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第２部 事業の報告 

 

１ 「幼児の自然体験活動指導者養成研修」実施報告 

 

【概要】 

本年度より、福井県嶺南地域の青少年教育施設や関係団体が連携し、「若狭の海湖

山から「体験の風をおこそう」運動推進実行委員会」を組織し、地域全体で体験活動

を推進する取り組みを実施することとなった。その取り組みの一環として、「幼児の

自然体験活動指導者養成研修」を７月３０日（木）～７月３１日（金）の１泊２日で

実施した。 

本年度の１０月には、小浜市の保育園・幼稚園と連携し、日帰りの新規事業「わか

さわんうみはともだち」の事業を実施する。「わかさわんうみはともだち」では、小

浜市内の保育園・幼稚園の年長児（５歳児）が全員、国立若狭湾青少年自然の家に来

て、海と親しむ体験をする。幼児がのびのびと自然の中で様々な体験ができるために

は、幼児教育に関わる方々の理解が必要である。そのためにも、「うみを感じて、う

みを体験して、うみを学んで、うみを伝える」ことができる幼児の自然体験活動指導

者の存在が大切だと考え、本事業を実施することとした。 

 

【目的】 

・ 低年齢期からの体験活動の重要性が指摘されている今日、幼児教育に携わる者自

身が様々な体験をすることをとして、自然や体験活動に対する理解を深める。 

・ 若狭湾の海や山での自然体験を通して、自然を知り、自然に興味を持ち、自然に

ついて伝えられるような自然体験活動指導者になるためのきっかけを提供する。 

 

 

指導者養成研修というと、体験や座学を通して、講師から様々なことを学ぶという

イメージがある。しかしながら、本研修では、指導者自身が、子どもたち同じ「参加

者」となり海と思う存分触れ合ってもらい、自然のすばらしさや楽しさ、また怖さな
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どを体験し、自然に対する「原体験」を得られるきっかけを作りたいとプログラムを

計画している。 

こうした自然体験活動指導者養成研修で若狭の自然を知り、自然に興味を持ち、自

然について伝えられるような大人が幼児教育関係者に増えることで、子どもたちがよ

りよい体験ができることを目指している。 

 

【講師】 グランストリーム代表 大瀬 志郎 氏 

講師には、シーカヤック冒険家であるグランストリーム代表の大瀬志郎氏を招き、

「シーカヤック」と「スノーケリング」で思う存分に海を感じるプログラムを計画し

た。 

また、プログラムの計画にあたっては、当施設の元事業推進課長であり、小浜市の

保育園の園長をされている大森和良氏にもアドバイスを受け、保育園や保育士等の現

状を踏まえた内容となるよう心がけた。 

 

【参加者】 

 参加者 小浜市の 

保育園等 

小・中学校 その他 

男性 11 4 3 4 

女性 12 11 1 0 

合計 23 15 4 4 

 

小浜市内の保育園・幼稚園を中心に事業の案内をし、小浜市の１１園から１４名の

参加があった。その他には、小学校の先生や幼児体育の指導者などの参加者もあり、

合計 23名となった。 

 

【内容】 

 



39 

 海にとっぷりと浸かる体験ができるように、シーカヤックで施設周辺の海域を移動

し、その移動先でスノーケリングをする活動を組んだ。自然の中に身を置く時間をで

きるだけ長く取るようにし、１日目の夜も野外炊飯や焚き火を囲んで、講師からの話

を聞いたり、参加者同士で語り合ったりする時間を設けた。 

 プログラムを計画する段階では、無人浜での宿泊も検討したが、自然体験のそれほ

ど多くない参加者が多くなることも予想されたため、施設で宿泊をすることとした。 

 

【活動の様子】 

 

 

