
青空ようちえん
沖縄の幼児ための野外活動プログラム

The Outdoor Kindergarten

  ３３才からの才からの

野外あそび！野外あそび！

ちびっこ達に贈る、公園から海まで沖縄の自然あそびちびっこ達に贈る、公園から海まで沖縄の自然あそび

森、海、川、野原、花、公園…森、海、川、野原、花、公園…
沖縄のいろんな自然を遊ぼう！沖縄のいろんな自然を遊ぼう！
森、海、川、野原、花、公園…
沖縄のいろんな自然を遊ぼう！

～ NPO 法人 国際自然大学校 沖縄校～
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はじめに

Introduction 　子ども達の成長には、さまざまなことを直接経験する“体験活動”が欠か

せません。遊具やおもちゃと違い、森や海の中には、何一つとして同じ色形

の物はありません。毎日違う表情を見せてくれます。そうした多様性をもつ

野外や自然の中での体験には、子ども達の感性や体力など「生きる力」を育

む豊かな要素が含まれています。

　幼児期は、様々な環境や他者との直接的、間接的な関わりの中で小学校以

降に育成されていく「生きる力」の基礎を心身ともに養う時期とされます。

この時期から野外で体を動かし、自然の中で仲間と共に遊ぶ経験を豊富にし

ている子は、小学校に上がった後、前向きに課題に取り組み、様々な力をつ

けていく力が優れているという報告も聞かれます。２、３歳のちびっこから

自然の中に飛び出すことが求められているのです。

　しかし、幼児期における自然体験は小学校以上のそれと比べても浸透して

おらず幼稚園や保育園だけでなく、家庭においてもなかなか一歩が踏み出せ

ない傾向があると言われます。

　本誌は、当自然教室の幼児向けプログラム「青空ようちえん」の１年間を

レポートし、沖縄の様々なフィールドや季節ごとに、幼児期のちびっこ達と

の「あそび」を紹介しています。これにより、幼児期の自然体験活動に取り

組む実践が広がり、幼児教育関の現場で活動されている方、子育て中の親御

さんが子ども達と野外に飛び出す一歩につながれば幸いです。

２０１０年５月

国際自然大学校沖縄校

ネコのわくわく自然教室　統括

　丸谷　由

ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009
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青空ようちえんとは？

　「青空ようちえん」は、ネコのわくわく自然教室が主催する幼児向け

の自然体験プログラムです。沖縄県内、主に那覇市を中心とする都市部

の幼児期の子ども達（３歳～年長）とその父母を対象に、沖縄本島内の

様々なフィールドへ出かけ、体を動かしながら自然の中で遊ぶ機会を提

供しています。親子で一緒に参加できる日帰り体験から、ちびっこだけ

で１日遊ぶチャレンジ体験、親子で１泊２日のキャンプに挑戦するプロ

グラムまで、2009年度は月に１回の頻度でプログラムを実施しました。

　青空の下で走り回って汗をかいたり、虫に触ったり、泥だらけになっ

たり、いろんなことをはじめて経験するこの時期に、多様な自然と多様

な感性と触れあわせてあげたい。この理念に基づいて、都市部の公園か

ら森、山の中の川、サンゴ礁の海まで多岐にわたるフィールドに出かけ

ます。また、親子参加の際は年上の兄姉や赤ちゃんも一緒に参加でき、

専門スタッフと大学生ボランティアと共に、多様な人々に囲まれ、たく

さんの感性に触れながら遊び、成長していける場を目指しています。

「森のようちえん」

　幼児期の子ども達を対象とした野外活動は、一般には「森のようちえ

ん」と呼ばれ、近年日本各地で広がりを見せています。企画募集のプロ

グラムから、特定の園舎や敷地を持たずに自然環境の中で年間を通して

保育活動をしている幼稚園や自主保育などの団体もあります。この様な

活動は半世紀前にデンマークで始まったとされ、その後ドイツや北欧を

中心に世界各地へ広がっていきました。

ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009
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活動レポート

