！ほらね！甘いよ」と自慢げに隣にいた友達に言う。 
4歳児G子：「本当だ！キャラメルみたい」と嬉しそうに笑う。 
3歳児F子：「おいしいね」 子ども達は、気に入った様子で何度も砂糖を口に運ぶ。 
   そして、ジューサーを片付けようと保育者がジューサーを持ち上げると、中から白いパサパサした柔らか

い繊維（さとうきびのしぼりカス）が出てきた。それを見た子ども達は、「この白いパサパサがが紙にな

るって書いてあったよね」と自慢げに話す。 
 

★考察 

 搾り始めて、茶色の汁が出てきたときは、本当にその汁が甘い汁なのか半信半疑のようで、口にしたくないと

いう子どももいたが、実際にジュースにして飲んでみると、とても甘く、子ども達は驚いていた。見た目の色

からあまりおいしくなさそうだったが、実際に飲んでみると甘いというギャップに子ども達は驚きを友だちや

保育者と共感するとともに、さとうきびって面白いと感じている様子だった。また、その汁を使って砂糖を作

り始めると、最初は半信半疑だった子ども達も金色の糸のような砂糖を見て、目が砂糖に釘付けになり、子ど

も達にとって感動体験の場となった。 
 また、しぼりカスを子ども達が見つけることによって、紙作りに対しての期待がより一層膨らみ、また今度こ

れで紙を作ろうねと大事にしぼりカスを集めて取って置く子どもの姿が見られた。 

【わ～！すごい！！】 
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④しぼりカスを使って、紙を作ってみよう 

子ども達が、大事に取って置いたしぼりカスを使って、紙を作ることを保育者に提案する。そのため、園に
あった紙作りキットを使い、子ども達と紙作りをする。紙作りをするために必要な物を保育者から聞くと、子
ども達は友達と園の様々な所に探しに出かけ、材料を準備する。水のりなど重たい物もあったが、友達と協力
したり、順番に持ったりして、なんとか園庭まで持ってくる。材料が全部揃うと、保育者と一人ずつ紙作りを
始める。 
 
事例１．【これぐらいかな？】 

 
保育者と500mlのペットボトルの中に、さとうきびのしぼりカス 
（大さじ2）、トイレットペーパー（30cm ）、水のり（スプーン1 
杯）、水を入れ、ふたをし、よく振って混ぜる。 

3歳児C男：「これくらいでいいかな？」と少し振って休む。 
4歳児H子：「まだちょっと足りないかな。このままだと穴あき紙になっ 

ちゃうかもよ。よく混ざって白くなるまで頑張って！」 
   すると、4歳児H子の言葉に励まされ、少し疲れていた3歳児C 

男も、一生懸命ペットボトルを振り始める。 
そして、いよいよ紙作りキットのはがき版の大きさの型に流し込むと… 

4歳児I子：「なんか大根おろしみたいだね」 
3歳児G子：「本当に紙出来るのかな？」 
   子ども達は、本当に紙ができるのか不安な様子だったが、水をしっかりきり、型から取り出すと、柔ら

かく、びりっと破れてしまったが、小さな自分の作った紙ができる。すると… 
4歳児E男：「わあ～！すごいでしょ！僕の作った紙だよ！」 自慢げに自分の紙を友達や保育者に見せる。 
   それから、子ども達は何度も何度も紙作りに取り組む。そして、次第にはがき版の大きさの紙ができる

ようになってきた。 
 
 保育者が子ども達の作った紙をほかの子ども達と見ていると、3歳児の子どもがペットボトルを持って、材 
 料の前に立っている。どうやら、材料を自分で入れれず、困っている様子だった。すると… 
4歳児J子：「○○くん、どうしたの？」と3歳児D男に声をかける。 
   3歳児D男は、なかなか言葉で言えず、指で紙作りの材料を指さす。 
   すると、いつも一緒にいる4歳児J子は3歳児D男の思いに気付き、 
4歳児J子：「一緒にやってみよう！私、さっき先生と紙作りしたから」 
3歳児D男：「うん」と、4歳児J子のそばに座る。 

そして、4歳児J子と3歳児D男は一緒に材料を入れ始める。 
4歳児J子：「さとうきびはこれぐらいかな？」 
3歳児D男：「どうかな？少ないかな？」 
4歳児J子：「じゃあ、もうちょっと入れてみるね」 
   4歳児J子と3歳児D男は、二人でどれくらい材料を入れたら紙がうまく出来るのか考えながら、材料の

