
1．問題と目的

（1）保育内容「環境」と野菜栽培
　従来，保育園や幼稚園での保育において，自然環境と
の関わりは幼児の発達を促す重要な要素であるという位
置づけがなされてきた。とくに昨今の都市化，核家族化，
少子化等の社会環境の変化に伴う子どもの自然体験離れ
が進むなかで，保育所保育指針（厚生労働省，2009）や
幼稚園教育要領（文部科学省，2009）は自然環境との関
わりをいっそう強調してきている。なかでも同指針およ
び同要領における保育内容の領域「環境」は「身近な環
境に親しみ，自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関
心を持つ」ことをねらいとし，「自然に触れて生活し，そ
の大きさ，美しさ，不思議さなどに気づく」，「身近な動
植物に親しみを持ち，いたわったり，大切にしたり，作
物を育てたり，味わうなどして，生命の尊さに気づく」
などの内容がうたわれている。
　こうした背景から，多くの保育園や幼稚園では野菜や
花などの植物栽培を保育に取り入れ，子どもたちの自然
との触れ合いを促している。例えば石坂（1991）の東京
都三多摩地区の保育園79園の調査によれば，花壇をもつ
園は約90％，農園をもつ園は44％にのぼりキュウリやト
マト，サツマイモなどを栽培している。花壇や畑がなく
てもプランター等で栽培している場合が多い。またウサ
ギやニワトリ，小鳥類，金魚，カエルなど生き物の飼育
を行う園が大多数であるという。さらに石坂（1997）は，
保育園で栽培した植物を教材として用いた保育におけ

る，野菜の収穫および調理の実践報告をしている。サツ
マイモやジャガイモ，キュウリなど様々な野菜を子ども
たちと保育者が共に世話をして育て，子どもたち自身が
手で掘ったり，ハサミや鎌などの道具を使って収穫し，
皮をむき，包丁で切って調理して食べるという一連の活
動である。活動のねらいとして石坂は，「いろいろな野菜
について，その収穫する時期，収穫の方法を知り，我々
が食べたり利用している部分（果実，葉，茎，根）がどこ
であるかを理解し，興味をもつようにする」，「種子や苗
を植えてから成長して収穫できるまでの期間過程を観察
したりして花から果実になるまで，また葉や根が大きく
なる様子，植物が生育していく姿に興味をもつようにす
る」などをあげている。
　また，村田（2007）は奈良県の保育園における「自然環
境に関わる継続的な取り組み」として，なすびの栽培と
染色までの実践を報告している。子どもたち（5歳児）と
保育者が園庭の隅を利用して畑の土作りから始め，なす
びの苗を植えて観察しながら育て，収穫して浅漬けやカ
レーの食材として給食のメニューに加える。食べるだけ
でなく，皮をむいて染料としてハンカチの染物を作り，
祖父母への敬老の日のプレゼントにした，という一連の
活動である。この体験は子どもたちの好奇心を刺激し，

「自分たちの手で育て収穫をし，皮は染色に，実は食材に
なっていく過程を間近でみることを経験すること」で「一
方的に与えられたもので行ったのでは得難い感動があっ
たように思う」と報告されている。このように，保育園
や幼稚園の保育教材として野菜栽培などを利用する一連
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の活動は，保育内容「環境」の目的と合致し，子どもの発
達を促すものであるといえる。

（2）保育者をめざす学生の自然体験
　しかし，子どもの自然との関わりを援助するためには，
まず保育者自身が，動植物の飼育・栽培の経験など自然
体験を十分に持っていなければ，それらを有効に実施す
ることはむずかしい。細田ら（2008）は保育職を目指す
短大生の自然環境に関する意識調査を行った結果，自然
環境に触れたり，そこでの遊びを経験してきている学生
は「多いとはいえない」ことを見出し，教育内容として
自然物を身近に感じやすい植物栽培を取り入れ，「育て
る」経験をさせる必要性を喚起している。
　また井上（2008）は，若者の自然体験不足や理科離れ
が高等教育機関にも及んでおり，若い保育者や保育者を
志望する学生に生活体験や自然体験が不十分なために

「保育者を志望する学生の実態と自然とのかかわりを援
助できる保育者像には隔たりがあると考えられ，保育者
養成にはその間隙を埋める教育が従来よりも求められて
いる」と指摘している。この井上の調査によれば，保育
者養成の短期大学149校のうち「自然」に関する内容は