#01 公園あそび　　　　　　#02 海辺あそび

#03 イノーあそび　　　　　#04 川あそび

#05 野遊びカフェ　　　　　#06 台風あそび

#07 たき火あそび　　　　　#08 クリスマスクラフト

#09 ハイキング　　　　　　#10 雨の日あそび

#11 青空キャンプ

REP
ORT

青空ようちえ
ん

２００９年度

Lineup

ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009



　今日は、家の近くの公園で遊ぼう！と、

思ったら雨が降ってきた。でも大丈夫、カ

ッパを着たら準備万端。

　春の公園は草花で溢れている。まずは葉

っぱや花を“におい”で探す遊びをしなが

ら公園を散歩しよう！クチナシ、サンニン

、クスノキ…いくつ見つけられるかな？

　お腹が空く前に、森の材料でランチを作

ってみよう。葉っぱを赤い葉っぱはハム、

黄色い枯れ葉はスパゲティ、緑の細い葉っ

ぱはほうれんそう。細かくちぎってお皿に

盛ったら、ハムスパゲティの出来上がり！

そっくりを見つけるのが最大の秘訣。

　太陽が戻ってきた午後は、葉っぱと

木の実を使ってキーホルダー作り。厚

い葉やマメにきれいに色を塗って、ひ

もを通して自分だけのお土産の完成！

お母さんにプレゼントしようかなぁ。

　見て！向こうではお猿さんみたいに

木登りをしているよ。お兄ちゃんに負

けないように頑張ろう！

春の草花であそぼう！

雨が降ってきた！
でも、カッパを着れば
ヘッチャラだね！

がんばれ～！
２歳のチビちゃんも
一生懸命ついていく。

Activity Points *
◎晴れの日でも「カッパ」は必需品。沖縄の天気は変わりやすい。

　一緒に遊ぶ大人もカッパは忘れずに。

◎ちょっとした小道具があると、あそびがどんどん展開できる！

　におい袋、紙皿、ビニール袋、ポスターカラーマーカー、麻ひも…

ランチのできあがり！
今日のメニューは、
　　ハムスパゲティ★

いただきま～す！
枝でおはしを、花の色
水でスープも作ったよ。
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公園
青空ようちえん

#01 Park

日程：２００９年４月２６日（日）
　　　am10:00 -  pm15:00
天気：雨→曇り→晴れ
会場：末吉公園（那覇市）
対象：親子参加

ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009



　沖縄では５月に入れば海遊びに出かけら

れる。豊かな海に面した沖縄の子ども達に

は、小さい頃からたくさん海辺で遊ばせて

あげたい。まずは、遠くまで出かけなくて

も、住んでいる街のすぐ近くにある砂浜で

も十分楽しめるはずです。

　海に入る前に、日焼けと怪我予防のため

に長袖長ズボン、ライフジャケットを着け

ましょう。サンゴや岩で足を切るのでゾウ

リは避けて、ウォーターシューズや上履き

を履けば思いっきり動くことができます。

　水辺に慣れない子は、大人の体を船にし

ながらゆっくりと、まずは水の気持ちよさ

から体験してみよう。少し慣れてきたら、

水を掛け合ったり、生き物を探しもしてみ

よう。箱メガネがあるとテンションＵＰ！

　この日はタコクラゲを大量に捕まえ

た。プニュプニュ…初めての感触にみ

んな興味津々。寒くなって震えている

子が出たら、砂に埋めるのが一番！砂

の温かさを知ったら砂まみれも嫌じゃ

なくなるから不思議。ただし大人も砂

まみれになる覚悟がないとダメ！砂遊

びは、そのまま夕方まで続きました。

海の水と砂を楽しむ！

海で泳いで、寒く
なったら砂のおふとん。
温かくて気持ちいい！

Activity Points *
◎水辺の遊びでは、子供も大人もライフジャケットを必ず用意したい。

　２,３歳の幼児から着用できるモデルもあるので役立つアイテム。

◎海辺で遊ぶ時は、潮の満ち引きを事前に調べておこう。干潮の時間帯

　にはいろいろな生き物と出会うことが多くなる！

ふたりで一緒に山を
つくろうな！水を入れ
たらかたくなるんだよ。

ほっぺたがとけそう★
みんな大好き、焼き
マシュマロだ！

タコクラゲは、
毒が弱いから触っても
大丈夫なんだよ！

こんなに採れたよ！
食べられるを探して食
べるのは大興奮の遊び。

海辺
青空ようちえん

#02 beach

日程：２００９年５月３０日（日）
　　　am10:00 -  pm15:00
天気：快晴
会場：吉の浦会館（中城村）
対象：親子参加

7ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009



温泉みたい～★
イノーに溜まっている
海水は温かいんだ。

「イノー」とは？
潮が引くと岩やサンゴに囲まれた
小さなプールができる海岸のこと。
外洋の波が入らず穏やかで、生き
物も豊富。ちびっこ遊びにぴった
りの沖縄ならではの遊び場。