量を調整する。そして、よく振り、型に流し込み、水をきると… 
3歳児D男：「できた～！」 

少しさとうきびの量が足りず、穴が開いているが、２人で作った紙を嬉しそうに4歳児J子に見せる。 
 

★考察 
さとうきびのカスから紙を作ることができ、本当にさとうきびを使って紙が出来るのかという疑問の答えを

実践をもって知ることができ、子ども達もとても積極的に何度も紙作りに挑戦することができた。初めて自分
で紙を作ることが出来たときは、子ども達はどこかとても誇らしげで、紙ってこうやってできるんだという新
たな発見とともに、さとうきびに対する驚きを感じているようだった。 
また、紙作りを何度も通していく中で、ペットボトルの材料がよく混ざらないで早く型に流しこみたい、作り
たいという気持ちが先走ることもあったが、材料がよく混ぜ合ってないと丈夫な紙ができないことやのりが溶
けずにそのまま出てきてしまい、残念な気持ちになった。それを子ども達はどうしたらうまく、破れない大き
な紙を作ることができるのか、何度も失敗しながらも、自分なりに考え、材料の量やペットボトルの振り方を
工夫することができた。子ども達が失敗したときに保育者がこうしたらうまくいくという解決策を伝えること
は簡単だが、今回子ども同士で体験していく中で、考えを出し合うことを大切にし、子ども達の紙作りはより
充実したものになったのではないかと思う。時には、「先生、どうやってやるの？」と聞いてくる3歳児の子ど
ももいたが、保育者がそばに寄り添い、一緒に考えていくことで、少しずつ工夫する姿が見られ、最後には“自
分でできた”という達成感を味わうことができた。 
紙作りをしていく中で、子ども同士助け合う姿も見られ、互いに分からないこと、困っていることを教え合

う姿が見られた。特に、4歳児の子どもが3歳児の子どもの疑問に答えるという場面は多く見られ、3歳児の子
どもが困っているとそっと優しくそばに寄り添う姿も見られた。このような姿から、子ども達の互いに思いや
る気持ちが今回の紙作りを通して、自然に育っていることを強く感じた。 

【大根おろしみたいだね】 

【よく振ろうね！】
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C 不思議！風船から声が聞こえたよ 

①風船で遊ぼう 

バルーンアートを見て、「風船で動物が作れるなんてすごいね。」「“フワッ”っとしてるね」「作ってみたいな」

と、風船に興味を持った子ども達に「風船で遊びたいなぁ」という思いが芽生える。 

 

事例１．【風船がビリビリするよ】 

 

 風船を用意し、子ども達は、上にはね上げたり、友達とキャッチボールをしたりなど、風船遊びを楽しんで

いる。その遊びの中で4歳A子が偶然、風船に口をあてて、「あ～」と言ったところ… 

4歳A子：「あ～あ～。先生！なんか風船がビリビリしてるよ。」 

と、4歳A子は風船に口をあて、声を出している。 

保育者：「ビリビリするの？」 

4歳A子：「うん、すごいよ！」 4歳A子は驚いた表情をしている。 

4歳B子：「私もやりたい！」 

 4歳B子は4歳A子が持っている風船に耳をあてる。 

4歳B子：「うわぁー、聞こえるね！4歳A子ちゃんの声が聞こえる！」 

  4歳B子の姿を見て、周りにいた他児も集まり、やり始める。 

3歳A男：「うわぁ、ほんとだ！」 

 

★考察 

4歳A子が偶然風船に口をあて、「あ～。」と声を出したところ“ビリビリ”するということに気づいた。風船
を通して声が聞こえるということを発見し、初めての体験に皆驚いた様子であった。周りにいた子ども達から
も「やりたい」という声が上がり、この“声が聞こえる”という面白い体験をしたいという思いが強くなり、
遊びも広がっていった。子ども同士でこの“声が聞こえる”という“不思議さ”を共有しながら遊びを進めて
いく中で、子どもから「風船と風船をくっつけてみたらどうなるのかな？」という疑問が生まれ、工夫する姿
が見られた。 
風船を増やしていき、この“風船を通しても声が聞こえる”という不思議な体験から生まれた子ども達の「ど

うして聞こえるのかな？」という疑問を考えながら、“自分でやってみたい”という好奇心、意欲、興味、感心
へと繋げていく。 
 

②風船をくっつけてみよう 

事例１．【風船を増やすと…】 

 

