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日々の自然体験から紡ぎだす科学する心の芽生えとは 
－カエルと一緒に暮らしたい！カエルプロジェクト－ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年度ソニー幼児教育支援プログラム 
最優秀園 論文 

☆この論文の選ばれたポイント☆ 

本園は子どもが興味の対象に関わる姿を大切にし、自分たちで考えて進めて
いく遊びや生活を丁寧に見取って保育をしています。そのために、５歳児が課
題に向かい仲間と協働的な遊びを展開することに焦点を当て、子どもたちの目
的や関心事に添って園全体で保育の工夫を図っています。その成果として、子
どもたちが探求を深めて精力的に物事に取り組む意欲が、「科学する心」に結び
付いていることが高く評価されました。 

 園庭で見付けたカエルへの関心が高くなり、飼育を始めた子どもがいる時期
を逃さずに、保育者はカエルについて子どもと考え合う環境を作りました。カ
エルをより深く知ろうとする関わりにより、一人ひとりの探求はカエルの生態
へと深まっています。更に、カエルの餌や棲み処などに探求が広がった「池作
り」は、創造力が育まれる協働的な体験に繋がりました。 

 また、子どもたちは飼育物との様々な出来事により、生き物と真剣に向き合
う体験をしています。そして、探求する中で興味を引いた絵本の内容から池作
りを発想し、園庭のどこに作ることが良いのか考え合い、実際にみんなでやり
遂げる過程には、「科学する心」が育まれる多くの学びがあります。 
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Ⅰ．はじめに 
 みどりの森幼稚園では開園以来、保育の中の体験の一つとして、自然体験活動を重要視して来た。

園内の環境も、森を作ったり、木を植えたりしながら自然を豊かに感じられるように整えてきた。ま

た、仙台市の市街地に近い環境ではあるが、園外の環境も利用しながら、子どもたちが自然の豊かさ

に常に触れられるようにと体験を重ねてきた。 
自然体験の大切さはレイチェル・カーソンが「センス・オブ・ワンダー」の中で、「神秘さや不思

議さに目をみはる感性（センスオブワンダー）」を子ども時代に持つ重要性を繰り返し述べている。

カーソンは「この感性は、やがて大人になるとやってくる怠慢と 
幻滅、わたしたちが自然という力の源泉から遠ざかること、つま 
らない人工的なものに夢中になることなどに対する、かわらぬ解 
毒剤になるのです。」と述べていることからもわかるように、子ど 
も時代に体験したこの感性は人が生きる上での道しるべとして、 
人の中にあり続ける重要な要素であるのではないか。子ども時代 
にこの「感性」を身につけなければならないし、言い換えれば子ど 
も時代にしか体験出来ない体験の中にこの「感性」はあると言えるのではないか。小さいけれど日々

行われる保育の中で子どもたちが体験する様々な「神秘さや不思議さに目をみはる、心動かす体験」

を、こと自然体験の中に絞り、その中に「科学する心」を見つける試みを行っていきたい。 
 

Ⅱ．みどりの森幼稚園の概要と研究の背景 

みどりの森幼稚園では「生活による保育」を大切にしてきた。その中で５年前からは「遊びの中の

学び」を研究テーマに置き、年度ごとに、その年の子どもたちの様子や、興味の方向などを見ながら、

プロジェクトのテーマを設定して、年間を通じて保育を行い、研究を進めて来た。 
今年度は「身近にいる小さな生きもの」をプロジェクトのテーマにして、４月からの保育を開始し

た。このプロジェクトの中で、子どもたちが大好きな生きものをなんとか「生かしたい」と試行錯誤

する過程を研究の中心にしている。論文の中ではその中の4月から3月まで1年間の事例を元に考察

を進める。 
 

（１） みどりの森幼稚園の３つの教育目標 
  
 
 
 
この教育目標の中の、➁の「自分自身も地球の中の自然のひとつだいうことを感じられる」という

教育目標を達成するために、様々な自然体験活動を重要視している。また、年長児のプロジェクト活

動の最終目標はこの教育目標が達成できるように実践を積み上げている。 
 

（２） みどりの森幼稚園の保育 
みどりの森幼稚園は「生活による保育」を大切に考えて保育を行ってきた。子どもたちは園に来る

と自分のやりたい遊びを見つけ、遊び出す。じっくり遊ぶことで、仲間との付き合い方や情報の獲得、

他者の立場を感じた対話などを経験している。また、遊びを心行くまで楽しむことで、自分作りをし

ていく。つまり主体性を培っていくと考えている。さらに、そのような人としての基盤を遊びの中で

作りながら、小学校以降の学びへの橋渡しとしての「遊びの中の学び」も同時に深めているのではな

いかと考えている。 

① 自分がいやなことは人にはしない 自分がしてほしいことはすすんで人にしてあげる 
② 自分自身も地球の中の自然のひとつだということを感じられる 
③ 人生における智慧を身につける 
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年長児では毎年プロジェクトのテーマを設定して、子どもと共に保育を作っている。「自分自身も

地球の中の自然のひとつだということを感じられる」という教育目標は、年長児のプロジェクトの最

終的な到達地点としての道しるべである。プロジェクトを通じて、子どもたちがこの教育目標が達成

できるように実践を積み上げていっている。 
 

（３）みどりの森幼稚園の環境 
 みどりの森幼稚園は、宮城県仙台市の中心部から２キロほど北に位置している。伊達正宗が町割 
をした旧市街地のはずれにあたる。現在では市街地になり、園の周りも、自然が豊かというには程 
遠い環境ではあるが、すぐ近くにある北山地域は、寺社仏閣が多く、そ 
のため、地域には緑が多く残されている。また、樹齢３００年から５０ 
０年を経た古木等も数多い。 
そのように残されている小さな自然を見つけながら、四季折々の自然 

を楽しみながらの散歩を教育内容に、数多く取り入れている。また、園 
庭には、木を多く植えてきた。特に実をつける木を多く植えることにし 
ている。春先はジューンベリーや、スグリ、秋にはナツメや、ザクロ、 
リンゴを食べることが出来る。園の南側には小さな森も作った。植えた 
当初は大人のひざくらいの高さしかなかった苗木が、今では大人がすっかり隠れてしまうくらい大き

く成長した。小さな森の中には小道があって、子どもたちはその中に入り、かくれんぼや虫採りを楽

しんでいる。園の東側には大きなケヤキがあって、町の中にあっても園の名前のとおりに「みどりの

森」を味わうことが出来る。また、4年前より山に田んぼを借りて、米作りも行っている。泥の田ん

ぼに素足で入って、田植えをすると、田んぼの中には豊かな生きものがいることを肌で実感出来る機

会ととらえている。 
 

（４） 本研究の背景 
このようなみどりの森幼稚園の環境を生かしながら、自然体験活動も合わせて行って来たことを基

盤に「日々の自然体験から紡ぎだす科学する心の芽生えとは」を研究テーマとした。またその中から

子どもたちの興味に即して、「―カエルと一緒に暮らしたい！カエルプロジェクト―」の事例を取り

上げて、研究を進めるに至った。 
 

Ⅲ．みどりの森幼稚園で考える科学する心とは 

（１）科学する心の捉え方 
  みどりの森幼稚園では、平成２０年、平成２１年とソニー幼児教育支援プログラムに応募してき

た。その中で、幼児の「科学する心」について検討してきた経緯がある。平成２０年度の「ギンムシ

の正体を探れ！」の中では園庭の隅にある一本の木にいる虫の正体をどうしても知りたいと試行錯誤

する子どもたちの姿を科学する心と捉えた。また平成 21 年度は大豆アレルギーのある子どもも食べ

られる味噌を作りたいと考えた子どもたちが、なんとか味噌を作って行く姿の中に科学する心を見つ

けた。みどりの森幼稚園で考える科学する心は「主体的に課題に立ち向かいながら、仲間と協同して

わくわくしたり、ドキドキしたりしながら、課題を解決しようとする」姿であるといえるかもしれな

い。本研究においても子どもたちが大好きな生きもの「カエル」との生活を営んでいくにあたり、「な

んでだろう」とか「こうしたらどうかな」と心を動かして行く姿を事例を元に追いながら、科学する

心とはなんであるかを解き明かしていきたい。 
 

 