開校式後、海での活動に入る前に、アイスブレイキングとして、参加者が今感じて

いることを共有する場を設けた。どんな思いを持って参加したのか、また、今の気持

ちはどのようなものか、参加者、講師、スタッフ、それぞれがＡ４の用紙に、一言で

言葉を書き表し、それについての説明を話してもらった。「海に入ったことが少なく、

泳げるか不安だ」、「海は久しぶりで楽しみ」、「参加者のみなさんといろいろな話

をしたい」など、一人一人思っていることを共有しました。思いを話す場があったこ

とで、参加者自身も誰がどのような思いを持っているかを知り、安心して事業に参加

できるようになったようであった。大森氏からは、参加者一人一人の中にある感性の

岩に付いている貝をえさ

にしてスノーケリングを

しながら魚を釣る 

シーカヤックで約３０分 

無人浜「カタボコ浜」での 

スノーケリングや野外調理 

高さ約５メートル

の岩からの 

大ジャンプ 
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スイッチをオンにしようという言葉があった。自分の中にある様々な感性を働かせて、

海について、生き物について、自然について、自分から積極的に関わっていく雰囲気

を作っていただいた。 

その後、海の活動の準備をし、午前中は、講師の大瀬氏の指導のもと、ライフジャ

ケットを着け、海にただただ漂う体験をした。海の生き物は、波に揺られ、海流に乗

り、移動をしている。そのような生き物になったつもりで、海に浮かび、海に漂い、

ただ浮いているだけでも、開放感と心地よさを感じることができた。参加者からは笑

顔がたくさん見られ、海とふれあう第一歩として非常によい時間となった。 

午後は、シーカヤックの基礎について大瀬氏からの指導を受け、当施設の湾内にあ

るえびす浜に向かう小ツアーに出かけた。その先でスノーケリングもした。参加者も

夢中になって海の中を見て、「こんなに綺麗な海だとは知らなかった」、「たくさん

の魚を久しぶりにみた」などの声が聞かれた。 

夜は、野外炊飯を行った。メニューは、カレーライスとダッチオーブンを使った鳥

の丸焼きであった。その後、焚き火を囲みながら、大森氏から小学校校長として勤務

をしていた時に実践していた子どもたちに様々な体験を提供していく取り組みの事

例やそこでのエピソード、また、子どもたちにとって自然との関わる機会を作ること

の大切さやその難しさを話していただいた。大瀬氏からは自身が今年行った小学 6年

生の息子さんとの１か月に及ぶ海外でのシーカヤックの旅について話していただき、

人と自然との関わり、海外と日本の自然に対する考え方の違いなどについて深めるこ

とができた。参加者からは今日 1日、海と触れ合ったり、参加者同士と関わったりし

て思ったこと、感じたことを共有した。火を囲みながら屋外で、参加者同士が素直な

言葉で話す場の雰囲気がとてもよく、一人一人が子どもの頃の自然の中での思い出や、

今、子どもたちと関わりながら感じていることなどについて素直な思いを声に出して

くれた。 

２日目は、当施設から南に３０分ほどシーカヤックで漕いだ所にある無人浜「カタ

ボコ浜」にシーカヤックで向かった。そこで、スノーケリングをしたり、スノーケリ

ングをしながら釣りもしたりして、海の恵みをいただきながら、ゆったりとした真夏

の海の時間を過ごした。参加者からは、「帰りたくない」、「ずっとここにいてもい

い」そんな声も聞かれ、この場の自然、空気、雰囲気がとても心地よく感じられた。 

自然の家に帰ってきてからは、まとめの時間として、アイスブレイキングと同じよ

うに、参加者一人一人に今の気持ちをＡ４の用紙に書いてもらい、発表してもらった。

「活動が終わっても、まだドキドキしている」、「海や自然に思いっきり浸ることが

でき、自分自身がリセットされたようだ」など、参加者の言葉からは、充実した２日

間であったことがうかがえた。 
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【成果と課題】 

 

 

・ 「本当に久々にゆっくりと風を感じ、波の音を聞き、暗闇に目を凝らし、焚き火

のゆらめきと暖かさを感じ、眠っていた懐かしい感覚が目覚めてくるようです。」 

・ 「“先生”ではなく、一人の人間として、童心にかえって楽しめた。」 

 

