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皆の中のわたし、わたしの中の皆
一皆とわたしの関係を考える場づくりの保育一　　飛矢瞞雅也

2020年2月7日、森のようちえ

んピッコロの「保育視察」に参加を

してきました。ピッコロは2007年

に北杜市須玉町上達金に開園して今

年で14年目を迎えた森のようちえん

です。自然保育というものに関心が

あったことと、以前から懇意にして

いたたいていた中島先生が代表を務

めるピッコロの保育を実際に見てみ

たかったというのが、視察参加の理

由でした。
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今季一番に冷え込んだ朝、受付を

済ませて、中島先生とスタッフと一

日園長による朝ミーティングに臨み

ました。「一日園長」とは耳一慣れな

い茎葉ですが、ピッコロの運営は保

護者と保育者の共同運営で、保護者

全員が各係に就いており、園長もそ

の係の一つなのです。

今日の視察参加者は8名ほどで、

岩手、茨城、埼玉、東京、神奈川といっ

た各地から参加していました。それ

に中島先生を始めとするスタッフ・

保護者が加わって、子どもたちに

ついての報告、視察参加者それぞ

れの自己紹介と参加理由が話され

ました。

参加の理由はさまざまでしたが、

「本音で生きていない。幼い頃から他

人が求める自分だけで生きてしまう」

という悩みか準円象的でした。それは、

今年度のわたしの授業に出た大学生

の中にも似たような悩みを表白した

者力ヾいた力ヽらでした。

6歳の時に妹が生まれ、「お兄ちゃ

ん」になることを余儀なくされたそ

の学生は、親の求める「よき」兄に

熱心になろうとしたそうです。その

ため、それまで親カヽら「よき」子で

あることを求められる存在だった彼

は、妹に対して今度は自分が「よき」

妹であることを求める存在となりま

した。そうしていわゆる面倒見の良

い子になっていった彼ですが、高校

3年生の頃から何となく不登校にな

り、卒業後はフラフラした後に自殺

を試みたというのでした。

それは、彼が、「やりたい」ではな

くて、「やらなければならない」を生

きていたということであり、社会の

中の自分を生きたの‾引まなく、社会

から求められる役割を生きていたと

いうことだったのだと思います。そ

の糸青果、「役割ロボット」のようになっ

た彼は自己を見笑って、自殺しよ

うとしたのではないでしょうカヽ？

そのようなことをわだしかヽらは話

しました。

朝ミーティングが終わると、朝の

会です。皆で外の庭に丸くなって座

森のようちえん

ピッコロ代表

中島久美子さん

幼児教育家。横浜・

山梨県内の幼稚園

に勤務後、時間に

追われず子どもと

向き合う保育をしたいと、2007年に森

のようちえんピッコロを立ち上げる。

日本各地で保育実践の講演活動。

ります。子どもは25人くらいで、男

女比はだいたい1対Zでした。

「今の気韓を教えてください。」中

島先生がそう言うと、子どもたちが

順々に答えます。「鬼ごっこしたい。」

「普通。」「家族ごっこしたい。」「～

ちゃんと遊びたい。」「あまりない。」

あらかじめ決められた予定がない

からこその始まり方でした。

次に「どこにい書たい？」と先生

がまた尋ねると、子ともたちが次々

とやりたいことを答え暮す。その中

から多数決を取って、その日は用に

いくことになりました。



郎象的だったのは、道路を横断す

る晴に年長の子どもが年下の子ども

の手を取って、しっかりと確言忍して

から道路を渡っていることでした。

専こからは子とも遵一人ひとりが

場面に慮じて自分以外の子を思い葦）

Qながら動いている様子が見て取ら

れました。そうして辿り着いた林の

華の小川で、スタッフに見守られな

がら、指に擦り陽を負ったの電気に

せずに、子どもたちは土だらけに

なって遊んでいました。冷たい用の

車にもどんどん入っていき、長靴の

車に水が入ってしまうの竜郷襲婿。

自然の中で異なる年齢の手筈もた肇

が混ぜこぜになって受え合い、教え

食い、遊び、その車には大人を混ざっ