- 3 - 
 

（２）科学する心の構造 
 子どもたちは毎日の生活の中で自ら遊びを深めていく。主体的に物事に関わることでそのモノへの

思いが深まり「もっと知りたい」という思いや、「なんでだろう」「ふしぎだな」といった、そのモノ

への興味も深まっていく。興味はさらなる関心につながり、子どもたちの探求が動き出す。その中で

さらなる疑問や、課題が生まれその課題や疑問を解決したいと子どもたちが心を動かしていく。その

ような過程の中で科学する心は育まれるのではないだろうか。 
 
    
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

  

 

Ⅳ．実践事例 
  
 
 
 
 
 

（１）研究対象と方法 
対象園 みどりの森幼稚園 

みどりの森幼稚園の平成２４年度4月～３月までの実践事例をもとに研究考察を行う。本研究の実

践事例に対しては、対象児は年長児≪けやき組≫（以下本文中ではけやきと表記）男児22名女児12
名計34名とし、研究考察を行うこととする。 

～日々の自然体験から紡ぎだす科学する心の芽生えとは～ 

―カエルと一緒に暮らしたい！カエルプロジェクト― 
 

鳴き声 

種類 

エサのこと 

住んでいる環境 

その他の両生類や爬虫類 

興味の広がり 「大好きなカエルと暮らすために」 

大好きなカエルが暮らしやすい環境って？ 

思い 
感性

知識 意欲 

知ってるだけじゃダメだ！ 

体験 
試行 
錯誤 試行 

錯誤 

不思議 

体験 

科学する心 

色の変化 

不思議



- 4 - 
 

（２）実践事例 
① きっかけはあっくんがカエルを持ってきたこと 
「森の中でカエルつかまえたよ！！」男の子たちが嬉しそうに駆け寄ってきた。その手の中にはた

くさんのカエル。その日、どんぐり組（年中）のあっくんが、里帰りした山形県川西町の田んぼでた

くさんのカエルを捕まえて来た。あっくんは当初、水槽に入れたカエル(およそ５０匹)を「家に持っ

てかえる。みんなに見せるだけ」と言っていたのだが、３０分くらいして保育者が気がついた時には

水槽は空になっていた。あっくんに「カエルはどうしたの？」と尋ねると「逃がした」との答えが返

ってきた。園庭の森や水たまりにすべてのカエルを逃がしてしまったのである。それをけやき組（年

長）の子どもたちが見つけて捕まえていた。子どもたちは森の中を探し回り、飼育ケースに入れたり、

水たまりを泳がせたりして遊び始めた。 
 その後、捕まえたカエルを図鑑で調べると、色や模様などの特徴からアマガエルだということがわ

かった。子どもたちは「アマガエルはみどり色なんだね。」とカエルの種類にも興味を持ちだしたよ

うだった。また、カエルと一口にいっても様々な種類がいることに気が付いたようだった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
② カエルは何を食べるんだろう？ 
たらいに水を入れ、木の枝や大小様々な石を置いて「かえるのおうち」を作ったり、園庭に川を作

り、大量の水を流してカエルを泳がせ（流す？）たり、毎日のようにカエルでの遊びが続いた。そう

して遊んでいる間に、子どもたちはカエルに元気がないことに気付いた。「どうして水に入れている

のに元気がないんだろう？」と不思議がる子どもたち。そこで保育者が「エサはあげてたの？」と聞

いてみたところ、「・・・。」と顔を見合わせていた。そこから子どもたちの中に「カエルは何を食べ

るんだろう？」と疑問が浮かび、カエルのエサ調べが始まった。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②  カエルのミイラ事件！ 
 休み明けの月曜日、飼育ケースの中をのぞいて見ると、先週まで元気だったはずのカエルがカラカ

ラのミイラになっていた。そこで「実は今日、大変なモノを見つけました。」と子どもたちにカエル

のミイラを見せると…「えー！カエル！？」と驚き、身を乗り出して見に来る子もいれば、「こわー

考察：「遊び」と「お世話」 
水の中を泳がせてあげたり、カエルが住みやすい環境を作ってあげた 

りと、子どもたちは「遊び」としてカエルとかかわっていた。 
しかし、「どうして水に入れているのに元気がないんだろう？」という 

子どもの言葉を聞いて、カエルで遊んでいただけではなく、実は「お世 
話」をしていたことに気づかされた。手荒い「お世話」ではあったが、 
これまでの生活の経験から、水や木や石などがあるとカエルは過ごしや 
すいと考えて、子どもたちなりに夢中で「お世話」をしていた。 

考察：カエルってひといろじゃないんだな。 
年中児の頃からいろんな虫に興味を持っていた子どもたち。虫あみ 

と虫かごを持って、一日中園庭で虫を探している日もあった。その時 
には、見つけることや捕まえることの喜びを味わっているようだった。 
年長児になってからは、捕まえることだけではなく、生きものとか 

かわること、お世話をすることの面白さや難しさを感じて欲しいと考 
えている。  
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い！」と目を手で覆って見られない子もいた。「どうしてこんなことになっちゃったんだろう？」と

子どもたちに聞くと、「エサをあげなかったから」「水を入れなかったから」「お世話をしなかったか

ら」など、子どもたちなりにカエルがミイラになってしまった理由を考えたり感じたりしていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ ぼくのカエル 
 カエルのミイラをクラス全体で見たことで、それまで興味が薄かった子どもたちにも「カエルへの

興味」が沸き起こった。そこで、園での散歩で日常的にお邪魔している輪王寺へオタマジャクシを捕

りに出かけることにした。輪王寺の池に着くと、池の淵に黒い塊がウヨウヨと固まっていて、子ども

でも簡単にたくさんのオタマジャクシを取ることが出来た。「もっと取りたい！」とペットボトルの

中が真っ黒になるまで捕まえた子もいた。また、田植えをした時にも畦道を走りまわり、オタマジャ

クシやカエル、イモリを捕まえていた。この頃からイモリやカナヘビなどカエル以外の生きものにも

興味を持ち始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考察：ミイラが教えてくれたこと 
「生きものは食べ物がないとこんな姿になってしまう。」ということを間近で感じる事が出来

た経験となったと思う。「どうしよう？」と子どもたち自身が考え、自分たちがしていた「お世

話」と本当にカエルにとって必要なお世話は違うのかなと気がつく 
大きなきっかけになったのではないか。 
今まさにエサ（食べ物）について調べている時にカエルのミイラ 

を見ることができ、保育者自身も生きものに向き合うことがどうい 
うことなのかを実感した出来事であった。 

考察：生かすためには？ 
自分のカエル（オタマジャクシ）を捕まえたことで、よりカエル 

やその住んでいる環境に興味が深まったようだった。捕まえて満足 
するだけではなく、生かすためにはどうしたらよいのかというとこ 
ろと向き合えるようになってくれたらと考える。 