 全体的にも参加者が自然を楽しむことができ、自然の中にいることの心地よさや

開放感を味わってもらうことができた。参加者にとって、海について“知る”体験

ができたと感じている。こうした自然について知ることが、人の成長にとって意味

を持つことを、多くの参加者が感じていた。 

 

・ 「自分自身の変化に気付きました。この体験を通して、ちょっぴり自然活動への

自信がつき、いろんなことを保育園でもやろう！と思いました。園長先生に止め

られても説得してやっていこうという強い気持ちも生まれました。」 

・ 「感じたことを他の誰かに伝え、それがまた誰かに伝えていきどんどんつなげて

いく。ワクワクドキドキは、心を育て、感性を育てると思っています。感性を育

てることで人や物を思う気持ちが生まれるのかな。」 

・ 「（学校の指導ではなかなか泳げるようにさせるのは難しいが）今回、スノーケ

リングをして、本物とふれあう、自然にとけこむような体験ならば、泳ぐことは

無理でも顔ならば喜んでつけられるのではないかと感じました。」 

・ 「この体験を通して、初めてのこともたくさんあり、子どもと一緒にしたいな！

と思うことがあり、こんなことをすると喜ぶだろうなと思うことがいっぱいあっ

た。現場にもどると、どう子どもにかえせるのか、考えてしまうが、私の今のお

わったのにも関わらず、ドキドキしている気持ちを伝えられたら、共有したいな

と思う。」 

・ 「きっと体で感じたことは一生忘れないと思います。私が今日感じたことを子ど

もたちにもゼッタイ体で感じて欲しいと思いました。」 
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 普段から子どもたちと関わる者として、自分自身が体験したことを子どもたちに

も伝えていきたいという“思い”が高まったことが読み取れる。すでに指導者とし

て活躍している保育士や教員の方々にとって、自然体験活動についての how-to を

伝える研修ももちろん大切ではあるが、「指導者自身の“原体験”をつくる体験」

を重視した研修が非常に効果的な面もある。 

 

 １日目夜の焚き火を囲みながら「子どもが夢中になって、何かをやめないときや話

を聞いていないときって、私が今日体験したように夢中になっているときかもしれな

いと思った」といった参加者のコメントはとても重要なことだと考えている。「子ど

もの気持ちになってみる」、「子どもの感情の動きがわかるようになる」ことは、指

導者として、質を高めることの一つである。指導者養成研修を通して、こうしたレベ

ルにまで深く到達することができるようなプログラムや仕組みを今後も、ぜひ検討し

てみたい。 

 

 一方で、指導者としての技術を高めや知識を増やしていくことも重要なことである。

前述の調査においても、研修に対する期待として、「園でもできる自然体験活動につ

いて学びたい」、「子どもの関わり方に関するスキルを学びたい」、「自然体験活動のネ

タや引き出しを増やしたい」といったように、ふだんの子どもたちとの関わりの中で

生かせることや、「安全管理やリスクマネジメントについて学びたい」という結果も

出ている。こうした声にも答えられるような研修の機会を検討することもしていきた

い。 
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２ 幼児の自然体験活動事業「わかさわん うみはともだち」実施報告 

 
【概要】 

 幼児の自然体験活動指導者養成研修と同

じく、「若狭の海湖山から「体験の風をおこ

そう」運動推進実行委員会」にて、子どもた

ちの自然体験の機会を増やすために、「わか

さわん うみはともだち」を実施する。 

 本事業を実施するにあたっては、小浜市の

公立私立すべての幼稚園・保育園を対象と

し、全園の年長児が参加できるようにした。

そのため、小浜市民生部福祉課と小浜市教育

委員会が主体となり、福祉課が所管する保育園と教育委員会が所管する幼稚園、さら

には私立の幼稚園・保育園の園長と各部局の担当が一堂に会する場として、「小浜っ

こ教育・保育連絡協議会」を組織し、円滑な連携体制ができるようにしていただいた。 

 近くに浜辺がある園では海に散歩に出かけることがあるようである。しかしながら、

浜辺に着いても、安全管理上、子どもたちを海に入れることはできないし、他の人も

いることから、石を投げないように注意するなど、子どもたちが思い切り海と触れ合

う機会をつくることは難しいとのことであった。 

 海や山という当たり前のようにそこにある自然と幼児をつなぐ機会として、今後も

継続して実施していきたいという思いを持って、本年度新たに実施する事業である。 

 