3歳A子：「これ聞こえるのかな？」と、ワクワクしている。 
4歳A男：「聞こえるんじゃない？」  

3歳A子は風船に耳をあて、4歳A男は風船に口をあてる。 
4歳A男：「あいうえお～。」 
3歳A子：「あっ、聞こえたよ！」と、驚きの表情である。 
4歳A男：「ほんとに？交代して！」                 
  今度は4歳A男が風船に耳をあて、3歳A子が風船に口をあてて話してみる。 
4歳B男：「どんどん風船増やしてみようよ！」と、近くで見ていた4歳B男が提案する。 
4歳A男：「やろうやろう！」 
  近くにいた子ども達が集まり、風船を3個、4個と増やしていく。 
4歳C男：「4つでも聞こえたね。ねぇ！みんなでくっつけてやってみない？」 
子ども達：「やってみよう！！」と4歳児14人が集まり横に1列に並び、 

風船をくっつけようとするが、耳をくっつけて聞こうとすると 
風船がずれて離れてしまい、上手にくっつけることができない。 

4歳C子：「このままバラバラでやってみようよ。」 
子ども達：「そうだね、やってみるか！」 
  4歳D子が風船に口をあて、他の子ども達は耳をあてる。 
4歳D子：「いくよ！リ・ン・ゴ」と小さな声で言う。 
子ども達：「うわっ！」「声聞こえたよ！」「今“リンゴ”って言ったよね！」 

【声が聞こえるよ】

【３つでも聞こえるかな？】 

【みんなで繋げると…】 
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★考察 

 子どもの提案から、風船の数を増やしてやってみることになったが、横並びで風船をくっつけて聞こうとす

ると風船がずれてしまった。並ぶことができなかったが、「このままやってみよう。」という4歳C子の一言で、

“風船はくっつけているが、並び方はばらばら”の状態で声を聞いてみた。4歳 D子の「リンゴ。」という声が

聞こえた子ども達からは「凄い！」「不思議だねぇ。」と、驚きの表情であった。何故声が聞こえるのか？とい

うことは理解してはいないが、この“風船を沢山くっつけても声が聞こえる”という不思議な体験は、子ども

達の好奇心をくすぐり、そこから「もっとやりたい」という意欲的な思いが強まり、遊びも広がっていった。 

 後日、るんびにー文庫から、1冊の本を見つけた子ども達。その中には“風船でんわ”や“糸でんわ”が載っ

ていた。子ども達はその2つの見たことのない“不思議なでんわ”に興味、関心を持ち、「面白そう！」という

強い思いから、まずは“風船でんわ”に取り組むことにする。 

 

③風船でんわをやってみよう 

事例１．【風船でんわって聞こえるの？】 

 

  保育者が風船とたこ糸を用意する。風船は保育者が膨らませ、 

糸は子どもと一緒につける。糸の長さは、遠すぎず、近すぎずの 

30ｃｍでやってみることにした。 

3歳B子：「聞こえるのかな？」 

4歳D男：「今から喋るからね！く・る・ま。」 

3歳B子：「わぁ！聞こえた！くるまって！」 

4歳D男：「凄いね、聞こえるんだ。ならさ、糸をも～っと長くしたら聞こえるのかなぁ？」 

4歳E男：「いいね、やってみよう！」 

  保育者が手伝いながら、30ｃｍずつ糸を伸ばしていった。6ｍ30ｃｍまでいった所で… 

3歳B男：「なんも聞こえない。」 

4歳E子：「ほんとに？ちょっと聞かせて。あれっ、ほんとだ。なんか言ってるような気はするけど…」 

4歳D男：「なんでだろう？聞こえないねぇ。」 

 

★考察 

 クラス全員が、風船でんわを初めて見たということだったので、子ども達はこの“風船でんわ”に対して好

奇心でいっぱいであった。いざやってみて声が聞こえると、「うわぁ～、聞こえるよ！」と驚く姿が見られた。 

 初めての体験に心を躍らせ、“風船でんわ”の糸をどんどん伸ばして遊ぶ子ども達であったが、6ｍ30ｃｍに

達した時に声が聞こえなくなり、子ども達は「なんで聞こえないのかな？」という疑問を持った。その時“糸

でんわ”を思い出した 4 歳 D 男から「“糸でんわ”は聞こえるのかな？やってみたいな。」という意見が出て、

周りの子ども達にも「やりたい！」という強い思いが生まれた。この“やってみたい”という好奇心、探究心

を大切にしながら、保育者と子どもが共に考え、心に寄り添い“糸でんわ”遊びを進めていくことにする。 
 

④糸でんわをやってみよう 

事例１．【糸でんわも声が聞こえるのかな？】 

 