生きものトピックス 

～カエルって色が変わるんだ！その１～ 

捕まえたカエルで遊んでいたゆうとが「あれっ？さっ 

きより変な色になってる」と気がついた。 

それを聞いた次の日、さゆみが、「黒いところにいる 

とカエルは黒くなるんだよ。」とみんなの前で話してく 

れた。それを聞いて興味を持った子どもたちが「じゃあ 

実験をしてみよう！」と実験が始まった。アマガエルは場所の背景に合わせて色を変えることに気がつい

た子どもが、早速いろいろなところにカエルをおいて実験していた。その後、何度も実験を重ねたが、な

かなか色が変わるところを見ることは出来なかった。子どもたちは残念そうに、「色が変わるのって時間

がかかるんだね」と話していた。 

 

青いところにいたら

青くなるのかな？ 

 

じゃあ、木に登ったら

茶色になるってこと？
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⑤ バエってつくからハエなんじゃない？ 
 カエルのエサを毎日のように調べているとダンゴムシ、バッタ、こおろぎ、ミミズ、ちょう、ほた

る、ショウジョウバエなどなど、カエルのエサになるものがたくさんいることがわかってきた。そこ

で子どもたちにあまり馴染のないショウジョウバエを取り上げて、「ショウジョウバエってなんだろ

う？」と問いかけてみると、みんな「？」といった様子だった。その中で、あかりが「ショウジョウ

バエでしょ・・・バエってつくから、ハエなんじゃない？」と考えたこと（予想）を話してくれた。 
 次の日、そのことがきっかけではなはショウジョウバエの絵を描いてきたり、かんたはショウジョ

ウバエのことを図鑑で調べてきて、“本当の名前は「キイロショウジョウバエ」で大きさは２ミリく

らい”と調べてきたことを、みんなに教えてくれた。ショウジョウバエの本当の大きさを聞いた（絵

で見た）時、子どもたちは「そんなに小さいの！？」と目を丸くして驚いていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ コンポストは宝箱！？ 
 子どもも保育者もショウジョウバエについて、日を追うごとに詳しくなっていった。そのなかで、

保育者が調べてきたことを話してみた。「キイロショウジョウバエは体が黄色で目が赤なんだって。

そして、腐った果物とか生ごみに卵を産んで、生まれるんだってさ！」それを聞いた男の子が「それ

じゃあさ、幼稚園にある給食の残りを入れるやつ（コンポスト）にいっぱいいるんじゃない！？」と

気が付いた。 
 そして次の日、ビニール袋を持ってコンポストへ向かった。そして、蓋をそーっと開けてみると・・・

大量のショウジョウバエ！！すぐに袋を持て来てかぶせて捕まえた。子どもたちは「どれがショウジ

ョウバエ？」と袋の中を覗き込み、「小さいのがそうじゃないかな？」と保育者が答えると、「えっ！？

これ？小っちゃ！」と驚いていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考察：名前に注目！ 
ショウジョウバエってなんだろう？と不思議に思った子どもたちが、名前に 

注目し「ハエかな？」と予想したり、実際の大きさを聞いて驚いたり、まだ見 
たことのない生きものに想像を巡らせていた。このことでエサ探しにさらに興 
味を持っていったようである。 

 

考察：これがショウジョウバエか！ 
初めて見た本物のショウジョウバエが実はこんなに近くにいるこ 

とを発見し、驚いていた。子ども達にとっては、今まで頭を悩ませ 
てきたエサをたくさん捕まえることができて、まさにコンポストは 
「宝箱」のように見えたと思う。子どもたちが給食の残り屑を捨て 
たりする手伝いをしていたことも、この発見に至る大事な過程の一 
つだったのではないか。 

 

はな作：ショウジョウバエ 

生きものトピックス 

 カエルの天敵は？天敵の天敵は？ 

 ある日、たつやがヘビの天敵を調べてきた。「どうしてヘビの天敵を調べて 

きたの？」と聞くと、「だって、ヘビはカエルの敵だから」と自慢げに話した。 

カエルをどうしたら守れるかということを考えた結果、カエルの天敵をどうし 

たらやっつけられるかというところに行きついたのだろう。 

カエルを生かすためには敵の敵も知らなければと考えたのだと思う。  
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⑦ 食べた！！ 
 こうやって、やっとショウジョウバエ捕まえることが出来た。しかし、すぐにカエルの虫かごに入

れたところ、ショウジョウバエがあまりに小さすぎて飼育ケースの網目の間からどんどん出て行って

しまった。そこで新聞を被せて出ないようにして、カエルがショウジョウバエを食べる様子を観察し

ていた。「まだかな～」としばらく待っていると、「あっカエルが狙ってる！」カエルがショウジョウ

バエの方にくるっと向きを変えた。そして次の瞬間、「あっ食べたー！！」。それを見ていたみんなで

顔を見合わせ、大喜びしていた。飼い始めてから初めてエサを食べる様子を見ることができたのだ。

その後も、食べる瞬間を見たい子ども達は、クモやハエなどを捕まえては飼育ケースにいれてカエル

がエサを食べる様子を覗いていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ カエルに水はいらないの！？木の上に住んでるの！？ 
「カエル」という生きもののいろんなことに興味が出てきた子ども達。鳴き声、種類、エサ、体の

色などそれぞれが興味を持ったことを子どもたちなりに調べる姿が多くみられるようになってきた。

そしてカエルのミイラ事件以来、「カエルには水が必要だ！」と飼育ケースの中に水をたぷたぷに入

れて持ち歩き、ちょっとずつカエルの住む環境についても考えるようになってきた。そんな中、あか

りが「ねえ、これ読んでー。」と家から持ってきた図鑑のカエルのページを開いたところ、カエルの

飼い方について載っていた。そのページには“ニホンアマガエルは樹上性のカエルで、飼育ケースの

中には枝を入れるといい”“下には土やキッチンペーパーを敷き、水飲み場を作る”と書いてあった。

それを見て「水いらないんだ！」「木の上に住んでるの！？」とビックリ！！その後、「カエルのケー

スに水はいらないんだって！」とみんなに伝えると「えっ！？」と驚いて、それを聞いた途端にケー

スの水を捨てて枝を入れたり、土を入れたりと飼育ケースの環境を変え始めた。 
 

生きものトピックス 

 ～カナヘビのしっぽ～ 

大好きなカナヘビのしっぽが切れた！子どもたちには大事件。でも図鑑で調べたら「とかげのしっぽは一

度切れてもまた生えてくる」と書いてあった。そこで子どもたちは毎日しっぽの長さを測りながら「どうや

って生えてくるんだろう？」「少しのびたかな～」と待っていた。しかし数日観察を続けたが、なかなか新

 しいしっぽが生えてくる様子はなく、ついにカナヘビは死んでしまった。疑問

の解決に辿り着くことはできなかったが、その後も「どうなるんだろう？」の

気持ちが続き、しばらくしてから「しっぽは20 日すると生えてくるんだって」

と教えてくれる子もいた。 

それを聞いて、「またカナヘビ捕まえて、しっぽが切れたらやってみよう！」

と“やっぱりどうなるのか知りたい“という気持ちが続いている子もいた。 

考察:エサを食べると言う事 
 今回初めてエサを食べる瞬間を見た。 
これまで子ども達は生活の中で飼育してい 

るカブトムシにゼリーをあげたり、魚にエサ 
をあげたりという経験はしてきたが、「生餌」 
を捕食する姿を目の前で見ることが初めての 
子がほとんどだった。それまでは飼育ケース 
の中でおとなしく跳ね回っていたカエルしか知らなかった子どもたち 
にとっては、肉食のカエルの本来の姿を感じることが出来た瞬間だっ 
たのではなではないかと思う。 

 
どうなるかな？ 

まだかな～。 
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⑨ ターくんのちいさないけ 
子どもたちは毎日のようにカエルのエサを探しては飼育ケースに入れて、エサを食べる様子を覗い