 
【目的】 

・ 自然体験を通して、幼児に自然とふれあう楽しさや面白さを知らせる。 
・ 若狭湾の海で遊ぶことで、より身近なものと感じられるようにする。 
・ 普段の保育に、海や自然とのふれあいをより取り入れるきっかけとなるようにす

る。 
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 本事業では、ありのままの自然の中で、子どもたちが主体的に遊ぶことができるよ

うな「機会と場を提供すること」を主にすることとした。特別なプログラムや活動を

事前に準備するのではなく、安全に活動ができる体制を整えること、幼児が活動する

ために適した場所を用意することを事業の中心に据えた。活動場所については、海と

山がすぐ近くにあるというこの地域の環境を活かし、海と山の両方に触れ合えるよう

にした。 

 こうした体験を通して、子どもたちが地域の自然の楽しさ、面白さに気づき、自然

に対する原体験を得られるきっかけとなることを目指すこととした。 

 ゆくゆくは、幼児の自然体験活動指導者養成研修に参加した保育士が、研修をとお

して自分自身が感じたことや気付いたこと、子たちにさせてみたいと思ったことなど

をできるような機会になることも視野に入れ、できる限り自由な発想を大切にして活

動を展開していきたいと考えている。 

 
 
【内容】 

平成２７年１０月１４日（水） 年長児７３名 

   （今富そらのとり保育園、中名田保育園、口名田保育園、遠敷保育園） 

平成２７年１０月２０日（火） 年長児７５名 

   （やまなみ保育園、松永保育園、国富保育園、内外海保育園） 

平成２７年１０月２３日（金） 年長児９３名 

   （浜っ子保育園、加斗保育園、チューリップ保育園、聖ルカ保育園） 

 

 
 

 
 
 小浜市内の保育園、幼稚園が、一度に全ての園が実施するのではなく、３日程に分

かれて実施することとした。また、参加対象は、年長児とした。時期は、夏の混み合

う時期を避け、園での運動会開催後の１０月中旬とした。 
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 活動プログラムついては、午前中に海の活動として浜や磯で遊び、着替えや持参し

たお弁当を食べ、午後は山の活動として１時間程度で歩くことができるハイキングコ

ースを回ることとした。 
 海や山の活動では、場づくりと安全の確保に配慮した。場づくりとしては、遊具や

道具なとは準備をせず、何も置かないこととした。また、裸足で遊べるように、当日

の朝には、砂浜を点検し、割れたプラスチックやビンなど危険な漂流物などは撤去し

た。一方で、事前に貝がらを集めておき、砂浜に撒いておいたり、漂流物の中でも浮

きやブイなどはそのままにしたりと子どもたちがいろいろなことに気づき、発見でき

る仕掛けをした。安全の確保としては、以下のような監視体制を整えた。海の活動で

は、出勤している職員やボランティアの協力を得て、海や陸からできる限り多くの目

で子どもたちを見守れるようにした。山の活動では、コースのポイントに職員やボラ

ンティアを配置し、道に迷うことなく進めるようにした。 
 さらには、海の活動については、全員がライフジャケットを着用することとした。

水難事故を未然に防ぐためにも、ライフジャケットの活用が効果的であり、当施設で

も本年度から釣りや磯遊びの際にも着用をするように呼びかけている。当事業でライ

フジャケットを着用することで、今後、子どもたちが海水浴に行ったり、海で遊んだ

りする場面でもライフジャケットの着用が普及していくことも願っている。 
 
＜海の活動の監視体制＞ 

 
     A：多目的桟橋付近で監視。活動エリアの北端。 
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     B：海辺で監視。（入水できる準備をしておく。）※水着等を着用しておく。 