「領域環境」を中心にほとんどの養成校の教育において
行われていたが，実体験を導入していたのは6割程度で
あった。学生の体験不足を補うためには講義ではなく「体
験的な授業」が必要だとし，飼育栽培実習や植物遊び体
験，野外の動植物の観察，五感を使った身近な自然体験
等の導入を提案している。
　以上のことから，保育内容「環境」において子どもの
自然との関わりをよりよく促すには，まず保育者自身が
自然体験を豊富に持つことが重要であり，そのためには
保育者をめざす学生の養成課程において，学生が自然体
験を積むことのできる授業を導入する必要があるといえ
る。筆者は4年生大学で保育者養成課程（保育士および
幼稚園教諭）の授業「保育内容の指導法・環境」を担当す
るなかで，学生が自然体験の機会を多く持てるよう，周
辺の自然観察や採集とともに野菜栽培を授業に取り入れ
ている。本稿は五感を使った自然体験授業の実践報告お
よび，授業前と授業後の学生の意識の変化をみることに
より，その効果を分析することを目的とする。

2．方法

（1）自然体験授業「野菜栽培」の概要
　2010年前期（4月から7月）に「保育内容の指導法・環
境Ⅰ」の一部として実施した。受講者は教育学科初等教
育学専攻幼児教育コースおよび初等教育学専攻初等教育

コースの2年生～ 4年生の男女で3クラスに分かれてお
り，計133名である。栽培スケジュールおよび学生たち
が授業で実施した栽培内容，使用した用具等は表1に示
した。同授業において畑を用いた野菜栽培は5年目であ
る。大学の敷地内の空き地を畑に転用し，年々土壌を改
良しながら前期，後期とも季節の野菜を栽培している。
約100m2の畑を2面，連作障害が起きないようにローテー
ションを行い使用している。
　4月の1回目の授業でジャガイモの種イモの植え付け
を行い，4月の最終週にキュウリ，ミニトマト，ナスの苗，
5月末にサツマイモの苗の植え付けを行った。約5名ず
つのグループを編成し，授業時の作業および授業外の日
常の世話をグループで協力して行うようにした。作業と
しては，植え付け前の畝起こし，水やりや追肥，支柱立て，
誘引，中耕，土寄せ，防虫，除草などを行った。6月末か
らキュウリ，ミニトマト，ナスの収穫が始まり7月末の
授業終了まで継続して行った。7月初旬にはジャガイモ
の一斉収穫を行い，授業内で試食した。レポート課題の
一部として，野菜栽培の記録（各自）および野菜栽培を
用いた保育指導案（グループ）を学期末に提出するよう
にした。その他，大学内を探索する「春探し」や春から夏
にかけての「草花観察とスケッチ」の課題を出し，これ
もレポートとして提出してもらった。

（2）質問紙調査
1）質問紙の構成
　授業で行った「春探し・草花観察・スケッチ」について
の項目および「野菜栽培」についての項目から成る。「野
菜栽培」については，「野菜など植物の栽培は面白い，楽
しい」，「土にさわるのはきらい」，「野菜の成長過程につ
いて知っている」など野菜栽培や自然体験を肯定的（否
定的）にとらえ，自然を身近に感じているかどうかの意
識を測る12の質問項目を用意した。そして同じ質問に対
して，最初に「授業を受ける前の自分」について回答し，
次に「授業を受けたあとの自分」について回答するよう
にした。回答は「1.全くそう思わない」「2.あまりそう思
わない」「3.そう思う」「4.とてもそう思う」の4段階評定
とし，そのまま数値を得点化した。さらに，野菜栽培を
行っての感想として，「どんなことを発見し，学びました
か」，「面白かったこと，楽しかったこと」，「大変だった
こと，いやだったこと，つらかったこと」について記述
式で回答を求めた。
2）調査対象と実施手続き
　「保育内容の指導法・環境Ⅰ」の受講者全員を対象に
2010年7月に実施した。有効回答数は131人で，2年生97
人（74.0％），3年生31人（23.7％），4年生3人（2.3％）。
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表1　野菜の栽培スケジュール