ていたが、コンポストからショウジョウバエを取っているとコンポストを開けてもなかなか見つけら

れなかったり、その他のクモやチョウなども見つけることがだんだん難しくなってきた。そして、飼

育ケースのカエルたちも日に日に弱ってきた。 
そんなある日、しょうたろうが「この絵本、ママが読めないから、幼稚園に持ってきた」と一冊の

絵本を持ってきた。絵本の中にカエルが出てくるのだが、お母さんはカエルが苦手で、どうしてもそ

の絵本が読めないということだった。それは「ターくんのちいさないけ」1という絵本だった。その

絵本では、ターくんとおじいちゃんが池を作り、その池に集まってくる生きものたちを観察していく

という物語で、絵本の中には池で生きものたちがいきいきと生活する姿があった。たまたまその絵本

を園長先生と子どもたちが見ていたとき「幼稚園に池を作ってみても面白いかもね」「えっ？作って

いいの！？」それからスコップを持って池作りが始まった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 池ってどんなもの？ 

                                                  
1参考文献 西村繁男作 「ターくんのちいさないけ」福音館書店 2012年 かがくのとも６月号  

生きものトピックス 

～カエルはみんな鳴くよ！～ 

かんたが休みの日にカエルを捕まえて、翌日幼稚園に持って来た。「鳴き声がうるさくて眠れなかった

んです。」とお母さんが話している時に、かんたが「お兄ちゃんが鳴くのはオスだけだよっていってたの」

と話していた。すると、まわりにいた子どもたちが「そんなはずはないじゃん。」「カエルはみんな鳴くよ！」

と言って信じなかった。そこで、「じゃあ、本当かどうか図鑑で見てみる？」と保育者が声をかけたとこ

ろ、さっそく子どもたちは図鑑を広げ始めた。その中には“オスだけが鳴く”と載っていて、それを読み

上げると「かんたのうちのカエルはみんな雄だったんだね」と感心していた。 

考察：カエルの住みやすいところってどんなところ？ 
 飼育ケースの中にはたっぷりの水と石。その中で泳いでいる（浮いている？）カエル。ミイラ

事件以来、子ども達にとってはそれが“カエルの住みやすい環境だ”と思いお世話を続けていた

のだが、保育者はそのカエルの様子を見て「本当にこれでいいのかな？」と感じながらもそのま

ま見守っていた。子どもたちなりに“生かすためにはどうしたらいい 
か”に向き合ってお世話を続けていたのだと思う。そんな時、木の上 
で生活すること、水はほとんどいらないことをしったことで、子ども 
達のなかの「カエル＝水」というイメージが崩され、「生かす」だけで 
はなく「住みやすさ」というところも大事なことだということに気付 
くきっかけになったのではないか。 

考察：幼稚園にもこういうのほしいな・・・ 
 絵本の中では、今まさに子どもたちが夢中になっている生きものが描かれて、さらに池のなかでの生

活が自然に営まれている様子がよく伝わってきた。初めて子どもたちの前で絵本を読んだとき「幼稚園

にもこういうのほしいな…」とつぶやいていた子がいた。 
絵本を見てきっと、ただただ「池を作ったらこんな生きものがたくさんくる 
かも！」という期待もあったと思うが「飼育ケースよりも池の方がいいのか 
な？」と気付き始めた子もいたのではないか。本当にカエルのための一番い 
い環境ってどんなところだろう？という体験を重ねているそのときにこの絵 
本に出会えたことで、またさらに子どもたちのなかで心が動き始めたのでは 
ないだろうか。 
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 こうして池作りが始まった。男の子たち数人がスコップを持って集まると、「ここがいい！」と園

庭の真ん中に穴を掘り始めた。作り始めてから何日か経つと、子どもが5人は入れるほどの大きな穴

が出来上がった。すると、けいたはそれを見て「ターくんの池はこんなに大きくないよ。」と言いだ

した。池を作ること（穴を掘ること）に夢中になって、ただひたすらに大きい穴を作ってしまってい

たのである。それから、「大きさはどうしよう？」「どんなかたちにする？」「ほんとにここでいいの

かな？」と子どもたちの中からどのような池を作るのか、たくさん課題（疑問）が出てきた。けいた

の一言がきっかけで、「もっと大きい方がいい！」「小さい方がいい」「深いところと浅いところがあ

ると、カエルが住みやすいんじゃない？」「ここは暑いからカエルが死んじゃうよ」と、どのように

作ったらターくんが作ったような生きものが、たくさん来てくれる池が作れるのか考え始めた。しか

し大きさも形も場所も、一人ひとりのイメージがバラバラでなかなか先に進まず困ってしまった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 池作り会議 
雨が降った次の日「あっ池になってる！」とゆうとが見つけた。掘った穴の中に雨水がたまり「池」

のようになっていたのだった。最初は「池になったー！」と大喜びだった子ども達だったが、その池

をよーくみると・・・「なんか茶色で濁ってるね」「おもちゃとかも浮いてるよ」と。イメージしてい

た「ターくんのいけ」とは違う様子を見て困り始めた。そこで、その困りごとをクラスのみんなに伝

えてみることにした。すると、「ターくんの絵本に何日かすると水がキレイになるって書いてあった

よ」と何人かの子が言い出した。そこで保育者は「でも、水がキレイになってもおもちゃとかが浮い

てたらみんなはどう思う？」と聞いてみると、「いやだ」という返事がみんなから返ってきた。「どう

したらいいかな」と悩んでいると「小っちゃい子が遊びたくなるような場所だからじゃない？」とい

う子が現れた。「池が大きすぎておにごっことかで遊ぶところが少なくなってる」という子もいて、

池の場所・大きさをどうしたらいいかという課題にぶつかった。「みんなで掘りながら考えればいい

じゃん」という意見もあったのだが、「掘りながら考えて作ったから、今みたいな池ができたんだよ

考察：子どもたちと一緒に作る池 
 園庭の真ん中に池を作り始めたとき、池の環境として相応しくないのではと考えた。しかし、

そこで大人が「ここでは生きものが死んじゃうんじゃないかな」と投げかけてしまうと、きっと

子どもたちは何も考えずにその言葉通りに別な場所に移ってしまっていたと思う。せっかく子ど

もたち自身がここまでカエルの住みやすい環境について考えてきたことがもったいなく、大人が

止めるよりも子ども自身で池作りについて感じて、考えて欲しいと思ったので、あえてそのまま

進めてみた。「池を掘り始めると、大きさ・形・場所など、“どんな環境が良いのか”ということ

も考えなければならず、ただ穴を掘るだけでは上手くいかない。」と 
いうことを身を持って体験した子どもたちだった。そして保育者自身 
も池作りについては全く知識がなく、子ども達と共に日々どうしたら 
いいか頭を悩ませながら過ごしていた。しかし、この池作りが始まっ 
てすぐに夏休みになってしまい、池作りは中断してしまった。 

 

生きものトピックス 

 ～お世話はどうする？～ 

 夏休み前のある日、なおひこが「ねえ、夏休みになったらカエルのお世話どうする？」と話していた。

そこで保育者は「誰かがお家に持って帰ってお世話をする？」と聞くと、なおひこも近くにいたさゆみ

も「え！？ヤダ！！殺したらみんなにわるい。」と答えた。その後、「じゃあ、逃がしたら？そしたら自

分でエサ食べれるじゃん！」となおひこが話した。その言葉は「お世話なんかしたくない」という意味で

はなく、「自然で生活する方がカエルにとって良いんだ」と感じているからこそ出てきた言葉ではないか

と感じた。 
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ね？」という話をしてみた。そこで、池の場所、形、大きさをクラスで、話し合いで決めることにな