紙コップとたこ糸を用意し、保育者と子どもが一緒に 

‘糸でんわ’を作る。糸の長さは、‘風船でんわ’が聞こえなく 

なってしまった6ｍ30ｃｍからやってみることにした。 

3歳C子：「聞こえるかなぁ？」とコップに耳をあて、ワクワクしている。 

4歳E男：「聞こえそうじゃない？いくよ、ゾ・ウ。」 

3歳C子：「すごい、すごい！めっちゃ聞こえたよ！」 

子ども達：「僕にもやらせて！」「“糸でんわ”ってすごいね！」 

保育者：「“糸でんわ”って声が遠くまで聞こえるんだね。すごいよね。」 

4歳F男：「でもさ、“糸でんわ”は、めっちゃ声が聞こえたのに、何で 

“風船でんわ”は聞こえなかったのかね？不思議だなぁ…」 

【声が聞こえなくなっちゃった】 

【長くても声が聞こえたよ】 
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★考察 

 糸の長さを6ｍ30ｃｍから始め、どんどん伸ばした結果、子ども達の耳では、10ｍまで声を聞くことができた。

子ども達は「離れてても声が聞こえるなんて凄い！」と驚いていた。同時に、「どんどん伸ばしたらどうなるか？」

という探究心も子ども達の中で大きく膨らみ、子ども達が自分で積極的に“糸でんわ”遊びを、糸の長さを変

えながら展開していく姿が見られた。上手に糸を張れない年少児に対して、「こうやってしっかり持つんだよ。」

「ピーンと張った方がいいよ。」と手を添える年中児の自然な優しい姿も見られた。 

 糸を伸ばしていく中で、子ども達から自然に「“風船でんわ”と“糸でんわ”、何が違うのかな？」という疑

問が生まれた。保育者と子ども達が一緒に考えて、「“紙コップ”と“風船”が違う。(糸に繋がっているものが

違う)」「2つを合体させてみたらいいかもよ。」という子どもの言葉から、この2つの何が違うのかという事を

探っていくことにする。 

 

⑤合体させてみたら…？ 

事例１．【風船に紙コップをくっつけてみよう】 

 風船でんわと糸でんわとでは、糸につながっている物が違うことに気付いた子ども達の中に、新たに“どう

して紙コップの方がよく聞こえるのかな？”という疑問が生まれ、紙コップから聞こえる音を探ることにする。 

 糸につながっていない紙コップと風船を渡すと、それぞれの違いを見つけようとして傾けて見たり、素材の

感触を確かめるなど、意欲的に取り組み、不思議さを追求する姿が見られる。 

 

4歳G男：「こっち（紙コップ）は穴があいてる。」 

4歳F子：「風船は丸くて大きいよ。」 

保育者：「そうだね。紙コップは声を出すところが穴があいてるみたいだね。」 

4歳G子：「あっ！紙コップをくっつければいいんじゃない？」 

4歳H男：「やりたい！やりたい！！」 

保育者：「じゃぁ、くっつけてみようか。」 

風船に紙コップをくっつけ、聞こえるか試してみた。ところが…。 

4歳F子：「あれ？声は聞こえるけど、あんまり聞こえな～い。」 

4歳G子：「聞こえない。」 

保育者：「紙コップをくっつけたのに何で聞こえないのかな？。」 

風船にくっつけた紙コップとただの紙コップをじっと見比べながら、 

疑問と向き合う子ども達。しばらくして、 

 