栽培スケジュール
と野菜の種類 4月 5月 6月 7月

ジャガイモ 4月初めの授業第1回
目に種イモの植え付
け。グループで半分に
割ったイモ5～ 6個。

芽かき。土寄せ。追肥。
雑草とり。防虫。

土寄せ。増し土。雑草
とり。防虫。

初旬に収穫。

キュウリ 4月末の連休前に，支
柱を立てて苗の定植。
グループに苗2本。

支柱にツルを誘引。追肥。
防虫・防病。コンパニオ
ン・プランツの種まき（細
ネギ）。敷き藁マルチ。

ツルの誘引。整枝。摘
蕾。追肥。防虫・防病。
収穫開始。雑草とり。

ツルの誘引。防虫・防
病。収穫。雑草とり。

ミニトマト 4月末の連休前に苗の
定植。グループで苗1
本。

支柱を立てて整枝。わき
芽かき。追肥。防虫・防病。
コンパニオン・プランツ
の種まき（バジル）。敷き
藁マルチ。

支柱・誘引・整枝。わ
き芽かき。追肥。防虫・
防病。収穫開始。雑草
とり。

支柱・誘引・整枝。わ
き芽かき。防虫・防病。
収穫。雑草とり。

ナス 4月末の連休前に苗の
定植。グループで苗1
本。

支柱を立てて整枝。追肥。
防虫・防病。コンパニオ
ン・プランツの種まき（パ
セリ）。敷き藁マルチ。

支柱・誘引・整枝。追肥。
防虫・防病。収穫開始。
雑草とり。

支柱・誘引・整枝。防虫・
防病。収穫。雑草とり。

サツマイモ 元肥を入れて耕耘・畝づ
くりを行い，5月末に苗
の定植。グループで苗約
10本。

雑草とり。 雑草とり。ツル返し。
（サツマイモの収穫は
後期授業内10月に行
う）

用具 軍手（各自用意），長靴，スコップ，シャベル，草刈り鎌，バケツ，ジョーロ，ハサミ，麻ヒモ，ラベル
平鍬，四本鍬，支柱（異なる長さ・太さの数種類）

備考 元肥には苦土石灰，腐葉土，鶏糞，牛糞を用いた。追肥は有機肥料，化成肥料，液肥を生育に合わ
せて使い分けた。
防虫・防病には草木灰，木酢液等を用いるほか，コンパニオン・プランツとして細ネギ，バジル，
パセリ，マリーゴールド等を苗の周りに種まきした。その他，防虫対策として光る円いアルミ箔を
吊り下げた。化学農薬不使用。

表2  野菜栽培・自然体験への親和性

　 授業体験前 授業体験後
　 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 　
①野菜など植物の栽培は面白い，楽しい 2.82 0.849 3.49 0.626 -9.412 ***
②土にさわるのはきらい　（＊逆転して得点化） 2.99 0.809 3.34 0.699 -6.364 ***
③虫をみたり触ったりするのがきらい　（＊逆転して得点化） 2.16 1.036 2.52 0.972 -6.141 ***
④野菜を食べるのが好き 3.38 0.759 3.53 0.716 -3.442 **
⑤畑でとれたての野菜を食べたいと思う 3.32 0.737 3.73 0.527 -7.500 ***
⑥スーパーで売っている野菜が畑でなっている姿が想像できる 2.68 0.798 3.30 0.643 -9.342 ***
⑦野菜の成長過程について知っている 2.18 0.732 3.14 0.537 -14.703 ***
⑧植物栽培を自分でやってみたいと思う 2.76 0.840 3.41 0.655 -10.132 ***
⑨料理に関心がある 3.17 0.746 3.48 0.637 -6.611 ***
⑩自然環境に関心がある 2.95 0.743 3.22 0.726 -5.537 ***
⑪野菜など植物栽培は幼稚園や保育園での保育に役立つと思う 3.44 0.622 3.76 0.444 -7.120 ***
⑫野菜栽培を自分でやってみたいと思う 2.89 0.816 3.47 0.694 -9.470 ***
親和性得点（12項目の平均値） 2.89 0.498 3.36 0.377 -15.161 ***
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**p＜.01  ***p＜.001
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男女の内訳は女子が90人（68.7％），男子が41人（31.3％）。
専攻コース別では幼児教育コース95人（72.5％），初等教
育コース36人（27.5％）であった。項目により未記入や無
効回答がある場合は欠損値として分析ごとに処理した。