った。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考察：本当にそれでいい？ 
雨が降ったおかげで「池」にはなったが、困ったことが起きた。 

自分たちがここでいいと思っていた場所が池には向いていないことが 
わかったのだ。「また掘りながら考えればいい」という声もあったが、 
子どもたちが真剣に池作りに向き合っているからこそ、大人も子ども 
の思いに真剣に向き合うことが大切だと思い、また同じことを繰り返して失敗するのではという現実

を話してみた。やりたい気持ちだけではうまくいかず、実行する前の準備も大切だということを感じ

てもらいたいと思った。 

 

生きものトピックス 

～このアワはなんだろう？～ 

森の中でカエルを探していたところ、あじさいの茎に謎のアワを発見した。かけるとかんはそれを見

て「アワムシだ！」と保育者の所へ持ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アワムシの本当の名前がわからず、一体この虫が何なのかわからず困っていた。そこでたまたま保育

者が「“バナナムシ”っているでしょ？あの虫の本当の名前は“ツマグロオオヨコバイ”っていうんだよ。」

と声をかけたところ、子どもたちはその“ツマグロオオヨコバイ”を調べ始めた。すると、偶然にもツ

マグロオオヨコバイと同じページに謎のムシが載っていて、本当の名前は「アワフキムシ」という虫だ

とわかった。虫についてだけでなく、アワに興味を持った子は、「泡の中で身を守っているんじゃない？」

「シャンプーしたのかな？」と話していた。図鑑に泡が出来る様子が載っていたので、「排泄液（おしっ

こ）を泡立てている」と読み上げると「えー！？おしっこなのー！？」「さわっちゃったー！！」と大騒

ぎになった。 

 

  

⑧気持ち悪い… 

④そういえば、カエルの卵もアワ

だったね。 

⑤保育者：カエルの卵は水に入れてた

らオタマジャクシになったよ。

①幼稚園の森でナゾのアワを発見！！ 

“アワムシ”だ！ 

⑦水をかけたら、変な虫が出てきた！

カエルの卵じゃない！！ 

②アワムシって

どんなむし？

⑩どうやって調べたらいいんだろ？

⑨この虫はなん

だろう？ 

⑥じゃあ水に入れてみよう！！ 

③図鑑に載って

ないね。 



- 11 - 
 

⑫ いいところとダメなところがあるけれど．．． 
もう一度カエルのための池はどんな所が良いのか話し合った。すると、その中で出てきた 

のは…。 
 
 

 
 
 
 
 みんなでどんな所が良いのか確認して、みんなで外に探しに行くことにした。それぞれ、「ここが

いいかなー」「ここだと落っこちちゃうんじゃない？」と子どもたちは、思い思いに探しまわってた。

子どもたちがみつけてきた場所は、①どんぐり（年中組）の畑の前 ②非常すべり台の脇 ③ツリー

ハウスの脇 ④森の中 の４か所で、みんなでその場所を確認してそれぞれに“いいところ”“ダメ

なところを”出し合った。 
 
 
 
 
 
 
 
それぞれの場所に“いいところ”“ダメなところ”があって、子ども達と保育者だけでは決めること

が難しかった。そこで、話し合ったことを園長先生に聞いてもらい、どの場所なら池を作ってもいい

か教えてもらった。すると「小さい子が落ちることが一番怖いから、非常滑り台の脇ならいいですよ」

と言ってくれて、けやきの池を作る場所が決定した 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
⑬ ターくんは設計図をつくっていたよ 
 こうして、二度目の池作りがやっと始まった。池の場所を決めた後は、池の形をどうするか話し合

ったり、池の大きさ・深さはどうするかを実際に掘って測ってみながら決めたり、ひとつひとつみん

なで話し合った。そこである日、あきとがターくんの絵本を手に取って見ていると「ねえ、ターくん

の絵本の最初のところにさ、設計図が描いてあるよ」と設計図が描いてあることに初めて気がついた。

○エサがあるところ                  ○日陰があるところ 
○葉っぱとかいっぱいあるところ      ○泥水にならなそうなところ 
○カエルがいっぱい集まりそうなところ  ○あまり見つからないようなところ 
○人が落ちないようなところ            ○広いところ 

①どんぐり（年中組）の畑の前・・・広くていい、でもここでよくどんぐりとかあおむし 
（年中・年少児）が遊んでるよ。 

②非常滑り台の脇・・・狭すぎる・虫がいない、でも日陰はある。 
③ツリーハウスの脇・・・ケードロしているときに落ちるかも。 
④森の中・・・狭い、間違って落ちるかも、でもクモとかいっぱいいる。 

考察：ターくんみたいな池をつくりたい！  
 一度失敗した池作り。本当に池に相応しいところはどこなんだろうとみんなで考えた。「エサが

あるところじゃないと、カエル死んじゃうんじゃない？」と池の場所を探しながら、つぶやいてい

た子もいた。専門家に聞いたわけでもなく、場所探しのために池の環境について調べたわけでもな

く、「こんなところがカエルが住みやすい環境なんじゃない？」と子どもたちが今まで経験してき

たことを元に、知恵を絞りだし、出した結論だったのである。 
どうして失敗したのかを考えて、それを糧に“次こそはターくんみたいな 

池が作りたい”という思いで取り組んでいたのだと思う。場所の選定は揉め 
に揉めて、結局３日かかってしまった。絞り込んだところはそれぞれに利点 
もあり、欠点もあり甲乙がつけにくかった。徹底的に話し合いをしたので、 
ここで、多数決で選んでしまうことはしたくないが、かといって、このまま 
ではなかなか決まらない。苦肉の策で最後の結論は園長先生にゆだねた。子 
どもたちが頭を悩ませて選んだ場所の一つである「非常滑り台の脇」がやっぱり池に相応しい場所

ということがわかり、子どもたちは納得したようである。
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そこで、どんな池を作りたいか設計図を作ってみようと描き始め、その日描いたものをみんなに紹介

した。すると、毎日のようにいろんな子が設計図を家で描いて持ってきた。「池の形はひょうたんみ

たいにして、まわりに花をいっぱい植えたい」「ターくんの池みたいに浅いところと深いところを作

って、住みやすいようにしたい」など“こんな池をつくりたい”とたくさん話してくれた。そして、

たくさん集まったところで、みんなの思いを詰め込んだ一つの大きな設計図作りが始まった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑭ 形はどうする？大きさは？ 
 場所の次に困ったのは池の形だった。最初に作った池では、ひょうたん型に掘っているつもりでも、

進むうちにまるになってしまい、思ったように作ることが難しかったのである。そうしていると、「ま

るの方がいいんじゃない？」という子も出始めて、池の形はひょうたんにするか、丸にするかという

ことで意見が分かれ始めた。そこで場所を決めた時と同じように、話し合いをすることにした。 
 
 
 
 
  
 
 
お互いに一歩も譲らずに、話し合いは平行線になったので、保育者が「ひょうたんも丸もいいとこ

ろがあって決まらないよね。“多数決”っていう決め方があるんだけどやってみる？」と話し、多数

決について説明をしてみた。すると、子どもたちも「やってみる！」と納得したので、多数決を取っ

てみることにした。その結果はひょうたんの方が多いということに。それをみんなに伝えると、丸に

手を挙げた子は「多数決だからしかたないよね」「やっぱりひょうたんの形の方がいいかも！」とそ

の結果に納得した子がほとんどだった。でもその中に一人だけ「絶対に丸がいい！」と譲らない子が

いた。その子は「丸の方が掘りやすいし、全部同じ深さにしたら上にカエルとかが住んで、下は魚と

か泳げるじゃん」とみんなに話した。それを聞いたまわりの子たちも話に納得しつつもまたひょうた

ん型の良さを話したりするうちに反対していた子も「みんながそういうなら」と全員が納得する形で

池の形が決まった。 
 
 