4歳H男：「この紙があるからじゃないの？」と、紙コップの底を見て言った。 

保育者：「そうかなぁ？じゃぁ、紙コップの底をとってみようか。」 

4歳F子：「あっ！聞こえた聞こえた！今度は4歳G子ちゃんが聞いてみて。」 

4歳G子：「聞こえた。あぁ～って言ったでしょ。」 

4歳G子：「当たり～。」 

4歳G男：「ぼくもやりたい。本当だ、聞こえた。」 

保育者：「4歳H男くん、よく紙コップの底に気付いたね。 

     聞こえ方は違うのかな？」 

4歳G子：「こっち（底がついていない）の方がはっきり聞こえるよ。」 

3歳D子：「聞いてみたいなぁ。かーしーて。」  

4歳G子：「え、いいよ。こうやってやってね…」  

紙コップの耳の当て方や風船の持ち方を3歳児に教える4歳G子。 

3歳D子：「あぁ！聞こえた。聞こえたよ。」 

4歳G子：「そうでしょ？すごいよね。」 

紙コップつきの風船を数人の子ども達が囲み、順番にそれぞれ聞こえる体験を楽しんでいた。 

【底がついていると聞こえないんだ】

【底がないと聞こえるんだね】 
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★考察 

 「どうして紙コップの方がよく聞こえるのかな？」と、子ども達の心の中で不思議が生まれ、紙コップと風

船を手にとって、見たり触ったり、じっくりと観察していく中で‘紙コップの底をとってみる’という考えを

試すことにした。 

保育者が紙コップの底をとり、風船にくっつけている間、子ども達は‘どうなるのかな？’‘聞こえるかな？’

と、自分たちの考えが確かなものになっていく様子をワクワクしながら見ていた。 

そして、試した結果「よく聞こえるよ！」の声に、ドキドキしながら見ていた子ども達の表情がパッと明るく

なり、クラス全体で「やった！」「やっぱりそうだったんだ！」という感動を共感することで、達成感や満足感

を味わうことができた。 

子ども達の発想から、考え、工夫し、試していく過程で、楽しさや学びの心、喜びを味わい、保育者はいかに

子ども達の心に寄り添った言葉かけや、心の豊かさにつながる援助をしていけるかが重要だと感じた。 

 

Ⅴ．全体のまとめ 

A 水の中にも虹ってできるの？ ～体験を通して虹を知ろう～  (５歳児)  

子ども達の「水の中にも虹ってできるの？」という疑問から興味関心が広がり、豊かな感性や創造性の芽生

えを育むきっかけとなった。“戸外でしか見えない物”だと認識していた虹が“水の中にも虹ができる”という

新しい観点から子ども達の中の思考が膨らみ、“もっと見てみたい”“知りたい”という活動意欲が溢れてきた。

そこで、虹に関する様々な体験を通して虹を知ろうと考えた。 

虹フィルター、虹色しゃぼん玉、虹ビーズなどの体験を通すことで、色々な物にも虹があることを発見する

ことができた。子ども達の中での“虹”は空に見える物が全てであったが、CD-R やしゃぼん玉、ガラスビーズ

にも虹が見えることを実際に体感することで、より知識を深めることができた。 

 虹を作るには、“水”と“太陽の光”が必要不可欠だと感じていた子ども達も、虹フィルターの体験で“水が

無くても虹が作り出せること”“太陽の光以外の光でも虹が作り出せること”を学ぶことができた。また、虹色

しゃぼん玉の体験では、虹ができるには“光が強く関係している”ことを理解し、虹ビーズの体験では“太陽

の向き”が大事だと気づくことができた。 

 このように共通体験を通すことで様々な発見に気づき、共感しながら知恵を出し合っていくことで、自分な

りに虹を知ることができた。子ども達、誰もがみんな“科学する心”を持っている。そのことを頭に入れ、保

育者は子どもの小さな発見や発想に耳を傾け、一緒に共感していくことが大事だと感じた。これからも子ども

の探求心を大切にし、子どもと一緒に環境を整え、“科学する心”が育つ手助けができるようにしていきたい。 

 

参考文献：『にじってなあに』(作：永田英冶 絵：伊藤美貴 出版社：大日本図書) 

      『虹色実験室』(http://www.nijilab.com/) 
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B さとうきびから広がる紙作り （３、４歳児） 