3．結果

（1）質問項目別の回答
1）春探し・草花観察・スケッチ
　「今まで知らなかった草花を知ることができました
か」の質問に対する回答は，「1.全くそう思わない」1人

（0.8％），「2.あまりそう思わない」11人（8.4％），「3.そう
思う」76人（58.0％），「4.とてもそう思う」42人（32.1％）
であり，90％以上が授業で体験することで，新たな草花
を知ることができたと答えていた。
2）野菜栽培の経験
　本授業以前における野菜栽培の体験の有無を聞いたと
ころ，「前に体験したことがある」が95人（72.5％）で，「初
めて体験した」が36人（27.5％）と栽培体験のある人が
多かった。体験した場所は小学校，自宅，幼稚園・保育園
が多く，前年度の後期の「保育内容の指導法・環境Ⅱ」で
体験した者も含まれていた。
3）授業体験前と授業体験後の野菜栽培・自然体験への
　 意識の変化
　野菜栽培や自然体験を身近に感じているかどうかの意
識を聞いた12の質問に対し，授業体験前（「授業を受け
る前の自分」）および授業体験後（「授業を受けたあとの
自分」）についての回答の平均値と標準偏差を表2に示し
た。「②土にさわるのはきらい」「③虫をみたり触ったり
するのがきらい」の2項目は逆転項目であるので回答を
逆転し（1.全くそう思わない→4.とてもそう思う，2.あ
まりそう思わない→3.そう思う，3.そう思う→2.あまり
そう思わない，4.とてもそう思う→1.全くそう思わな
い），他の項目と同様，野菜栽培や自然体験に親和性があ
るほど得点が高くなる方向にした。
　12の項目別に授業体験の前と後を比較すると，授業体

験前では各項目の平均値は「2.あまりそう思わない」と
「3.そう思う」の間の2点台が多かった。最も低かったの
は「③虫をみたり触ったりするのがきらい（逆転項目）」
の2.16（SD=1.036）であり虫が苦手な者が多いことを示
していた。比較的高かったのは「④野菜を食べるのが好
き」の3.38（SD=.759）や「⑤畑でとれたての野菜を食べ
たいと思う」の3.32（SD=.737），最も高かったのは「⑪野
菜など植物栽培は幼稚園や保育園での保育に役立つと思
う」3.44（SD=.622）であった。
　授業体験後ではほとんどが「3.そう思う」と「4.とても
そう思う」の間の3点台となっており，各項目の平均値
の差の検定を行った結果，すべての項目で授業体験前よ
り授業体験後の得点が0.1％水準および1％水準で有意
に高くなっていた。なかでも「⑦野菜の成長過程につい
て知っている」は授業体験前の2.18（SD=.732）から3.14

（SD=.537）に上昇し，授業体験前後の差が最も大きかっ
た。次に授業体験前後の差が大きかったのは「⑧植物栽
培を自分でやってみたいと思う」で，授業体験前の2.76

（SD=.840）から授業体験後には3.41（SD=.655）と上がっ
ていた。授業体験前には最も低かった「③虫をみたり触っ
たりするのがきらい（逆転項目）」も2.16（SD=1.036）か
ら授業体験後には2.52（SD=.972）と上がり，相変わらず
12項目中一番低い値ながらも，授業体験前よりは全体と
して虫への抵抗感の度合いは減少していた。
　以上の結果から，授業体験によって野菜栽培や自然体
験をより肯定的かつ身近にとらえ，親和性が増したこと
が示されていた。
4）性別による差
　項目別に男女の平均値の差の検定を行ったところ，男
女で有意な差がみられたのは表3に示した項目だけで
あった（すべて5％水準）。授業体験前では，「虫をみたり
触ったりするのがきらい（逆転項目）」は男子のほうが得
点が高く，すなわち虫に対する抵抗感が少なかった。「野
菜を食べるのが好き」は女子のほうが有意に得点が高
かった。授業体験後では，「土にさわるのはきらい（逆転
項目）」「虫をみたり触ったりするのがきらい（逆転項目）」

表3  野菜栽培・自然体験への親和性の男女差－有意差のある項目

　 　 女子 男子
　 　 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 　

授業
体験前

③虫をみたり触ったりするのがきらい（＊逆転して得点化） 2.02 1.060 2.46 0.925 -2.296 *
④野菜を食べるのが好き 3.48 0.674 3.17 0.892 2.177 *