考察：「やりたくなーい！」 
 あきとの気づきから始まった設計図作り。“こんな池を作りたい！”という子どもたちのイメー

ジを設計図という形にすることで、より池作りへの意欲が盛り上がってきた。そのなかでも「や

りたくなーい！」という子ももちろんいた。それぞれに理由もあって、絵が苦手という子は紙で

花を作ったり、池に設置する看板作りをしたり、その子が「これならやってみたい」と思えるこ

とで参加をしていた。池作りと並行して毎日のようにやりたい子が作業を続けていた。池を掘る

ことはしたくないけど絵なら描けるという子もいて、設計図作りがきっかけでみんなが大きな捉

えの中での“池作り”に何かしらかかわることができた。 
 

ひょうたん池                 まる池 
・小さく作りやすい（大きくならない）    ・浅いか深いかのどっちかにきめられる 
・ターくんの設計図と同じように作りたい   ・丸はつくりやすい 
・深さが決められる             ・ひょうたんは○がふたつだから大きくなり過

ぎてみんなと遊ぶところがなくなる 
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⑮ 実験！！ 
 絵本を見ながら池を掘っていると、絵の中に排水管のようなものがあることに気がついた。「ねえ、

ターくんと同じ池作るんだったらさ、この丸いのも作らなきゃないんじゃない？」その丸いものを子

どもたちは「装置」と呼んでいた。池作りが進んで、石を積み、そろそろ水を入れようかなという時、

「装置は？装置？」「これ（装置）どうやってつける？」という子どもがいた。そこで、保育者は「で

も、あの丸いのどうしようね？」というと、「トイレットペーパーの芯とか？」とたつやが言い出し

た。しかし、トイレットペーパーの芯は紙である。本当に紙で、装置が出来るの？半信半疑の子ども

もいた。そこで、トイレットペーパーの芯を水に入れ、しばらく様子を見ることにした。子どもたち

は「実験だ～！」と張り切って、準備をしていた。 
それから一週間後、バケツにいれたトイレットペーパーの芯がどうなったかみんなに見せてみると

「ふにゃふにゃになってる！」「これじゃあ装置にできないね」「もっと硬いやつならいいかな」「鉄

のぼうならいいかも」「ペットボトルは？」「竹でも出来るかも」と思い思いに話し、「やっぱり、ト

イレットペーパーの芯じゃだめだね」と実験の結果に満足していた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考察：多数決！ 
 言いたいことを言っていただけではなかなか決まらない。今までの会議では自分の思いだけを話

していた子どもたちだったが、自分とは意見の違う人がいることにも気がつき始めた。自分も譲れ

ないけれど、まわりの子も譲れない気持ちがあることに気がつき始めたようである。これがきっか

けで子どもたちの中に「みんなで作る池」という意識が芽生え始めていたのではないかと思う。 

考察：やってみなくちゃわからない  
 子どもの言葉から始まった実験。“ふにゃふにゃになる” 
ということに少し気が付いている子もいたが、本当はどうな 
るか誰もわからないようだった。実験の結果、「やっぱりこれ 
じゃだめだったね」と半信半疑の子どもたちがふにゃふにゃ 
のトイレットペーパーの芯を実際に見て納得していた。担任と 
してもどのような結果になるかは予想できていたが、実物を見て納得してほし 
かった。その後、池の構造として装置は必要ないことがわかったが、議論をした 
ことそのものが子ども達の経験となったと思う。池作りを通してたくさん困難に 
ぶつかったが子どもたちと共に議論を重ねて乗り越えていった。

 

生きものトピックス 

～カエルって色が変わるんだその２～ 

その後も色が変わるというところの興味は途絶えることはなかった。 

その中での子どもたちのつぶやきをまとめてみた。 

「最初はみどりだったのにてんてんの模様になってきた。」→「うしみたいだね！」 

「とも君の服に乗せたら赤になるの？」→「カメレオンみたい」→「じゃあカメレオンの友達かな？」

「住むところが変わると色が変わるんだって！」→「じゃあ、虫かごに色の紙を貼って、やってみれ

ばいいんじゃない？」→「虹の色を貼ったら、虹色になるのかな？」→ 

「でも、まわりに貼ったら暗くて見えないんじゃない？」 

「お母さんと一緒に調べたんだけど、体の中にいろんな色があって、それをぎゅっと集めると色が変

わるんだって。」 

子ども達なりに予想をしたり、調べたりしながら色が変わるかたくさん試したが、それでもカエルは

なかなか色を変える姿を見せてくれなかった。
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⑯  池作りの流れ・図 
 
  ① 場所・形・大きさが決定！！ ② 穴掘り開始 

「こんなに深く掘るんだ…」

③ 石積み 

「幼稚園中の石を

集めろー！」 

④ 水を入れてみよ  

 う 

防水シートを入

れないでどうな

るか実験 

「池になった！」

⑤ 水が無くなっちゃ

った！ 

「やっぱりシートは必

要だね」 

⑥ シートってこんなに

高価なものなの！？

「どうしよう・・・？」

⑦ みんなで働いて 

シートを買おう！！ 

自分たちで育てたお米

を売ればいいんだ！ 

⑧ 防水シートが届い

たよ 

「大きいシート！どう

したらいいんだろ

う？」 

⑨ 専門家にお手伝いを

お願いしよう 

池作りの博士・鈴木さん

（泉緑化）との出会い 

⑩ 穴を掘りなおして、池の

壁を均していよいよシー

トを敷いてみよう！ 

「（こてを使いながら）こん

な道具があるんだね」 

⑪ 水を入れて漏れないか確認 

「ちゃんとひょうたんの形に

なったね！！」 

⑫ いよいよ石積み 

「土と泥を使って固めるん

だね！」 

「石を運ぶのって大変」 

「ケガもして嫌になってき

た」 

⑬ どんな生きものをいれ

ようかな？ 

「カエル！」 

「木を植えたい！」など 

⑮ 鈴木さんにまた聞いて

みよう！ 

「一緒に入れちゃダメな

生きものもいるんだ」 

「ぼくたちが作ったのは

“ビオトープ”っていう

んだね」 

「植物を植えると生きも

のが来るんだね」 

 

 

 

 

 

 

 

 

池作りの準備 

・場所・形・大きさ 

を決める 

・防水シートが必要 

池が完成！！ 
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⑰ どんな池にしよう？環境・生きもの 
 池の形が無事に出来上がり、「やったー完成だ！」とみんな大喜びだった。池を作る作業をしてい

る時は“池を作る”ことに意識が向いていて、なぜ池を作っているのかということが見えなくなって

いる子もいた。そこで「どうして池を作ったんだっけ？」と子どもたちに聞いてみた。すると「カエ

ルのため！」と。「そうだったよね。じゃあ、カエルが住みやすいような池にするためにはどうした

らいいかな？」「クモとかのエサがあればいいよ！」「ちょうちょとかショウジョウバエも食べるじゃ

ん！」そんな話から、どういう環境にしたらカエルのエサがたくさん来てくれるかという話になった。 
「花をいっぱい植えたらちょうちょがくるんじゃない？」⇒「池のそばに木を置いたら自分で巣を

つくるんじゃない？」⇒「でも、クモがちょうちょとか他の生きもの食べちゃうかも。」⇒「じゃあ、

クモが他の生きものを食べないようにクモだけ住める場所（家）を作ればいいんじゃない？」⇒「ク

モは勝手にくるから家と思わないんじゃない？」 
 カエルが住みやすい環境にするためにはどうしたらいいかを子どもたちと考え始めた結果、一日で

は結論が出ず、話し合いは次回に持ち越した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑱ 天敵！フクロウ！！ 
 ある日「たかし！大変！！フクロウがカエル食べてる！！」すごい勢いでりょうすけとはなが図鑑