“さとうきび”というほとんど目にしたことのなかったものに、子ども達はとても興味関心を持ち、臆する

ことなく、知ろう、関わろうとする姿が見られた。なかなか最初は子ども達も保育者もさとうきびに対して、

知識が少なく、どうしたらいいのだろうかと戸惑うこともあったが、畑に行ったことや畑のおじさんの言葉、

絵本をきっかけに、子ども達から多くの確かめてみたいという気持ちを聞くことができ、紙作りや砂糖作りな

どに積極的に取り組むことができたのではないかと思う。 

また、そのように積極的に物事に取り組むことで、さとうきびに対する知識や思いもより深まり、子ども達も

大きな充実感、満足感を感じることができた。そして、砂糖作り、紙作りなど様々な段階を友達や保育者と経

験し、理解していく中で、さとうきびが様々なものに変わっていく驚き、幅広さを感じることができ、自分の

周りにある何気ないものも大きな可能性、広がりがあるということを知ることができたのではないかと思う。

さとうきびを実際にかじったり、ジュースを作ったり、紙を作ったり、さとうきびの絵本の先生へ自分たちで

作ったさとうきびのはがきで手紙を書き、ポストへ行って、みんなで送る体験もした。今回の体験を通して、

さとうきびの面白さ、幅広い活用性を実際に自分の視覚や触覚、味覚などで感じることができ、自分の身のま

わりにある様々なものにもそれぞれ可能性があるいうことにも気が付くことができたのではないかと思う。そ

して、さとうきびを通しての経験は、日々の遊び・生活のなかでも生き、子ども達が自分から様々なものに工

夫を加えることができるようになり、遊び、生活を自分たちでより深めていくことが多く見られるようになっ

てきた。 

今、子ども達が植えたさとうきびは数センチに育ち、毎日少しずつ大きくなってきている。これからも、さ

とうきびの成長を子ども達と見守っていく中で、さとうきびの面白さだけではなく、植物の生命力の強さ、素

晴らしさを感じていきたいと思う。そして、子どもの好奇心や関心を一緒に共有しながら、保育者自身も積極

的に楽しむことで子どもの成長に大きな影響を及ぼすことを改めて感じ、幼児期は毎日が発達、発見の日々の

中で子ども同士が意見を出し合ったり、認め合ったりする中で、自立や協調性を養うことができていくことを

改めて感じることができ、生み出す喜びを共に感じ合う活動となった。 

 

参考文献：『サトウキビの絵本』(編：杉本明 絵：スズキコージ 発行所：社団法人 農山漁村文化協会) 
 

C 不思議！風船から音が聞こえたよ （３、４歳児） 

風船遊びを通して、ただ弾ませるだけではなく声が聞こえるという遊び方を発見した子ども達は、声や音が

聞こえたことで、“どうやったらもっとよく聞こえるのかな？”という不思議さが増すと共に、子ども達の心の

動きも広がり、「もっと風船をくっつけてみようよ。」「糸を伸ばしてみたら？」など、“こうしてみたい！”と、

自発的に遊びが広がり、ますます面白さを味わった。 

年少児と年中児が一緒に取り組む中で、年少児が年中児のやっているところを覗き込んだり、真似してみた

りと、尊敬と憧れの眼差しで見ており、逆に年中児は、年少児だけでは上手に出来ないところに、そっと手を

差し伸べたりと、コミュニケーション力や思いやりの心を育むことができた。 

保育者や友達と共に考え試行錯誤していく過程の中で、自分たちで思ったことや発見したことを相手に伝え

合い、実際に目の前でやってみて「やっぱり聞こえたね！」と、疑問を確かなものにしていくという楽しさや

学び、目的に向かって取り組んでいく探究心や、感動する心を知ることができた。 

不思議に思ったことを、自分から関心を持って確かめる子ども達の姿から、“何でだろう？”“やってみたい”

と思えるような遊びを発見したり、子どもに寄り添った環境を整えることの大切さを実感した。 

 

参考文献:『いとでんわ』(文：小林実 絵：荒木桜子 発行所：福音館書店)   
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Ⅵ．後期および次年度に向けて 

A 水の中にも虹ってできるの？ ～体験を通して虹を知ろう～ (５歳児)  

前期は主に観察を行なってきたので、後期は虹の特性を生かした作品作りを通し、創造性を育んでいく。 

・キラキラ虹こま作り 

 ホログラムシートを使って、キラキラ虹色に輝きながら回るこま作りを楽しむ。 

・セロハンテープ、ステンドグラス作り 

 偏光板とセロハンテープを使って、色合いや模様を工夫してステンドグラス作りを楽しむ。 

 