かっこいぞ～！
ツノがいっぱいはえた
シカクナマコを発見。

ナマコの水鉄砲！
ぎゅってにぎったら
水が飛び出すんだよ。

洞窟を発見！
イノーのまわりには
石灰岩の洞窟も多い。
気をつけて入ろうね！

　砂浜遊びで海になれたら、今度はイノーに

出かけてみましょう！岩場だらけで危ない印

象が強いけど、きちんと長袖、長ズボン、ラ

イフジャケットを着ければ大丈夫。一度イノ

ーで遊べばその生き物の多さに病みつきにな

ること間違いなし！

　そこで役立つのが「箱メガネ」。シュノー

ケルはまだ無理というちびっ子でも、きれい

な水の中をのぞけるアイテムだ。小さなプラ

スチックのケースでも代用できます。

　水中をのぞいてみると、ウニ、ナマコ、色

とりどりの小さな魚、カニ、エビ…。たくさ

んの生き物が迎えてくれる。大潮で遠

くまで浅瀬となったこの日は、タコや

ヒラムシ、イソアワモチなど、なかな

か見られない面白い生き物にも出会え

てみんな大興奮でした。岩の上からの

飛び込みにも挑戦。最初は恐かったけ

ど、勇気を出して飛び込めました！

イノーの生き物と遊ぼう！イノーの生き物と遊ぼう！イノーの生き物と遊ぼう！

Activity Points *
◎生き物が豊かなイノーには、触ると死に至る危険な生き物もいます。

　必ず事前に子ども達と一緒に触ってはいけないものを確認しよう！

◎イノー遊びは、潮の満ち引きが重要。最干潮時間の前後２時間程度が

　一番安全に楽しめます。大潮の日はさらにたくさんの生き物に会える！
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イノー
青空ようちえん

#03 tide pool

日程：２００９年６月２１日（土）
　　　am9:00 -  pm16:00
天気：快晴
会場：恩納村の海岸
対象：子どものみ（幼児）
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　梅雨が明けた７月には、きれいな水の流

れる川に出かけてみましょう。沖縄にもち

びっ子を連れて行ける川がたくさんありま

す。ちょっとしたジャングルの様な亜熱帯

の森と、川の生き物達が迎えてくれます。

　服装、持ち物は海あそびと一緒。特に役

立つアイテムのは「虫アミ」だ。この日も

早速、虫アミを手に川の中を進んでいくと

大きなボウズハゼ、かわいい顔のヨシノボ

リを捕まえた！ジャバジャバ水の中を走っ

ていてはすぐに逃げてしまう。そうっと近

づくのが捕まえるポイントだ。

　エビを捕まえたかったら、岸辺の水の中

に垂れた葉っぱをアミで探ると、すぐにち

いさなエビが捕まえられる。

　初めは冷たい水に、おっかなびっくりだ

った子ども達も、遊び方を少しずつ覚えてい

くと、どんどん前に進めるようになっていき

ました。でも、ずっと水中は寒くなる。川原

の石で色とりどりの絵の具を作って。フェイ

スペイント大会をはじめよう！赤、黄、白、

いろんな色が作れるぞ。あ、お父さんが顔が

真っ白のおばけに変身しちゃった！

冷たい川に飛びこもう！

Activity Points *
◎川の水はとても冷たく、海と違いすぐに寒くなってしまう。こまめな

　休憩と温かい飲み物を持参がお勧め。ライフジャケットも忘れずに！

◎水質のきれいな水辺には「ブヨ（ブユ）」という小さなアブの仲間がいる。

　咬まれると蚊よりも腫れるので長袖、長ズボンで遊びましょう。

でっかい！ボウズハゼ。
顔をよく見てみると、
ほんとうに坊主みたい。

川原の絵の具づくり★
石をこするといろんな
色の絵の具ができる！

水の中に卵を産んでい
るハグロトンボのお母
さんに出会ったよ！

上流まで行かなければ
赤ちゃんを連れてのんび
り川あそびも楽しめる。

みんなで捕まえた
小さなエビは、フライパ
ンで炒めておやつに！

ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009

川
青空ようちえん

#04 river

日程：２００９年７月５日（日）
　　　am10:00 -  pm15:00
天気：晴れ
会場：平南川（大宜見村）
対象：親子参加
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野遊びカ
フェ開店