授業
体験後

②土にさわるのはきらい（＊逆転して得点化） 3.26 0.712 3.54 0.636 -2.163 *
③虫をみたり触ったりするのがきらい（＊逆転して得点化） 2.40 0.958 2.78 0.962 -2.106 *
⑧植物栽培を自分でやってみたいと思う 3.50 0.604 3.22 0.725 2.311 *

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　*p＜.05
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で男子の得点のほうが有意に高く，すなわち男子のほう
が土や虫に対する抵抗感が少なかった。一方「植物栽培
を自分でやってみたいと思う」は女子の得点のほうが有
意に高かった。しかし男女差のあった項目も，女子のみ，
および男子のみで授業体験前と授業体験後の比較を行う
と，いずれの項目においても女子も男子も授業体験後の
ほうが有意に得点が高く，授業体験によって，女子は女
子なりに，男子は男子なりに土や虫や野菜に対する親和
性が増していることがわかった。

（2）親和性得点による分析
　野菜栽培や自然体験を身近に感じているかどうかの意
識を聞いた項目全体を尺度として使用するため，授業体
験前の12項目について1因子指定による因子分析（主因
子法）を行った。因子負荷量が項目③のみ.289であった
が，他の項目は.406～ .859と十分な数値であり，信頼性
分析を行ったところ12項目のα係数は.860と高い値を
示した。同様に，授業体験後の12項目についてⅠ因子指
定による因子分析（主因子法）を行ったところ，因子負
荷量は項目③のみ.262であったが，他の項目は.319～ .830
と十分な数値であり，信頼性分析を行ったところ，12項
目のα係数は.806と高い値を示した。このため12項目を
尺度として使用し，12項目の平均値を親和性得点とす
ることにした。
　授業体験前と授業体験後の親和性得点を表2の下段に
示した。授業体験前は「2.あまりそう思わない」と「3.そ
う思う」の間の2.89（SD=.498）であったのが授業体験
後は「3.そう思う」と「4.とてもそう思う」の間の3.36

（SD=.377）に上昇し，0.1％水準で有意に得点が高くなっ
ていた。
　親和性得点についての授業体験前，授業体験後それぞ
れの男女差を分析したところ，どちらも有意な差はな
かった。一方，過去に野菜の「栽培体験なし」と「栽培体
験あり」で親和性得点を比較したところ，授業体験前に
おいては，「栽培体験なし」が2.74（SD=.484），「栽培体験
あり」が2.95（SD=.494）で，「栽培体験あり」のほうが5％
水準で有意に得点が高くなっていた（t=-2.262）。しかし，
授業体験後に比較すると，「栽培体験あり」3.38（SD=.374）
と「栽培体験なし」3,34（SD=.393）に有意な差はなかった。
つまり，過去の栽培体験の有無にかかわりなく，授業体
験によって親和性得点が上昇したことが示されていた。
　