B さとうきびから広がる―紙作り―（３、４歳児） 

・さとうきびの観察をする 

引き続きさとうきびの成長をクラス全体で見守り、観察し、さとうきびの大きさや葉の色の変化を友達や保

育者と見つけ、新しい発見を共に喜び、分かち合う経験を大切にする。そして、さとうきびに対する思いを

より深め、植物や動物など命あるものを大切にすることにつなげていく。 

・砂糖を使ったおかし作り 

砂糖を使ったおかし作りを友達や保育者としていく中で、さとうきびの新たな一面に触れ、砂糖の面白さを

感じるとともに、お菓子作りからケーキ屋さんなどのお店屋さんごっこに発展していく中で、クラスの友達

との活動を深めていきたいと思う。 

・年賀状作り 

さとうきびジュースを作るときに出たしぼりカスを使って、年賀状作りにも取り組み、紙作りの体験をより

発展的に、充実したものにする。 

 
C 不思議！風船から声が聞こえたよ （３、４歳児）  

・風船でんわをつなげる、糸の素材を変えてみる。（ビニール紐、毛糸、裁縫用の細い糸など） 

・風船の空気圧を変えて、聞こえ方を調べる。 

・風船と糸をつなぐ方法をさらに考え、前期で行った実験以外の方法を試す。 

 

Ⅶ．昨年度の後期の実践報告 

A 魔法のパワーは静電気！？ ～電気クラゲにチャレンジ～ (５歳児)  
秋から冬にかけて静電気を使った遊びに取り組んだ。 

子どもの、「静電気博士が言ってたバルーンの遊びやりたい」という言葉から、クラス全体で、やってみよう

という雰囲気になり、バルーン遊びをした。外だと風があってできないので室内でやってみた。バルーンの遊

びを繰り返したが、バルーンが風船にピッタリとひっつき割れてしまった。子ども達は、電気クラゲが浮かぶ

ように、バルーンが空中にふんわりと浮いている様子を想像したが、バルーンは驚く速さで風船に吸い寄せら

れていき、「バルーンでキャッチボールできる」というのを体験することはできなかった。 

しかし、その中で、「バルーンをもっと小さくしてみよう」、「静電気をもっと強くするためにいっぱい擦るよ」

など、条件を変え、工夫する姿も見られた。 

このバルーン遊びが失敗続きの中、子ども達から「シャボン玉ならできるのかな？」という意見が出た。 

しかし、いざシャボン玉でやってみると、静電気で浮かぶどころか、すぐに割れてしまい、何度挑戦しても成

功することはなかった。子ども達が「割れないシャボン玉ってないのかな？」「お店で見たことあるよ」と話し

合う姿が見られたので、子ども達と相談し、保育者が割れないシャボン玉を用意した。 

割れないシャボン玉を使い、もう一度挑戦したところ、見事に‘フワッ’と浮かび上がった。子ども達も大興

奮で、「凄い！電気クラゲみたい。」「浮いてる！」と、驚きを共有していた。 

その後、風船だけではなく、風船の代わりにプラ板を使ってみたり、ビニールを使ってみたりと、子ども達

が自分たちで考え、試行錯誤しながら遊びを進めていく姿が見られた。 

バルーン遊びは、何度繰り返しても成功することはなかったが、この１年で身近なデザートスプーンの袋の

魔法のパワーが、静電気であることを知り、目に見えない力を感じる不思議さ、楽しさをクラス全員で共有す

ることができた。 

子ども達の小さな成功が、大きな自信になり、失敗が続くなかでも、子ども達の工夫する力になることが感じ

られた。 

これからも、子ども達の気づきや想像力を育む体験を、生活の中で一緒に楽しんでいきたいと思う。 
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B にんじゃのおたまじゃくし (３、４歳児) 

子ども達は、おたまじゃくしからカエルになった事を喜び、“ケロちゃん”という名前をつけて大事に飼って
いた。生きたハエや蜂、ダンゴムシなどを毎日探しては、ケロちゃんに与えていたが、なかなか食べる瞬間に
立ち会えずにいた。 
ある日、何日かエサを食べられずにいるカエルのもとに、子どもがハエを捕まえてきた。いつものように「食

べないかな～」と観察していると、あまり動かずにいたカエルが少し動いたと同時に舌を長く伸ばしハエを「パ
クッ」と食べた。一瞬の出来事に、子どもは息を飲み、驚いた表情で保育者と目を合わせた。食べた瞬間を見
るとカエルのお腹の膨らみにも気づき、不気味さも伝わってきたが、自然の摂理を確認できたようである。 
冬になり、カエルも石の裏に隠れて冬眠し始めた。冬眠をしている間、エサを食べないということを知り、