！
野遊びカ

フェ開店
！

　一年を通して、気持ちよく晴れた日はシ絵

本とお茶セットを持って、野原や公園に出か

けましょう。草の上にシートを広げればあっ

という間に「青空カフェ」の開店です。

　野原の楽しみ方は、虫取りや駆けっこなど

アクティブな遊びだけではありません。青空

の下のんびりおいしいコーヒーを飲んだり、

寝袋に寝転んで子ども達と一緒に絵本を読ん

だり、簡単なおやつをその場で作ったり…。

アイデアと道具次第で、楽しみ方はいろいろ

あります。

　今日は、葉っぱを使ったポストカー

ド作りもしてみました。用意するのは

スタンプ台と画用紙だけ。いろんな葉

を組み合わせて、自由に形を押してい

きます。

　おやつは、ホットケーキミックスで

作る棒巻パン。ビニール袋の中でこね

れば手を汚さないで作れます。ムラサ

キカタバミなどの花を混ぜると味と色

のアクセントにもなって楽しい。

Activity Points *
◎野原でのんびりする時に揃えたいのが、絵本、蚊取り線香、寝袋。　

　青空の下、寝袋にくるまって読む絵本はとっても気持ちがいい。

◎キャンプ用の携帯ガスコンロと小さなナベがあると、お湯をわかした

　り、パンを焼いたり、その場でつくるおやつは子ども達に大人気。

野遊びカ
フェ開店

！

赤ちゃんはお母さんと
シートでのんびり、元
気な子はお父さんと探
検に出かけよう！

シートを広げて、絵本
を並べて、お茶とお菓
子を用意したら青空カ
フェの開店です。

おやつは、
その場で作るのが
楽しい。棒巻パンは
　は簡単でおいしい。

葉っぱのスタ
ンプ集め。いろんな
形の葉っぱを画用紙
に押してみよう！

ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート2009ネコのわくわく自然教室・「青空ようちえん」レポート200910

野原
青空ようちえん

#05 field

日程：２００９年９月２６日（土）
　　　am10:00 -  pm16:00
天気：晴れ
会場：浦添城趾（浦添市）
対象：親子参加



　今日は朝から風がビュービュー吹い

ている。大きな台風が近くを通過して

いるからだ。でも、どうやらこれ以上

近づいては来ない様です。予定してい

たダム遊びには行けないけど、カッパ

を着込んで事務所の周りを探検しに行

こう！きっと台風だからこその面白い

ことが待っているはず。

　台風の雨は、強くなったり、パッと

やんで風だけになったり、ころころ変

わる。強く降っているときは、カッパ

をバタバタたたかれているみたいで面

白い！公園にできた大きな水たまりを

発見。葉っぱで船を作って浮かべると

今日はすごいスピードで進んだよ！水

のかけ合いだっていくらでもできる。

こんなに水を使っても怒られないのは

今日だけかも知れないね。

　時々吹く強い風に飛ばされないよう

に気をつけながら、台風の力強さと不

思議な雨の降り方を体感しました。

Activity Points *
◎雨が降っていても、カッパを着ていれば楽しく遊べる。ちっちゃい子

　でも「ズボンタイプ」のカッパを着けることと濡れずに動けます。

◎天気によって臨機応変に遊び場を変えるのも野外遊びのコツ。台風は

　天候の急変に注意！暴風域など強風の中で遊ぶのはやめましょう。

今日はカッパが大活躍。
台風の風に飛ばされない
ようにつかまれ～！

お店の屋根から漏れる
雨粒も今日は大きい！
カッパに当たる音が、　
　　たのしいぞ～！

港の市場を探検★
みんなで選んだお魚を
買ってお昼ご飯にした。

おやつは、お玉で作る
べっこうアメ。自分で
好きな形に作れる！

はっけよ～い！
雨探検の途中で見つけ
た葉っぱでお相撲だ。

台風
青空ようちえん

#06 typhoon

日程：２００９年１０月２５日（土）
　　　am10:00 -  pm16:00
天気：台風接近中（暴風域ではない）
会場：泡瀬コミットクラブ（沖縄市）
対象：子どものみ（幼児）
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雨と風をたの
しもう！