（3）記述回答
　「野菜栽培を行っての感想」について記述を求めた3つ
の質問の回答について，全体に共通している主な記述を
以下に抜粋した。

1）どんなことを発見し，学んだか
＃1.草や作物や花の手ざわりや大きくなる過程を知り，
沢山の虫がいる中で野菜はどんどん大きくなっていく
ことを発見した。
＃2.野菜の成長は思っていたより断然早く，こまめに
見に行くことが必要で土寄せや誘引などの世話をしな
ければならない。小さな変化に気づくことが大切だと
学んだ。
＃3成長に合わせて支柱や誘引をすることが大切に
なってくる。初めはめんどくさくて嫌だったが，野菜
が気持ちよく育つために必要だとすごく感じました。
＃4同じ作業の繰り返しが野菜にとってとても大切な
意味のあることで決して手を抜いてはいけないと感じ
ました。
＃5畑は1週間放っておいただけですごいことになっ
て，目が離せないものなんだということ，また雑草の
強さや，野菜にとってはありがたい虫もいるんだとい
うことを初めて知りました。
＃6小さな苗から野菜がこんなに採れるのか! と感動し
ました。
＃7野菜はただ植えて水をあげていれば育つものでは
ない，支柱を立てて誘引したり，敷き藁マルチをした
り，追肥をあげて防虫をして・・・こんなに手間がかか
るとは思いませんでした。自分で作った野菜は新鮮で
おいしかったです。
＃8誘引一つで植物の成長の差が歴然と出てくること
に気づき，こまめにやることがめんどくささから楽し
さへと変わりました。
＃9手入れや肥料など野菜によって似た作業をするも
のもあれば全然違う作業をするものもあり栽培につい
て知ることができた。
＃10毎日畑に足を運んでそれぞれの育ちを見ると小さ
な発見がたくさんあった。ナメクジはワラの下とか，
キュウリのツルの巻きつきがすごく自立しているよう
に思ったり・・・。
＃11普段スーパーで買っている野菜がどうやって育つ
のか栽培をするまで考えもしませんでした。自分で育
てたことで季節の旬の野菜に興味がわき，気にかけな
がら買うようになりました。
＃12無農薬で育てるのは小さな所にいろいろ気を使わ
なければならなくて，農家の人は大変だと思いました。
＃13野菜5種類を同時に育てたことでそれぞれの野菜
の特徴を比べられた。他の野菜がどうなのかと興味を
もつようになった。
＃14野菜によって葉の形，大きさ，色が違うこと。ま
た土の温かさや柔らかさも発見した。1日ですごくツ
ルを伸ばす時もあれば，少ししか伸びないなど1日1日
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で違いがある。毎日しっかり観察し水やりも欠かさず
やるとしっかり実をつけてくれる。
＃15私たちの班は水あげを忘れることが多くあったの
で，水分が沢山必要なキュウリは曲がってしまい，ナ
スは小ぶりだったり，逆にトマトはすごくたくさんで
きてビックリしました。
＃16トマトが苦手だったけど，自分の手で育てると食
べてみようという気持ちになった。暑かったけど，作
業でかく汗はまた違って，さわやかな気持ちになった。
作物に触れると優しくあたたかい気持ちが生まれるん
だなと思った。
＃17畑は外での作業で，服や手が汚れたりするので，
それなりの準備や服装が大変大切であることが身を
もってわかった。
＃18畑にはいろいろな虫がいて初めは嫌だな・・と思
いましたが，最後のほうは慣れてしまい小さな虫が大
丈夫になっていました。
＃19コンパニオンプランツという防虫策を初めて知っ
た。害虫を本でなく実際に見てこんな虫がいるんだと
学ぶことができた。
＃20野菜を食べてしまう虫がいる一方で，害虫を食べ
て野菜の成長を助けてくれる虫がいることを知りまし
た。
2）面白かったこと，楽しかったこと
＃21大きな草を抜く時!　草も抜かれないように強く
根を張って大きく育とうとしていた。草はかわいそう
だけど草を抜いて苗が大きくなって育てているという
気持ちが楽しかった。
＃22植物もちゃんと生きて日々成長しているんだなあ
と実感し，その成長をみるのが楽しかったです。花が
咲いたり，実ができたりしたのを初めて発見したとき
の喜びはとても大きかった。
＃23自分たちで育てた野菜がなった時はすごくおいし
くて，嬉しい気持ちになります。だから水やりは欠か
さず行こうとか草むしりちゃんとやろうという気持ち
になりました。
＃24初めてのキュウリを収穫した時すごくウキウキ
し，私たちの班のキュウリが第一弾だと先生に聞いて
ちょっと感動した。
＃25金曜日になっていたキュウリがまだ小さかったの
で採らずに月曜日に採りに行ったら，キュウリ?!!と思わ
ず言ってしまうほど大きく成長してしまっていたこと。
＃26面白い形のキュウリとかナスができたとき，こん
な形にどうしたらなるんだろうと思いました。
＃27初めはなかなか実がならなかったけど，次第に花
が落ちて小さい小さい実がどんどん大きくなり色がつ
いて収穫!!となったときが一番楽しかったです。