ていました。
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そんな子どもたちを見なから、「氷

を食／ヾようとした子どもに、『汚い

から食べちやダメ』って言えないん

だよなあ。」と中島先生はぽつりと

蓄いました。それは大人が翻止する

蘭に、章どもの自主的な判断を尊重

したほうがいいのではないかという

ことだと思いました。子どもが氷を

：食べることを制止するということ

は、子どもがそれを食べてお腹を壊

す可能性を摘むということですが、

それはその失敗を通じて子どもが成

長する可能性を摘むことでもありま

す。いわば氷を食べるということは

その子にとっては氷以上のものを食

べている訳であり、手前で管理する

ことは子どもがそのいずれかの可能

性を選び取る機会を奪っていること

でもある訳です。白黒つかないの力や

自然であり、教師としての自然のそ

の力を中島先生は最大限に尊重して

保育しようとしているようにも見え

ました。

さて、いっぱい遊んだ後はピッコ

ロノ＼ウスに帰ってお昼ご飯。皆で一

緒にお弁当を食べました。その中で

も中島先生は、気になった子どもと

対話をしたりしながら、お弁当を食

べている子どもたちの様子を観察し

ているようでした。

昼食・自由遊びの後は午後の活動・

煽りの会。丸くなって子ともたちが

仲良く、静かに絵本の読み聞かせを

聴いている光景が印象的でした。中

島先生と子ともたちの間に確かな信

頼関係が出来ていることが見て取ら

れました。

読み聞かせの後は動物園に行くバ

スの席を決めました。その様子が違

いのです。

巨｝ちゃんの気持、かわいそう。」

「盤のぜいで言曇いたくなくなった。」

「どっ“富も悪くない。」「今、お話し

の勝負してい嫌い。」子ともたちが

集団の車のそれぞれのことを考え1ま

がら議論しているのです。それは答

を出すというよりも、議論の過程を

大切にしている風でした。実年齢の

子とも同士が蓋い合えて、それぞれ

が自分の意見を言えるのは、その場

の参棚番全豪に対する敬憲があり、

尊号いう場を中島先生が創られてい

るからでしょう。これが「信じて待

つ保育上松んだと思い寮した。

煽りの会が終わると建物を換えて

保護者から保護蕾への報告余力啓子わ

れました。そこで出された参加者の

感想を紹介し愛す。

「保高の現場が大人の現場だっ

た。」

「中島先生が誘導しないのが凄い。

それでも収まるのが凄い。」

「保育者のスケジュールを敷いて

その上に子どもを乗せていない。」

「安心する場があれば、意見の違い

も怖くない。意見の違いを前提にし

て議論ができる。大人の社会でも必

要なことだと思った。」

「存在に○をつけないと、皆本音

で話し合えない。」

「自分はどれだけ子ともたちの可

能′性を漬してきたか。」

「全てが他人事ではない。群れの

世界ってすごいなあ。」

こうした参加者の感想を聞くだけ

でも、いかに濃い時間が流れていた

力ヽ分力ヽっていただけるのではないで

しょうカヽ？
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最後に、全体を通してわたしが感

じ考えたことを書きたいと思います。

まず、ピッコロの保育は「場」を

つくるということを軸に据えてい

る、ということを覚えました。ピッ

コロでは個人と集団の関係を整え続

けます。それも集団の中で個々の役

割が定まっているのではなくて、場

面によって、状況によって、個々の

子どもが違った役割を果たしていま

す。皆のなかのわたし、わたしのな

かの皆、皆とわたしの関係を常に憲

識しながら、自分の務〇万・他との

関係の仕方を考え続もずる場を、機会

あるごとに全員がつくり続けている

のです。

それだから、ピッコロは話し合い

は時間を丁寧はかけます。群れでな

ければ育たない保育だからこそ、そ

の場づくりを大切にします。そこで

育つのは、皆の事を自分の事として



考えて自己を実現しようという市民

の自覚です。ピッコロの光景は、さ

ながら森の中の市民たちを見ている

ようでした。

絵本の読み聞かせの時、子ともた