雨と風をたの
しもう！

雨と風をたの
しもう！



焼いて焼いて、、食べて暖まろう！食べて暖まろう！

　子ども達が大好きな「たき火」＆「焼きイモ

」の日がやってきました。日常で火を使うこと

がほとんどなくなってしまった今の時代せめて

遊びを通して、小さな頃から火の暖かさ、大切

さ、そして恐さを教えてあげたい。

　難しい事は言わなくても、薪を組んで火をつ

けるだけで自然と子ども達が集まってくるから

不思議なものです。初めは恐がっていた子も火

の暖かさ、やわらかさに次第に笑顔になってい

きます。

　たき火の楽しさは、何よりおいし

いものを焼いて食べること！今日は

サツマイモ、マシュマロ、パイナッ

プル、ソーセージ、ホットケーキミ

ックスで作る棒巻パン…。いろんな

ものを焼いて食べました。中でも、

アルミホイルにくるんで丸ごと焼い

たパイナップルの甘さには、みんな

びっくり。午前中の海遊びで濡れた

体も、あっという間にポカポカにな

りました。

Activity Points *
◎たき火をした後はたっぷり海水をかけて、スコップを使って跡を残さ

　ないように埋めましょう。燃え残りのカスはきちんと持ち帰ろう！

◎軍手は木綿 100% の物を用意しましょう。市販の多くはポリエステル

　などが含まれており、木綿と違い溶けて火傷をする危険があります。

焼いて、食べて暖まろう！

おいしかった焼きパイ
ナップル。アルミホイ
ルにくるんで、何でも
焼いてみよう！

初めて火に触れる子は
おねぇちゃんと一緒に
まずは暖まることから。

アツアツの焼きイモの
おいしさは何度食べて
も飽きることがない。

沖縄では、
11月でも海が暖かい。
もちろん今日も海に
入って遊びました！

たき火に火をつけるの
も子ども達の仕事だ。
マッチを使ってうまく
つけられるかな？
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たき火
青空ようちえん

#07 fire

日程：２００９年１１月１５日（日）
　　　am10:00 -  pm15:00
天気：曇り
会場：恩納村の海岸
対象：親子参加



Activity Points *
◎ツルや木の実、花など森の素材を集めに行くときは「ハサミ」が役立

　ちます。歩くときは袋に入れるなど、手に持ったままにしないように！

◎この時期でも蚊取り線香と虫除けスプレーは忘れずに！草むらや茂み

　には、棒などでつつきハブがいないか確認してから入りましょう。

丸く編んでリースにした
ツルに集めた木の実や
葉っぱをつけていこう。

お姫様みたい★
カラフルな木の実で
作った冠を作ったよ！

森を歩けば、沖縄なら
ではの木の実や花がた
くさん見つけられる！

せ～のっ！
みんなで力を合わせて
太いツルを集めよう。

沖縄は 12 月でも晴れ
ると汗ばむくらいの春
先の陽気。野原でのク
ラフトが気持ちいい。

森の素材で、森の素材で、
クリスマスの飾り作りクリスマスの飾り作り
森の素材で、
クリスマスの飾り作り
　今年のクリスマスの飾りは、森の

素材を集めて自分で作ってみましょ

う。一年中暖かい沖縄の森は、12月

になっても緑豊か。一歩森に入れば

たくさんの木の実や葉っぱ、色とり

どりの花を集めることができます。

　まずは、クリスマス・リースの骨

組みとなるツル探しから始めよう。

木から垂れ下がっているツルを力を

合わせて引っ張るんだ！採ったもの

を円く編み込めば骨組みの完成。円

だけでなく、星形、ツリー形、ハー

ト形などいろんな形にも挑戦して

みよう。

　形ができれば、次は好きな木の

実や葉っぱをボンドでくっつけて

いく。かわいい木の実をつける子

もいれば、生け花の様に色鮮やか

な花をつける子も。向こうでは、

星のリースが手裏剣になったりし

ている！子ども達の発想力にはか

ないません。
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クリスマス

青空ようちえん

#08 christmas

日程：２００９年１２月２３日（水）
　　　am10:00 -  pm15:00
天気：晴れ
会場：末吉公園（那覇市）
対象：親子参加
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　沖縄の冬は、ハイキングなど遠出を