     C：海辺で監視。 

     D：海辺で監視。（入水できる準備をしておく。） 

     E：タイドプール付近で監視。活動エリアの南端 

     F：階段付近で監視。A〜Eまでの安全状況を全体的に見る。 

     G：掲揚柱の下から、全体を監視する。 

     H：海の学習室前で待機。トイレやシャワーの誘導。 

 
＜山の活動の監視体制＞ 

 

     A：大階段からトビーの森の探検隊コースの入り口まで案内。 

     B：岩の沢野外炊飯場へ誘導。 

     C：岩の沢野外炊飯場から吊り橋へ誘導。吊り橋を渡るときの補助。 

     D：赤石の浜入り口からなぎさ遊歩道へ誘導。 

     E：海の学習棟まえからプレイホールへ誘導。 

 
 
 また、子どもたちの自由な発想をできる限り引き出すとともに、安全について配慮

するために、職員とボランティアスタッフで次のような共通理解を持って望むことと

した。 
 

岩の沢野外炊飯場 
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＜子どもたちの自由な発想を引き出すために＞ 
① スタッフから子どもたちに極力、遊び方ややることを提案しないようにする。 

（〜したらどう？、こんな遊びをしてみたら？などは言わない。） 
② 活動中は子どもたちの背景となるようなイメージで、こちらからは積極的に関わ

ることはしないで、見守る姿勢で臨む。 
 
＜安全管理に重点を＞ 
① 子どもたちの目の前にありながらも、子どもたちが気づいていないような危険に

ついては、きちんと伝える。 
（〜したら、〜になってしまうよ。などといった声かけをする。） 

② スタッフが互いに連携を取りながら、子どもたちの動きに合わせて、監視してい

る場所を移動したり、監視するポイントを変えたりする。 
 
 できる限り子どもたちには、自然の中で自由な発想で遊んでもらいたいため、職員

やボランティアスタッフから遊びを提案することを避けるようにした。一方で、安全

管理に重点を置き、職員やボランティアスタッフが連携をとりながら、子どもたちを

見守れるようにした。他の教育事業等では、職員やボランティアスタッフは、子ども

たちのモチベーションを高め、活動中の子どもたちを引っ張っていく役割を担うこと

がある。しかしながら、何もなくても、自然の中で、子どもたちがどんなことをする

のか、どのように自然と関わるのかを見たいため、今回の事業においては、関わり方

を統一して望むこととした。 
 
【活動の様子】 
ライフジャケットを着用し、浜辺に降りていく子どもたち。初めは、浜辺から海を

眺めているだけであったが、打ち寄せる波にだんだんと近づいていく。波の動きに合

わせて、前に行ったり、後ろに行ったり。そのうちに裸足になる子どもたちが出てき

て、くるぶしまで水に入り始める。それに続いて、どんどん裸足になっていく。時折

大きな波が来て、誰かのズボンが濡れる。その子は、もう濡れてもかまわないと膝く

らいまで水に入っていく。また波が来て、波押されて、しりもちをつく。全身が濡れ

る。１５分も経たないくらいにほぼ全員が全身で波を感じ、ずぶ濡れになっていた。

波打ち際に寝転び、波を待つ子どもたち。また、波を背にして座り、波の力を受け、

転がる子どもたち。どんどん大胆に、そして全身で海を感じている様子が見られた。

海に向かって走っていく子どもの姿も見られた。ライフジャケットをつけているとい

う安心感からか、足の届くぎりぎりぐらいまで海に入っている子どももいたが、そう
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海では、笑顔と歓声 

“わー！きゃー！” 

“見て！見て！” 

した子には、あまり深いところにいかないようにと声をかけていった。少し寒くなっ

てくると、砂を足にかけて暖をとったり座って休憩したり。休憩中に、貝がらを見つ

けて、集める子もいた。それをポケットいっぱいに入れて、満足そうにしていた。 

 