＃28ナスやキュウリ，トマトに花が咲くことを知らな
かったので，初めて見て感動しました。へんてこな小
さいキュウリを見た時は可愛すぎて面白かったです。
＃29キュウリの主枝を誘引したら，細いツルが出てき
て誘引された方向に自分でからまって株を支えたのを
みて感心しました。
＃30同じ種類の苗なのに，それぞれの班で成長するス
ピードが違うことが不思議だった。
＃31苗植えや土寄せ，ジャガイモ堀りの時に土を直
接手で触ることが一番楽しかった。意外と土の中はひ
んやりしていたり，ザラザラしている感触が気持ち良
かった。
＃32一番はジャガイモ堀りでした。土の感触を感じた
り，土の中のジャガイモを探すのがとても楽しかった。
次々にジャガイモが出てきて，とても興奮しました。
＃33皆でジャガイモをチンして食べたときが一番楽し
く，おいしく，幸せでした。
＃34成長した野菜の写真を撮ったり，収穫したものを
みんなで食べるのは，やはり世話をしてきた分，達成
感があって嬉しかったし楽しかったです。
＃35班のみんなで協力してできたこと。これが一番で
す。ちょうちょを皆でつかまえようとしてみたり，野
菜を皆で分け合って食べたりできてとても楽しかった
です。
＃36友達と一緒に育てたので，成長する喜びや収穫の
喜びを共有できてすごく良いと思いました。
3）大変だったこと，いやだったこと，つらかったこと
＃37虫がやっぱり苦手だった。虫がいることはいい事
なんだけど，近くにいたりすると逃げたくなりました。
＃38虫が嫌いなので，土をいじったときに幼虫が出
てきたり，サツマイモの所を歩いたときにバッタの赤
ちゃんがうじゃうじゃ出てきたのが嫌でした。
＃39アリが大量に発生した時や，雑草が多くて抜くの
がかなり大変だったとき。
＃40ワラをどけた瞬間，ナメクジが大勢固まっている
のを発見した時は衝撃だった。湿った場所が好きなこ
とがわかった。
＃41毎日水やりにいくのが大変だった。雑草をとって，
木酢液をかけて・・。虫を駆除するのにも少し抵抗が
あった。普段，意図的に虫を殺すことは無いので・・。
＃42ウリハムシの捕殺を1人でやっていたので，みん
なでやってほしかった。
＃43野菜は成長を待ってくれないので，こまめに畑を
見に行かなければならない。授業外でも水やりを休み
時間にやるので時間がなくて大変だった。
＃44雨でも見に行ったり，雑草をとったりしなければ
いけない。逆に晴れて暑いときにやるのも大変でした。
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＃45汗をかきながら，蚊に刺されながらの野菜のお世
話。
＃46すごく暑い中，水やりや誘引，雑草とりをしなけ
ればならないことがつらかった。
＃47雑草むしり!!　すぐに雑草が生えてくるので暑い
中むしるのが大変でした。根から抜くにはスゴイ力が
必要でした。
＃48梅雨で雨がたくさん降ったあとの晴れた日の草む
しりは大変でした。暑くなってきて汗は大量にかくし，
草は減らないし，土で汚れるしで1番いやでした。
＃49雨が降ったあと，どろどろの畑に行くのが嫌でし
た。
＃50猛暑の中作業を行ったり，雨の中作業を行ったこ
とがつらかったです。天気は畑の命だなと思いました。
＃51私たちの班のナスがネキリムシにより死んでし
まったこと。皆で頑張って育てていただけにすごく
ショックだった。
＃52キュウリが全然収穫できなかったのが残念でし
た。
＃53ミニトマトの芽かきが遅れて，収穫前に実が重み
で落ちてしまったこと。
＃54育てた野菜が虫に食べられてしまったり，キュウ
リがウドンコ病になってしまったのが悲しかった。
＃55暑かったことや，土や虫嫌いの人が協力的でな
かったこと。
＃56グループのメンバーが1人でも欠けると仕事が増
えて他の人の負担になってしまうので大変でした。休
んだりして申し訳なかったと反省してます。

　「1）どんなことを発見し，学んだか」についての記述
からは，野菜が成長していく過程をつぶさに目でみたり，
土や葉や実の状態を体感することで，自然の生命力や細
部の状況，小さな変化に対する気づきや感動が生まれて
いることが感じられた。植えて水をやる程度にしか考え
ていなかった野菜栽培が，実に多様で根気のいるこつこ
つとした作業の連続であることを身を持って知り，その
努力の結果としての収穫とそれを食べることへの喜びや
感謝が示されていた。また，自分たちの作業の不十分さ
やアクシデントによって失敗も体験し，自然が人間の思
い通りには行かないと実感することもできたようであっ
た。
　「2）面白かったこと，楽しかったこと」についての記
述からは，初めての収穫に際しての高揚した気分や，スー
パーでは見ることのない野菜の花や、なったばかりの小
さな実や育ちすぎて巨大化した実を目の当たりにした愉
快さが表現されていた。成長過程の植物の習性の不思議
さに驚き，収穫のために手で掘った土の感触の楽しさな