するのにちょうどいい季節。お弁当と

着替えをカバンに詰めて、あの丘の向

こうまで行ってみよう！虫アミやおや

つを持って行くのも忘れずに。

　歩き始めたら早速、倒木のシーソー

を発見。みんなで乗ってみよう！向こ

うのチームはバッタを追いかけるのに

霧中になっているみたい。満開の桜の

木の下を抜けて、見晴らしのいい丘の

上まできたらお昼ご飯だ。

　景色を見ていたら、遠くの方に川が

流れているのを見つけた。よ～し、午

後はその川まで探検だ。

　川までは結構遠かった。城趾の丘を

横切り、ものすごい数のお墓の中を通

り抜けて、犬に吠えられてダッシュで

逃げたり、道路を渡ったて、坂を下っ

て橋を渡って、ついに川原に到着！

　みんなもうヘトヘト？と思いきや水

遊びが楽しそう。お～い、帰り道も歩

くのは知ってるかい？考えてないだろ

うなぁ…。でも、大丈夫。みんな元気

に解散場所まで歩き通しました！

Activity Points *
◎予定になくても歩いている途中で水辺を見つけて水遊びが始まること

　も。晴れていても１回分の着替えは必ず背中に背負っていきましょう。

◎どの時期でも濡れたり、疲れたときには寒くなることもある。そんな

　時に役立つのがカッパ。防寒着にも使えるので晴れでも持っていたい。

あの丘を越
えて

あの丘を越
えて

　　　　進
もう！

　　　　進
もう！あの丘を越
えて

　　　　進
もう！

眺めがいいよ～！
お弁当は木の上で食べ
てみよう。桜の花もき
　　れいに見える！

２歳のちびっこも一緒
だったけど、今年の青
空で一番歩いた１日で
　　　　した。

途中で見つけたムラサ
キカタバミの花。すっ
ぱくておいしい人気の
　　おやつだ。

川にたどり着いたよ！
アミを持ってきてよ
かったね。グッピーを
　　つかまえた！

まずは、公園の中に
張ってあるカルタ探し
でウォーミングアップ！

倒れかけた木がシーソ
遊びだ。みんなで乗っ
てもビヨ～ン！ビヨ～
　　　ン♪

14

青空ようちえん

#09 hike

日程：２０１０年１月３０日（土）
　　　am9:00 -  pm16:00
天気：晴れ
会場：浦添城趾周辺（浦添市）
対象：子どものみ（幼児）
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ハイキング