ちは誰に言われなくも、仲良く、丸

くなって座って静かに読み聞かせを

聴いていましたが、それについて中

島先生は「どうしたら丸く座らせら

れるかを考える保育ではなく、みず

から丸く座るようになるにはどうし

たちょいかを考える保育をしてき

た。」と話されていました。

また、「子どもたちの才能が出る

ような場をつくりたい」とも言われ

ていました。子ともたちの才能は安

心できる関係があって初めて出てき

ます。そういう居場所があると、自

己肯定感が育ちます。自己肯定感と

は、全地球の人間、自然との繋がり

を感じ、その中で自己を：肯定、尊重

できること。全体における軽トけ替え

のないわたしという感覚・憲言織です。

多様なものを尊重し、支援する。こ

れが本当の平等ですが、多様性の中

の統一としてのピッコロという場が

成り立っている理由は、「自分の答

を子どもに向けている時期もあった

が、子どものほうがずっとすごい答

を出していた。子どもに教えても

らっていればいい。」という中島先

生の言葉の中にありました。

中島先生は壕を誘導しません。そ

憲を抱いているからです。それが、

「子どもを信じて待つ保育」という

ことなのだとわたしは確信しました。

そうすると、いかに自分が評価に

曝され続けてきたかを思うと同時

に、「わたしはわが子を子とも扱い

していないか？対等の存在として尊

重しているか？」と自らに間わざる

を得ませんでした。

子育てとは、子どもたちを通じて

自分と他との関係の仕方を振り返

り、調える、親の成長の場なのだと

いうことを改めて痛感しました。

見学の最後に行われた懇談会はま

るで神々の集いのようで、車座に

座った参棚番一人ひとりがまるで

神々のように見えました。それは

ピッコロ保育という場を共にして、

参加者全員の車に参加者それぞれを：

聾敬する心が生まれたからでしょう。

そんな素敵な教育をしているピッ

コロですが、残念ながら、幼児教書

無償化の対象国から外れています。

聞くところによれば、ピッコロIが畠

主保育型の運営体であることや、園

舎などが行政の定めた基準に合って

いないこと等が、理由のようです。

基準に合わせなければならない琴憶

はさまざまあるでしょうが、幼児無

償化の対象国から外れていること

は、ピッコロを運営する上において

逆風となっています。

ピッコロへ通わせるに当たって

収入の厳しい暮い世話は少怒くない

でしょうがう、これはかな埠の負邁

であると思います。そこに幼児教膏

無償という選択肢を出されたら、多

くが幼児教竃醜副賞化の対象国を選局

のではないでしょうか？事案、そう

なっていると申轟先生は話されてい

ました。

しかし、同じ森のようちえんにつ

いて、例えば鳥取県智頭町では、

2016年という早い時期から鳥取黛

と蟹頭町による保育料減免繕置が讃

じられ、2019年10月より始まる

幼姫教育無償化の対象国にもなって

います。その効果もあって、森のよ

うちえんまるたんばうへの入園を圏

的に移住してくる家族が筏を経た

ず、町の少子化対策にも大塞く藁蹴

しています。

また、子とも一人ひとりが塞きを

霞約に食った場所を選べるようなさ

まざまな選択肢として、多様な教鷺

施設が繊度的に保障されているまと

は、蔓…蒙です。

ここ山饗県・麟軸市でも、広い視野

馨華子って多様棟数育施設を支援してい

くことが必要では襟いでしょうか？

譲の度うちえんピッコロが間違い

捻く、そうし建教育施設の一つで転

否ということ車種認できた見学でした。
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でも揚が収まるのは、彼女がその　　は、初年度だけをざっと見ても、 

に屠る子ともたち会員に対する敏　　40万円を超えるお金がカヽかめます。 
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1 「Beyon－TheWaves」上映会報告 1月19日！こ「市民敬3台塾やま壊し」共催で開かれました。（主催北杜自主上映会） 須玉柵あい館束－ルに250名遠くの的加があり、上蝦の意見交換会も・飛脇剥離隣地の！ 