どを五感でしっかりと受けとめている様子が伝わってき
た。また，グループの仲間と力を合わせて栽培に取り組
んだことで，1人では味わえない達成感や喜びを感じる
ことができたようであった。
　「3）大変だったこと，いやだったこと，つらかったこと」
については，前述の12項目への回答にも見られたように
虫が苦手な者が多いことから，畑で土の中や野菜の上，
雑草の中の沢山の虫と遭遇したことが最もいやな体験と
して多く記述されていた。通常の生活ではまず出会わな
い虫たちを間近で見たり，種類によっては害虫として駆
除しなければならなかったため驚きや戸惑いも多かった
ようだ。しかし一方で自然界に虫がいるのは当然のこと
であり，野菜栽培にとって有益な虫と有害な虫がいる事
実を知ったり，虫が無農薬栽培の安全の証しであるとい
う捉え方をするなど，単に嫌いという状態から一歩踏み
出して虫をみることができるようになった記述もあっ
た。栽培の作業を続けるうちにだんだん虫にも慣れてき
たという記述も少なくなかった。
　次に多かったのは夏の猛暑や梅雨の蒸し暑さの中の農
作業のつらさであった。夏の野菜の成長は早く，また雑
草の成長も盛んなため，日を追うごとにやるべき作業が
増えていった。時には雨の中や大雨後のぬかるみの中で
作業をしなければならないこともあり，野菜栽培が天候
に左右されることも身をもって知ったようであった。ま
さに農作業を知るうえで必要な体験であろう。グループ
によっては栽培が順調にいかなかったり，病気が出るな
どの問題も起きていた。しかし1）や2）の記述と合わせ
て読むと，つらい体験に対して必ずしも否定的ではなく，
こうした苦労があったからこそ達成感や喜びも得られた
という理解をしていることが見てとれた。

4．考察

　本研究は，大学での保育者養成課程における自然体験
授業が学生にどのような効果を及ぼしたかを，「保育内
容の指導法・環境」での野菜栽培実践を中心とした授業
体験について学生への質問紙調査から検討を行った。ま
ず野菜栽培と平行して行った「春探し・草花観察・スケッ
チ」では，9割以上が授業体験によって新たな草花を知
ることができたと回答し，授業で自然体験の機会を設け
ることが有益であることが示されていた。
　野菜栽培については，約7割が以前に保育園・幼稚園
や小学校，家庭などで栽培体験をもっていたが，それら
は低年齢での部分的体験であり主体的に関わるといった
ものではなかったため，授業での体系的な体験が意識の
変化により大きく作用していた。野菜栽培や自然体験に
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対する親和性をきいた12の質問の全項目で授業体験前
より授業体験後の得点が上がっており，とくに当然では
あるが「野菜の成長過程について知っている」や「スー
パーで売っている野菜が畑でなっている姿が想像でき
る」が授業前と後で大幅に上昇し，体験による知識の獲
得の効果を示していた。
　また意識においても「野菜など植物の栽培は面白い，
楽しい」「野菜栽培を自分でやってみたいと思う」「畑で
とれたての野菜を食べたいと思う」「料理に関心がある」

「自然環境に関心がある」などが授業体験後に高得点を
示した。「野菜など植物栽培は幼稚園や保育園での保育
に役立つと思う」の項目は授業体験前も比較的高い得点
であったが，授業体験後にはさらに値が上昇した。これ
は，学生が野菜栽培や自然体験が保育にとって好ましい
と観念的に理解していた段階から，授業体験後は自らの
実体験に基づいて確信をもっていえる段階に移行したと
解釈できるであろう。
　項目別の検討に加えて，12項目を尺度とした親和性
得点を授業体験前と授業体験後で比較した結果，性別や
以前の栽培体験の有無と関係なく授業体験後の得点が上
昇していた。これらの結果は記述回答からも裏付けられ
た。野菜栽培の作業において五感を通じて自然の生命力
や脅威や不思議さ，農作業の苦労と達成感や協働の喜び，
人間が自然に関わることの意味を掴み取っていることが
表現されていた。
　このような結果から，野菜栽培を用いた体験授業は学
生の栽培や自然体験への親和性を高め，ひいては保育者
としての資質を高める効果があることが示されたといえ
る。今後の課題としては，自然体験授業の内容の充実お
よび，保育者としての保育実践にどう活用するかの検討
を深めていくこと等があげられる。
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