　沖縄の冬場は雨が多い。雨だから残念

と言うのではなく、発想の転換、雨の日

だからこそできる遊びに出かけましょう

！でも、体が濡れたら寒くて遊べなくな

るので、カッパはしっかり準備しよう。

　今日は大学の中で雨遊びだ。特に楽し

いのが、大きなブルーシートを広げて作

るウォータースライダー。雨で濡れてい

るのと、カッパを着ているからとっても

滑る！スリル満点で何度も挑戦したくな

ってしまう。

　桜の木の下では、きれいな花びらがた

くさん落ちている。今日はちぎらないで

も、バケツ一杯集められるね！雨ででき

た小川に葉っぱで船を作って流したり、

大学の中にいるいろんな生き物に会いに

行ったり。カエルさんも、カタツムリさ

んも雨の日だから遊んでくれたんだ。よ

かったね！今日は雨降りで★

Activity Points *
◎カッパがあれば雨の日だからこその遊びができます。濡れた場所で座っ

　たり滑ったりするためにも「ズボン」タイプのカッパも必ず用意しよう。

◎バケツ、水を通さない大きなシート、ビニール袋、虫アミ、水鉄砲な

　ど雨や水を遊ぶ道具を用意していくと、雨の日が楽しい日に変身！

木の実を拾ったり、持
ち物がどんどん増えて
いく。バナナの木の下
を通り抜けよう。

雨の日でも、芝生滑り
はできる！持ってきた
ブルーシートですべる
　　　　すべる！

みて～、きれいでしょ。
雨で落ちた桜の花を集
めてみました。

よぉ～し！次はどこに
行こうかな？！まだま
だ遊び足りないぞ～。

遊ぶのも、お弁当も
ずっと雨だったけど、
たくさん歩きました。

大学の中だけど、ハブ
には注意しようね。こ
んな看板もあります。

☂

☂

雨の日
青空ようちえん

#10 rainy day

日程：２０１０年２月７日（日）
　　　am10:00 -  pm15:00
天気：雨→小雨
会場：琉球大学キャンパス（西原町）
対象：親子参加
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雨と遊ぼう、雨と遊ぼう、
　　水で遊ぼう！　　水で遊ぼう！
雨と遊ぼう、
　　水で遊ぼう！



　いよいよ、ちびっ子キャンプがやってきまし

た。今回のキャンプは「森」がテーマ。山の上

のキャンプ場に１歳の赤ちゃんから、青空よう

ちえんのメンバー、お姉ちゃんお兄ちゃん、お

母さんたちまで２０名が揃いました。

　まずは今夜のお家になるテントを建てよう。

初めてテントを見る子は、カバンの中身がみる

みるお家の形になっていくのに大興奮！５歳で

も何度もテントを建てたことがある子は、どん

どんペグを打っていました。

　お弁当を食べたら、森のたんけんに出発しよ

う。桜の木についたサクランボの実を発見。ち

ょっとすっぱいけど、みんなのおやつだ。ヒカ

ゲヘゴの木に大きなキノボリトカゲもいた。お

兄ちゃんから教わったススキの葉っぱのロケッ

ト飛ばしも面白かった！

Activity Points *
◎はじめてのキャンプには、海辺よりも森の中のキャンプ場がお勧め。

　特に春先は暖かいけど日差しも暑すぎず、赤ちゃんでも過ごしやすい。

◎テントや寝袋で寝るのが恐い…という子は、数日前からお家の中で寝

　袋で眠って慣れていこう。いつもの枕や人形を持ってくるのもお勧め。

テントをたてよう！
テントをたてよう！
テントをたてよう！

森のたんけん森のたんけん森のたんけん

大きなキノボリトカゲ
を捕まえた！恐竜みた
いでかっこいい！

わからないペグの打ち方
は、ネコクラブ先輩のお
姉ちゃんに習おう！

暑すぎない冬か
ら春にかけては、ちび
っこと親子キャンプを
するのに最適な季節。

よいしょ！
ポールは硬いから、み
んなで力を合わせて曲
げるんだ！

できた～★
今夜はここがみんなの
お家になるんだよ。
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キャンプ
青空ようちえん

#11 camp

日程：２０１０年３月２０日（土）
　　　　　　　　　～２１日（日）
　　　　　　　　  　【１泊２日】
　　　am10:00 -  pm15:00
天気：晴れ→雨→晴れ
会場：多野岳キャンプ場（名護市）
対象：親子参加