l　　明快球筋説のもと活発に行われました。アンケートからいくつが感想をご紹介します。（藤岡）　　l 

！ ●トーク座談会、有意義で素晴らしかった。　　　　　にならねばと思いました。途中で携苗が鳴って気になった。 

●なかなか見られるタイミングがなかったので、とても嬉しい　　出入りする人のドアの聞め方等も気をつけてほしいo　　　l 

です。山梨は選挙のたびに〟個〝の意見を持たない人が多い　　●大変よがったです。全てからバランスが！ 

と感じるので一人一人が自分なりに考えられる世の中にして　　●接々なこ愚見が聞けたこと、このような対話こそ大切ですね。 

いきたいと思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●経世済民を知ることができました。 

●映画はもちろんだが、第二部の「ディスカッション」がよかつ　　●関東大靂災後の日本の様子と今は似ているという指摘はその 

た。もう少し小グループでのディスカッションを次は用意し　　　通りだと患う。ひとつひとつ反論していかないといけないと 

ていただければと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萬確認した。 

●ポスターだけでは想像できない、政治家山本太郎の想いがピ　　●映画のテーマが今ひとつわかりにくい。後学の話し合いが素 

シビシ伝わってきた！傍観者では何も変わらない。発信する　　　疇らしかった。皆それぞれで考えることが必要だと思う。 

！　人間になりたい。　　　　　　　　　　　　　　　　●近いうちに国政選挙を控えている時、この企画は有効oもつ　■ 
●山本さんの活動をよく知らなかったのですが、スピリットを　　　ともつと拡散してほしい。 

知ることができてよがったです。私も自分で考え行動する人　●重い！何ができる、何をすべき、自分は何をする！ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 



●第1木曜日（4月2日）10：00－12：00　甲斐駒センターせせらぎ

●第1金曜日（5月8日）10：00－12：00　須玉ふれあい館

●第1木曜日（6月4日）10：00へノ12：00　須玉ふれあい舘

●毎月第3木曜日（4月16日・5月21日・6月18日）10：00－12：00　大泉総合会館

●毎月第4木曜日（4月23日・5月28日・6月25日）10：00－12：00　白州総合会館

●毎月第4土曜日（4月25日・5月23日・6月27日）14：00－16：00　大泉総合会館

市」 �エ � �史 �台塾やまなし 地方自治を考える

●毎月第2木曜日（4月　9日・5月14日・6月11日）10：00－12：00　長坂農村環境改善センター

●毎月第4金曜日（4月24日・5月22日・6月26日）14：00へノ16：00　甲斐駒センターせせらぎ

各講座内容についての詳細は、kOl19hirakawa＠gmail．comまでお問い合わせください。

漢　みんなの焚火カフェ4月12日・6月7日・8月23日（日）11：30～14：30　場所　Ziccadecafe

看　映画「主戦場」上映会　共催　近現代史学習会6月21日（目）13：30～16：30　場所　須玉ふれあい館

★池上氏を囲んでの「地方財政勉強会」は延期になっております。次回は決まり次第お知らせいたします。
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新型コロナウイルス対策で小中高校等が一斉休校になりました。この突然の事態にともなってい 

くつもの休業補償制度が国や自治体から出されています。これらの中身の是非についてはさておき、 

対象となる人や事業者が実際に使えるような周知徹底が必要です。補償が最も必要なのに、毎日の 

生活に追われている非正規労働者などは、〟情報弱者〟でもあることも多いからです。そのためには 

市などに支援のための「総合窓口」を設置するのか有効です。そこに行きさえすれば円滑に手続き 

できる緊急の相談窓口が役所に設けられれば、忙しい労働者や経営者が複雑な制度を一つずつ調べ 

て、どれが使えるかを考えて申請手続きをする労が省けますi。市民が役所でたらい回しされるよう 

なこともないでしょう。迅速な対応を市にはお願いしたいと思います。 
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編集後記

今号は、ひやぎ幸雄也のブログから森のよ

うちえんピッコロ見学記をお届けします。日

常の活動こそ政治というひやぎさの政治理念

をよく表す記事となりました。

1月19　日「BeyondTheWaves」上映会

とトークへの多くのこ、意見・こ、感想、感謝です。

自主上映会へ今後にもどうぞこ“期待ください。

本誌への：二‘投稿も募集しています。どうぞ

お気軽にこ、意見、ご感想を事務局までお寄せ

ください。この会幸辰を交流誌としてご活用い

ただければ幸いです。（ほ）
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