を持ってやって来た。その図鑑を見ると、巣穴の中のフクロウがカエルをくわえている写真が載って

いた。はなはそれを見て、「池の周りに木があったらフクロウが来てカエルを食べちゃうんじゃな

い！？」と気づき、それをみんなに伝えると「えっ！？」と驚いていた。そこからカエルを守るため

にどうしたらいいかを子どもたちは考え始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子どもたちは、“カエルは食べられたくないけど、木を植えないとカエルのエサもなくなる。でも

木があるとフクロウが来てしまうかも。”という困難にぶつかった。 
そんなとき、幼稚園の本棚に「たべることはつながること2」という絵本を見つけた。それをみん

なで見てみると、生きものは食べたり、食べられたりして生きているという「食物連鎖」の話だった。

それを見た後、食物連鎖の絵を描いてくる子がいたり、フクロウとカエルの話に似てるんじゃないか

なと気づき始める子も出てきた。 
そして、次の話し合いのとき「木を植えたらフクロウが来ちゃうっていう話をしてたけど、みんな

どうする？」と聞いてみた、すると子どもたちから返ってくる言葉は前回と同じような堂々巡りに。

                                                  
2 参考文献 パトリシア・ローバー作 「たべることはつながること」福音館書店 2009年 

考察：食べる→食べる 
 カエルのために作った池。カエルが住むためにはエサが必要。エサはどうやったら来る？その

ことを突き詰めていくと、カエルだけでなく他の生きものも住みやすい環境が必要だということ

に気がついた。そして、カエルのエサとなる生きものもまた、なにかエサを食べないと生きてい

けないという事にも気づいた子どもたちが、これから池の環境についてどのように考えていくか

見守っていこうと思った。 

「でっかい木があるとキツツキがきて、穴をあけて、そこにフクロウがくるんじゃない？」

⇒「フクロウが来ない木もあるかも。」⇒「フクロウは森にいるから幼稚園にはこないよ。」

「でも木があるとクモがいっぱいくるよ」 
「クモをカエルが食べて、カエルをフクロウが食べて、そのあとどうなるかわかんないじゃ

ん」 
「フクロウがカエルを食べるでしょ？そしたらカエルがクモを食べて、クモがちょうちょを

食べて・・・ほかにもちょうちょを食べるやつが来るんじゃない？」 



- 16 - 
 

「みんなで作った池だから、みんなの考えを聞きたいんだけど」と話し、ひとりひとりどう思うか聞

いてみた。すると・・・「カエルは食べられたくないから、絶対に木は無い方がいい」という子もい

れば、「木があると、エサも来るし、日陰もできるからあった方がいい」という子もいた。全員の意

見を聞き終えた後に、「みんなはこう考えてるみたいだけど、どっちかに決めなきゃないね」と話す

と、「カエルが食べられちゃうのはいやだけど、カエルもエサがないとダメだからしかたないかな」

という子が出てきた。それを聞いたまわりの子たちも、「しかたないのかも・・・」と思い始め、全

員納得する形で「カエルのために木を植えよう！」と決まった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑲ その後 
 その後もどんな池にしたいか話し合いを重ねた。そしてついに池に水草や木を入れ、子どもたちが

思い描いた「ターくんの池」が完成した。 
そして、一年を通してここまでカエルを始めとして生きものの事を考え、調べ、試してきたので、

子どもたちに一年間やって来たことを聞き、それを「かえるといけとけやきのいちねん」という物語

にして絵本を作った。その聞き取りをしていると、「おもしろかった」「楽しかった」という言葉がで

たが、「池の石を運ぶのが大変だった」「いやなこともあった」「困った」など子どもたちの本音も出

てきた。それだけカエルのために一生懸命だったのだと改めて考えさせられた。池が完成したところ

で年長児は卒園となってしまい、実際にどんな生きものがくるか見ることは出来なかった。そして、

春。池を覗いて見るとゼリー状の塊が池のなかにあった。それはよく見るとヒキガエルの卵。子ども

たちがカエルのために作った池に本当にカエルが卵を産んでくれたのだ。手本など無い中で、今まで

の経験や見てきたことを基にすすめてきた池作りであったが、最終的に池が出来、その様子をみると、

池の場所・大きさ・環境・生態系、いろんなことを子どもたちと共に考え、実行してきた結果が実現

された形となった。 
 

Ⅴ．研究のまとめ 

（１）身近な自然体験に心動かす要素がいっぱい 
みどりの森幼稚園は仙台市内の中心部から約３キロほど北に位置する。当然周囲はすべてビルに囲

まれており、近くに緑が少ない。しかし、そんな園の中にも小さな自然は息づいている。本研究の中

では、子どもたちがカエルを生かすために、カエルのエサ探しを行うエピソードが書かれているが、

子どもたちは園内で蜘蛛やハエ、またカエルのエサとなる様々な昆虫を見つけることが出来た。普段

はあまり意識を払わない場所も「カエルのエサ探し」という視点で見ると、たくさんのモノが見えて

来た。特に子どもたちにとって臭い場所であるコンポストの中にはショウジョウバエがたくさんおり、

カエルのエサの多くはこの中から捕まえたショウジョウバエであった。一年に一度開けて、中から堆

肥を出して、畑に混ぜるという作業の時にしか着目しないコンポストであるが、視点を変えれば、こ

こも身近な自然の息づく場であった。特にコンポストを開けると一気にたくさんのショウジョウバエ

が飛び出して来た時の子どもたちの歓声は大きかった。カエルのエサを早く、たくさん手に入れたい

考察：本質は“たべることはつながること” 
 カエルが食べられてしまうかも！？子どもたちにとっては大事件だった。カエルのために木を植

えたいけど、それが天敵のフクロウを呼ぶことになる。単純に木を植えるか植えないかという話で

はなく、その決断で池の環境が変わってしまう事にも気づいたのではないか。“カエルもフクロウ

も生きているから食べたり食べられたりすることは仕方ないのか”と、子どもたちなりに池の中で

暮らしているのはカエルだけじゃないということを感じていたと思う。話し合い 
の最後でしょうたろうが「しぜんだからしかたない」と発言した。子ども達なり 
に自然のなかにある生態系の存在に気がついた瞬間だったのではないか。 