砂浜と波、それがあるだけで、子どもたちは大きな歓声をあげながら、体いっぱい

つかって海と触れ合うことができた。 
 ある保育園は、岩場に行った。岩場でも同じように、少しずつ海に入っていく。下

を見ながら、ゆっくり進むと海の中で動くものを見つける。ヤドカリがいた。ヤドカ

リをたくさん見つけて、一箇所に集めている子どもたちがいた。また、先生がタコを

見つけた。子どもたちはどこにいるのかと探し回る。大きな岩の下に逃げ込んでいる

ようだ。誰かが手を入れる。何かに触ったと周りの子たちに伝える。そこから、どう

したらタコを捕まえられるか、相談をしながら岩の隙間に手を突っ込んだり、棒を持

ってきたり。その岩を取り囲むようにして、子どもたちの大きな輪ができていた。 
 岩に付いている「カサガイ」を石で割って、中身を出し、それを餌に釣りをした保

育園もあった。岩の間にそっと糸を垂らすと、竿が引っ張られる。釣れた！大きな声

をあげて、魚を見せてくれる子の表情は、とても生き生きとしていた。岩場では、子

どもたちが海の生き物と直接触れ合える体験ができた。 
 山の活動では、急な階段を登り、山道に入っていく。落ち葉を踏みしめながら歩い

山では、たくさんの発見 

“見つけた！” 

“何だろう？これ！” 

昼はお弁当。 

天気も良く、 

ゆっくりした時間 
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ていくと、たくさんのどんぐりが落ちている。見てみて！と落ちているものを次々に

見せてくれる子どもたち。落ち葉を手や足、時には棒を使いながらかき分け、どんぐ

りを拾っていた。大きな黒い実も落ちている。コロビの実だ。この辺りの山は、昔は

コロビ畑（アブラギリの群生地）であった。昔は、その実を絞って油をとり、灯りや

番傘の防水加工に使っていた。その実も拾いながら、進んでいく。沢がある場所では、

その水に触れ、冷たさを肌で感じていた。デコボコの山道を登ったり下ったり、時に

は立ち止まって、時には走りながら、大人の足で３０分もかからないコースを、１時

間くらいかけて子どもたちは進んでいった。私たちが歩いていたら通り過ぎてしまう

ような場所でも子どもたちは遊びをしながら、何かを見つけながら、楽しそうにして

いる様子を見て、自然と触れ合う場と機会があることの大切さを感じた。 
 

【成果と課題】 

 

 
 子どもたちは、海の活動では、「海水」で濡れて、「波」に押されたり引かれたり、

「砂浜」で暖をとり、岩場の「生き物」を捕まえたり釣りをしたりして遊んでいた。

また、山の活動では、起伏のある道を「落ち葉」を踏みしめ歩き走り、「木の実」を拾

い、ゆっくりと進んでいった。 
 場所づくりと安全の確保を中心に実施したプログラムを通して、子どもたちは「海

や山を全身で感じる体験」が、できたと感じている。そして体験をしている子どもた

ちからは、大きな歓声が聞こえたり、夢中になって色々なものを探していたりと、と

ても生き生きとしていた。 
 事業実施後に、保育園、幼稚園の先生方にアンケートを依頼し、特に印象に残った

子どもたちの様子を記入してもらった。 
 
・ 海に行ったことがない子が３人いたが、最初は恐る恐る中に入っているだけだっ

たが、友達が大胆に遊ぶ様子をみて、「してみよう」とダイナミックに中に入って

いった。 
・ 「ちょっと怖いかも・・・」と言っていた子も「めっちゃ楽しい！」と何度も言
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っていた。 
・ プールが嫌いな子が何の戸惑いもなく進んで海の中に入った姿には驚いた。 
・ 押し寄せてきた波が自分の膝あたりまでくると「波の布団みたい！」と大はしゃ