　夕食のメニューは、みんなの手作りうどん。

すいとんみたいになっちゃったけど、粉をこね

たりちっちゃい子でもできるから面白い。夕食

後、暗くなってからライトの灯りを頼りに夜の

探検にも出かけよう。キャンプじゃないとでき

ないたのしいイベントだ。

　お家じゃないので泣いちゃう子もいるかな？

と思いきや、どの子も直前まで遊んで、疲れ果

ててぐっすり眠っていました。

　２日目は、たき火をつけて焼きイモを作った

り、森の素材をつかってキーホルダー作りで遊

びました。この日は暖かい春の陽気、キーホル

ダーに絵を描きながら、草の上でそのままお昼

寝をしてしまう子もいるくらいでした。

　最後に、もう一度みんなで力を合わせてテン

トをたたんだら、あっという間の２日間の青空

キャンプもおしまいです。

手打ちうどんづくり！手打ちうどんづくり！手打ちうどんづくり！

夜のあそび☆夜のあそび☆夜のあそび☆

木の枝で木の枝で
キーホルダーを作ろう！キーホルダーを作ろう！
木の枝で
キーホルダーを作ろう！

テントをひっくり返して…
テントをひっくり返して…
テントをひっくり返して…

Activity Points *
◎懐中電灯は「ヘッドライト」がお勧め。幼児でも頭につけられて、手

　が空くので転んだときや、片付けをするときにとても便利です。

◎おねしょが心配な子はおむつパッドを用意。でも寝袋は簡単に水洗い

　できるので、キャンプでのおねしょは堂々としても問題なし！

夜はライトを持って探
検に行った。たくさん
のカエルを見つけたよ。



テントはたたむ前に
ひっくり返して、乾か
そう。ここだけ見たら
びっくりするはず！？

真ん中に穴を
空けてひもを通して
ぐるぐるメガネのでき
あがり～♪

みんなで作ったうどん。
くっついちゃったけど
おいしかった！

ピラミッド！
２日間ですっかり仲良
くなって、帰るのがさ
みしいくらいだね。
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青空ようちえん
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　野外、自然の中で遊ぶとき、子ども達は実にたくさんのことを学んでいき

ます。見ること、触ること、挑戦すること、感じること、そのすべてが自分

への自信につながっていきます。

　初めは、お母さんと離れることだけでも泣いてしまっていた。泣きながら

も、きれいな花を見つけ、森の中でトカゲに触り、サンゴ礁の海に目を輝か

せるようになっていきました。心の中からどんどん好奇心が湧いてくるよう

になるのです。勇気を出して挑戦した初めて包丁で野菜を切る感覚、マッチ

で火を付ける感覚、いつまでもその手に残っていくことでしょう。

　そうした子ども達の“はじめて”に満ちあふれた青空ようちえんで、もう

ひとつ伝えたいこと、そして青空ようちえんの活動を支えているものがあり

ます。それは、「仲間と共に遊ぶ楽しさ」、「様々なひとに見守られながら

すごすことの大切さ」です。青空ようちえんには、幼児だけでなく、その兄

姉、父母、さらに数多くの大学生スタッフが集まります。

子ども達はそのすべてに見守られながら、そして刺激を

受けながら遊び、様々なことを学んでいきます。

　野外、自然の中には限りない遊びと学びの要素が含ま

れていますが、そこを楽しいも、価値ある場にするため

には仲間との共感と、多くの見守る存在が必要です。

　中でもボランティアで関わり、青空ようちえんを支えて

くれている大学生の存在はとても大きいです。子ども達の先輩として

時に遊びの見本になり、時に同じ目線で思いっきりはしゃぎ、時に保育士や

父母の様に子ども達を包み込む。彼らなしでは子ども達の成長はなし得ませ

ん。この１年間、毎週のプログラムための話し合いや勉強会に多くの学生が

自主的に参加し続けてくれました。その意欲と前向きな姿勢が、きっと子ど

も達と彼ら自身の未来につながって行くことと強く思います。

　最後に、年間を通してサポートしてくれている大学生のメンバー、お子さ

んを連れて毎回ご参加いただいたお母さん、お父さん、この取り組みを支援

して頂きました皆々様に深く感謝申し上げます。

　

２０１０年５月

国際自然大学校沖縄校

ネコのわくわく自然教室　統括

　丸谷　由
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基本の服装 
帽子 
夏は日差しをさえぎるため、
転倒等から頭を保護するた
めに帽子を常にかぶります。 

集合時には、くつ下と運動靴
を履いてくる。くつ下はすね
までの長いタイプを着用。 

シャツ 
化学繊維のものが適しています。 

海・川・森に入るプログラム時は… 
「長そで（薄手）」を必ず着用。海・川で 
は、「ラッシュガード」をお勧めします。 

運動靴＋くつ下 

タオル 

長ズボン 

ビニール袋 
（３枚程度） 

お弁当（１日目の昼） ウォーターシューズ 

長そで（うわぎ） 
カッパ 

ぞうり 
すいとう 

着替え（１回分） 

リュック 
荷物が入りますので 
15～25Lの容量のあ
るものが最適です。 
片方の肩だけに掛け
るタイプでは活動で
きません。 

ズボン 
厚手のデニム生地等は
避けて、化繊の生地を
使用したものをご用意
下さい。 

海・川・森に入る時は… 
「長ズボン」を必ず着用。 
×七分丈のものは不可 

リュックの中身

注意 

注意 
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～国際自然大学校沖縄校～