- 17 - 
 

と思っていた子どもたちにとって、コンポストのショウジョウバエはまさに「宝」だったと言える。

ショウジョウバエをカエルのいる飼育ケースに入れて息をひそめて見守る中、カエルがエサに食いつ

いた時の感動はかけがえのないものであった。カエルを生かしたいと思う気持ちで園内の自然と関わ

る。ただそれだけのことで、園内の環境は大きく、変化すると言えるのではないか。 
 

（２）自然体験のための環境作り 
 みどりの森幼稚園では園内に毎年木を植えたり、森を作ったりと自然を増やす手立てを講じて来た。

今回「カエルのエサ探し」で子どもたちがよく利用したのが、森であった。平成１８年に宮脇昭先生

（横浜国立大学名誉教授）の提唱される「ふるさとの森作り・宮脇方式」で作った森が６年の歳月で

森となり、そこに豊かな自然が生まれたのである。４年前に園内に田んぼを作った時にも、生きもの

がたくさん住みついた。ボウフラがわいて閉口したが、すぐにそれを食べるカエルやあめんぼ、蚊を

食べるトンボや虫が多く現れた。子どもたちが「カエルと一緒に暮らしたい」と目指した池も完成し

たおりには、きっと豊かな生きものの住む場所となるに違いない。子どもたちはそのような場所作り

に携わることで、より深く、自分たちの住む環境の見直しや、生きものの住む豊かな場について思い

を寄せる機会になると考える。また、これからどんな池にするかや、池の周りに植える植物等、様々

な試行錯誤を繰り返しながら、よりよい環境作りを子どもが考えて行くことは、科学する心と考えて

も過言ではないのではないだろうか。 
 

（３）子どもの自然体験を豊かにするための環境としての保育者 
レイチェルカーソンは「センス・オブ・ワンダー」3の中で「わたしたちが住んでいる世界のよろ

こび、感激、神秘などを子どもといっしょに再発見し、感動を分かち合ってくれる大人が、すくなく

ともひとり、そばにいることが必要です。」と書いている。カエルが餌を食べた瞬間、保育者も一緒

に歓声を上げ、一緒に驚き、感動した。大人は前もって「カエルはショウジョウバエを食べる」とい

う知識は持っていたものの、生でその場面に遭遇した感動は計り知れないものであった。まさに「知

る」は感じるの半分も重要ではないというカーソンの言葉の通りの体験であった。子どもたちと一緒

にショウジョウバエや、蜘蛛やハエを捕まえ、時にカエルの口よりも大きな虫を食べるカエルの生命

力の強さを間近に体験することは保育者にとってもまさに「生きる行為」を間近で見る初めての機会

であった。このような感動を子どもたちと共に、体験出来たことは保育者に取っても非常に大きな喜

びと感動をもたらした。まさに子どもと感動を分かち合った瞬間であったのである。 
子ども達にとっても、それはもちろん初めての体験であり、カエルが捕食した瞬間を目の当たりに

したときは、「驚き」とも「感動」とも「恐怖」ともとれるような反応だった。「自分で捕まえたエサ

を食べているところを見たい」といつまでも飼育ケースを覗きながら、今か今かとじっと待っていた

子もいた。 
保育者は子どもと共に喜び、感動していく存在であることが重要であるということが実感出来た。 

 

（４）身近な自然体験から紡ぎだす科学する心の芽生えとは 

「思い」から生まれる、科学する心 ～だからそれでいいんだ～ 
身近な自然体験から紡ぎだす科学する心の芽生えとはという視点から科学する心を考えて来た。子

どもたちは最初はカエルを捕まえることに面白さを見出し、その後カエルの死を目撃することで、「カ

エルを育てたい（生かしたい）」と考えるようになっていった。その「思い」が、カエルの餌を探究

し、そこからカエルの住み家作りの探究へと発展していった。そのすべての原点は「カエルをなんと

                                                  
3 参考文献 レイチェル・カーソン著 「センス・オブ・ワンダー」1996年 
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か生かしたい、死なせたくない」というところから始まっているのではないだろうか。そこからカエ

ルも他の生きものを「食べて」生きる存在であるが、カエルもまた「食べられる」存在であることに

気がついた。それは子どもたちなりに「生態系」というものがあることを理解したといえるのではな

いか。 
子どもたちは自分たちのプロジェクトのまとめとして、自分たちの言葉をつなぎ合わせて、一冊の

絵本を作った。その絵本の最後のページの言葉を紹介したい。 
  

そしたらあるときほんをみつけた 
  ふくろうがかえるをたべてるところ 
  ふくろうはきのあなにすんでいるから     
  きをうえたらふくろうがきて 
  かえるたべちゃうかも？ 
  どうしよう？ 
  きがあるとクモがくるけどフクロウもくる 
  どうしよう？ 
 
  でもちょっときがついた 
  かえるがたべられるのはこまるけど 
  いきもののせかいは 
  たべて、たべられてつながっているんだ 

たべることはつながること？ 
それが「しぜん」だからしかたない 
だからそれでいいんだ 
 
いきもののすんでいるところは 
「しぜん」のままにしていてね 
  
だからけやきのいけも 
「しぜん」のままにしていてね 

 
カーソンは「美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思

いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象

となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけだした知識は、

しっかりと身につきます。」と語っている。幼児期の科学する心はこのような「思いやり」や「憐れ

み」「賛嘆」や「愛情」と言った感性の中にこそ生まれ、そしてその対象に対しての興味が深まるこ

とで、より良くしたいとか、もっと知りたいと言ったことから次なる探究の段階へと進んでいくので

はないか。カーソンの言うようにそのようにして得た知識、言うなれば子どもが主体的に自らの力で

探究して得た知識は子どもの中にしっかりと身について行くのではないか。そのような感性こそが科

学する心の芽生えであると言えるのではないだろうか。 
 この池作りを通し、子どもたちは「自分自身も地球の中の自然のひとつとだということが感じられ

る」という教育目標が達成出来たと考えている。そして「だからそれでいいんだ」という言葉に集約

される地球の生態系についての学びも深めた。この学びを深めた過程のすべてを「科学する心」と言

い換えることが出来ると考える。 
 

（５）事例を通して考える科学する心とは 
「科学する心」を図式で表現した。（次ページ参照） 



- 19 - 
 

  
あっくんのカエル 

遊び（＝お世話） 

ミイラを発見！！ 

 
 
 
 

環境 

飼育ケースの環境づくり 

 

「ターくんのちいさないけ」との出会い

池作り 

池の環境をどうしよう？ 

木 花 エサ   など 

カエルの天敵の存在 

 

フクロウ

カエル 

クモ チョウ

生態系 

僕たちの作った池は、どのいきものにとっても“しぜん”なんだ！ 

困難 

課題 

工夫 

このあと 

どうなるの？ 

わかった！ 

興味の始まり 

その他の生き物 

だからそれでいいんだ！ ～生態系への気づき～ 

 

科学する心とは 

科学する心 

カエルの種類 鳴き声 

体の色 

エサは何だろう？ 

・ショウジョウバエ 

・クモ       など
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Ⅵ．現在の池の姿と今後の保育  
池を作った子ども達が卒園した後、その池にはカエルが卵を産み、手をかけて植えた水草や木々も

大きく育ち、花や実をつけた。卵はオタマジャクシになり、カエルへと成長して、今ではすっかり池

に住み着いている。そのように、子ども達がみんなで試行錯誤しながら作った「池」に、思惑通りの

生きものたちがやって来てそこで生活をしている。また、宮城県北部にある大崎市の「メダカの郷」

からメダカやアサザ（浮き草の一種）を譲って頂いて池に放した。また、池作りの協力をしてくれた

（株）泉緑化の鈴木さんも一ヶ月に一回程度、様子を見に訪れ、新たな植物を植えたり管理の指導を

していただいたりもしている。卒園後も子どもたちは折りに触れ池の様子を見に来ては、「あっカエ

ルがいる！」「草いっぱいになったね」と嬉しそうにしている。また、その保護者の方達も同様に気

にかけてくれていて、子どもと一緒に日々変わっていく池を喜んでくれている。現在の池は、子ども

達にとって、保育者にとって、自然を感じられる環境として保育の中に位置付いている。子ども達は

生きものを探したり、草木に花や実がなっているのをみつけたりするだけでなく、「カエルの足は前

から？後ろから？」「これはなんていう花？」「カエルの赤ちゃん（オタマジャクシ）いなくなっちゃ

ったね。」と、不思議に思ったり、疑問に感じたりしながら過ごしている。ここにも科学する心の芽

生えが見て取れる。 
今後は、どこまで自然のままで池を子どもと一緒に管理していくか、ということが課題である。 

池作りに取り組んだ子ども達が向き合った「生態系」が身近に感じられるよう、子どもと共に育って

いく池を保育の中で豊かな環境として生かしていきたい。 
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