子ども達はチラチラとカエルの様子を観察しながら過ごしていた。年を越した登園日、様子を見た子どもが「ケ
ロちゃんがいない！」と言った。みんなで飼育ケースを覗くとカエルは水溜りの手前で干乾びてしまっていた。 
子ども達は、なぜ死んでしまったのかを話し合い「お腹が空いて出てきたんだ！」「ハエとかいなくなっちゃっ
たもん」「水が飲みたかったのかも！」「土もカサカサしてる」と色々な意見が出た。やりきれない思いを抱く
と同時に自然界に対して無力さを知る経験をした。 
子ども達は毎日生きている虫を探していたが、寒い季節になるにつれ虫もいなくなり、ハエなどを捕まえる

ことが難しくなってきた。１日にハエが１匹しか与えられない日もあり、カエルは「どれくらいの量を食べた
ら満たされるのだろうか」と、新しい疑問が生まれた。また、冬眠中は何もしなくても良いと思っていたが、
カエルの死と向き合うことで、みんなと考え、毎日霧吹きなどでカエルに水を与えなくてはいけないというこ
とに気づくことができた。そして、図鑑などに書かれている“おたまじゃくしはカエルになったら逃がしまし
ょう”という言葉の意味を深く理解することができたように感じる。 
このような実体験を通して自然を近くに感じ、自然と共に生きる自分の存在を知っていくのだと思う。 

 

C『風』って不思議！面白い！ ～遊びを通して風を感じてみよう～ （３、４歳児） 

 風によって“桜の花びらが舞い散る様子”“こいのぼりが気持ち良さそうに泳いでいる様子”を「風さんが遊
んでいる」と豊かな感性で捉え、様々な現象に興味関心を持ったことがきっかけで実践が始まった。そして『遊
びを通して風を感じる』を目的に持ち、“風の不思議さ”“面白さ”に気づいていけるように、意欲的に活動を
深めていった。 
しゃぼん玉遊びでは、上手く飛ばないしゃぼん玉に対し、疑問を持つことで、風について深く知ることがで

きた。風車遊びでは、今まで風を“触覚”だけで感じ取っていたが、“視覚”“聴覚”で感じ取ることができる
ようになった。このように遊びを通して風を感じられるようになったので、後期も引き続き、遊びを通して風
を感じていきたいと考えた。 
視覚、聴覚で感じ取ることができる風車は季節によって、様々な変わりようを見せた。夏にはあまり回るこ

とが無かった風車であったが、秋、冬と季節が変わっていくごとに風が強くなり、力強く音を立てて回るよう
になった。時には風車が壊れてしまうぐらいに激しく回り、風の怖さも感じられた。また場所によって、風車
がよく回る場所、回らない場所が分かり、風の流れを掴むことができた。視覚、聴覚で感じることのできる風
車は、子ども達の興味関心を引き出し、風の変化や違いを敏感に感じ取ることができるようになった。 
 秋は『ビュンビュンごま作り』、冬は『凧作り』をし、風を感じられる遊びを行なった。ビュンビュンごまで
は、こまが激しく風を切って回る「ビュンビュン」という音を不思議に感じていた。回すスピードによって音
が変わることに気づき、風が強くなることで、音が出ることを体感することができた。 
 凧作りでは、折り紙を使って凧を作った。始めは闇雲に走っていた子ども達であったが、風に向かって走っ
た方が上手く上がることを実体験から気づき、凧上げを楽しむことができた。遊びの中で風の流れをより感じ
られるようになった。 
 １年間遊びを通して風を感じたことで、“風の不思議さ”“面白さ”に気づくことができた。また、遊びの中
で様々な発見や発想をすることで、豊かな感性や創造性を身につけ、科学する心を育んでいく良い機会となっ
た。 
 

Ⅷ．今後の課題 

 今年度で連続応募６年目を迎え、“科学する心を育てる”体験を継続して行なってきたことにより、身の回り
の不思議に強い関心を示し、追求、探究したことを相手に伝え、やり遂げる意欲を身につけてきた。 
今年度は子ども主動の活動が多く保護者や地域の人々と交流する機会が少なかったが、子ども達の“知りた

い”と思う好奇心に理解し、協力してくれる保護者や地域の方々も年々増えてきた。継続は力なりを実感して
いる。 
 今後も保護者や地域の方々も巻き込み、子ども達の「なぜ？」「どうして？」を大切に育て、“豊かな感性”
と“創造性”の芽生えを育んでいけるようにしていきたい。 

 
研究代表者：柴田有祐 
５歳児担任：柴田有祐、加藤夕貴 

３、４歳児担任：南場雅子、湯浅志織、荒川昌乃、徳弘智子 
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