ぎ。 
・ 「海」「山」の中とも、自分で気づいたことなどを友達にも伝える様子が見られた。

「○○みつけた」、「あそこにあったよ」、「ここすべるし、こっち通りなー」など

の言葉があった。 
・ 子ども達一人ひとりが楽しんでいました。海で見つけた貝や生き物、その他漂流

物にも興味津々で子どもなりに「これは○○や！」と考え、宝探しのようでした。 
・ 「ハワイみたいやなー」つぶやく子どもの姿。 
 
 先生から見た子どもたちの様子からは、友達の姿をみてやってみようと思ったり、

友達から教えてもらったりと保育園、幼稚園という普段から一緒に過ごしている友達

がいたことで、活動がよりよいものとなっていたことがうかがえる。園として、こう

した体験活動を実施することの意義は、こうした子どもたち同士の関わりから体験を

より深められることにあると感じた。 
 また、「ハワイみたいやなー」という言葉にあるように、地域の自然についても改

めてその良さを発見する機会にもなっていたのではないか。何気ない自然の中に落ち

ているものでも、子どもたちからしてみたら宝物のように思える。そうした宝物があ

るこの地域の自然をもっと知りたい、体験したい、大切にしたいと思う気持ちをこれ

からも高めていきたいと思う。 
 また、次のような事業に対する意見や感想もいただいた。 
 
・ 子どもたちに余計な言葉がけをせず、考えて活動できるようにするという取り組

みはとても良かったと思う。 
・ 海では、子どもの動きにあわせて、監視場所もその都度移動してくださったり、

あちこちで見ていてくださる為、安心して過ごすことができた。 
・ 子どもたちにとっても、保育士にとっても、楽しい活動でした。 
 
 職員やボラティアスタッフが過度に関わらずに、子どもたちを見守りながら、そこ

にいるという方法は、一定の評価を得ているようであった。そして、何よりも、引率

の先生から、自分自身も楽しかったとの言葉が聞けてよかったと感じる。自然体験を

通して、子どもたちとともに、そこにいる大人も一緒に楽しむことができること、こ

うした楽しい思いが、事業を継続していく支えになると考える。 
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 一方で、課題としては、１０月という時期と事前連絡の不備が挙げられる。 
 当初、海に入るのは膝くらいまでと想定していたが、実際海を目の前にした子ども

たちは、ほぼ全員がずぶ濡れになるくらい海に入っていた。幸い３日程とも天候がよ

く、濡れない限り、寒いと思うことはない天候であったが、水温も夏に比べると低く、

海の活動をする時期としては、遅い時期であったとの声が多く寄せられた。８月初旬

の水温は 30 度、１０月のこの時期の水温は 21 度であった。園の行事等も考慮しなが

ら、時期については今後検討したい。 
 また、園への事前連絡が不十分であり、子どもたちの持ち物や園で準備するもの、

シャワーや着替えの施設の詳細など、あらかじめ伝えておくべき内容について、十分

に伝えられておらず、先生方が戸惑う場面もあった。子どもたちがどのような遊びを

するかどうかなど不確定な要素もあったため、十分に伝えることができていたかった。

例えば、持ち物としては、着替えと伝えるだけはなく、全身が濡れることも想定して、

シャツ、ズボン、下着、靴下など具体的に記入しておくことで、保護者もきちんと準

備ができるようになる。事後アンケートから、初回に実施した園に２回目以降の園が

連絡をとり、情報を得て、準備をされていたことがわかったが、こうした情報を共有

できるような連絡体制ができていることが望ましかった。普段から細やかな連絡を保

護者としている園だからこそ、丁寧にしていきたい部分である。 
 また、他園との交流の機会がよかったとの声も聞かれた。近隣の園が同日程となる

ように割り振りをしたが、こうした体験を通した園の交流の機会があることで、スム

ーズな小学校生活が送られるようになるという実践事例もある。こうした機会にもな

り得る可能性を含めて、今後も事業を継続し、よりよい機会となるようにしていきた

い。 
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