
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近な自然の中で遊ぼう！ 

自然体験プログラム 

自然あそびのススメ 

足立区環境部環境政策課 



  

掲載プログラム一覧 

 

序章 

・自然体験によって期待される効果 

・自然体験をする際の心がけ 

・本書の使い方 
 

第一章 ネイチャーゲーム 

・目かくしイモ虫      ・ノーズ 
・同じものを見つけよう   ・ジャンケン落ち葉集め 

・動物交差点        ・ごちそうはどこだ 
 

※ネイチャーゲームとは… 
 自然に関する特別な知識がなくても、季節の移ろいや生きものの暮らしな

ど、自然がもつ色々な表情を触れる・楽しむことができる自然体験プログ

ラムです。 
 

第二章 簡単！楽しい！自然あそび 

・むしめがねで探検だ    ・ぴょんぴょんレース 

・さらさらお絵かき     ・さくら風船あそび 

・ぷかぷか魚釣り      ・猫じゃらしレース 

・ダンゴ虫レース      ・おちば釣り 

・葉っぱカードづくり    ・氷でお絵かき 

・自然のジュースやさん   ・ひだまり探し 

・マジックはんかち     ・オリジナル氷づくり 

・自然のお面づくり      

 

※プログラムは年齢に合わせてアレンジを加えてください。 



  

幼児期から自然に触れる体験をすることで、様々な効果を得ること

ができると言われています。 
 

自然体験によって得られる効果の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 また、“自然体験”というとどうしても難しいというイメージを抱き

がちですが、園庭や公園、いつも通る道に咲いている花や街路樹など、

身近な自然に触れるだけでも立派な自然体験になります。 

 

 この冊子では、自然に触れ合いながら楽しむことのできる、簡単な

プログラムを紹介しています。 

自然体験によって期待される効果 

自然を大切にする 

心を育む 

生命の尊さを 

知る 

好奇心や探求心を 

育む 

豊かな感受性を 

育む 



  自然体験をする際の心がけ 

五感を使って自然を感じよう 

「見る」「聞く」「嗅ぐ」「触れる」「味わう」などの感覚をつかって、 

全身で自然の美しさ、不思議さ、厳しさを感じとります。 

 

自然の中で楽しい体験をしよう 

身近な自然とふれあう中で、驚き、発見、想像、達成感などを十分に 

得られるようにします。 
 

四季を通じて関心をもとう 

植物や生物について継続して関心を持ち、四季の移り変わりや自然の 

営みを理解します。 

 

さまざまな人と関わろう 

親や地域のさまざまな人たちと関わり合いを持ちながら、自然と共に 

生きる知恵や工夫を学びます。 

 

自然を感じるためのヒント 
  

ゆっくり 

味わってみよう 

そっと 

かいでみよう 

しずかに 

きいてみよう 

やさしく 

ふれてみよう 

じっくり 

みてみよう 



  

本書の第１章では、「ネイチャーゲーム」のプログラムを６つ紹介し

ています。 

それぞれのプログラムには活動の目的やねらい、実施に適した時期

や使用する感覚などが示されておりますので、プログラムの実施を検

討する際にぜひ参考にしてください。 

対象とされる年齢に満たない、及び実施に際して子どもたちが理解

するのが難しい部分は、子どもたちが体験しやすいようにアレンジし

てください。 

 

第２章では落ち葉や木の実などの自然物を使って簡単にできる自

然あそびを紹介しています。こちらも、用意する物や手順をまとめて

掲載しておりますので、１章とあわせてご活用ください。 

 

 

※ネイチャーゲームのプログラム掲載にあたっては、下記の団体より

承認を得ております。 

 

公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会 

T E L：03-5363-6010（土日祝日を除く 10:00〜17:30） 

F A X：03-5363-6013  

E-mail：jimukyoku@naturegame.or.jp 

U R L：https://www.naturegame.or.jp 

「自然あそびのススメ」の使い方 



  

アイコンについて 

実施に適した時期や使用する感覚などを下記のアイコンで示して

います。 

春      夏      秋      冬 



  

第一章 

ネイチャーゲーム 



プログラム名 目かくしイモ虫【SNAJ 承認番号 271】 

目的・ねらい 視覚以外の感覚で自然を体験し、感覚をとぎすます。 

対象 ４～５歳児以上 人数 ３～５人／１グループあたり 

所要時間 ２０～４０分 

フィールド 園庭、身近な自然（公園、河川敷など） 

実施時期 
 

使う感覚など  

留意点 

・子どもたちが五感を使って自然を体験することができるよう

に、落ち着いた雰囲気を作りましょう。 

・お手本を見せた後は、リーダーも子どもたちの中から選んで

みましょう。 

・５人以上でイモ虫を作ると、声が届きにくくなります。 

・目隠しではなく、目をつむっての実施も可能です。 

安全対策 

・車の通行がある等の危険な場所では行わないでください 

・リーダーは、足元の安全を確認しながら誘導しましょう 

・目隠しをしていると、いつも以上に歩く速度を早く感じま

す。リーダーは、ゆっくりと歩きましょう 

準備する物 ・バンダナ…人数分 

  



実施手順 

 

①予め３～５人でグループをつくり、子どもたちを１列に並ばせる。 

各グループにリーダーを１人設ける。 

 

②耳が出るように注意しながらバンダナで目隠しをし、前の人の肩に 

手をかけて列（イモ虫）をつくる。 

※リーダーは誘導をする必要があるので目隠しをしない。  

 

③リーダーの誘導で、自然の中を散策する。 

「触る」「聞く」「嗅ぐ」などの感覚を使って様々な自然を体感する。 

 

例）・草や茎の匂いを嗅ぐ。   ・陽の光を感じる。 

・大きな木に抱きつく。   ・足の裏で木の幹に触れる。 

   ・鳥の声や風の音がしたときは、足を止めてそれを感じる。 

 

④ある程度巡回したら目隠しを取り、目が見える状態でもう一度同じ 

場所を歩く。 

 

⑤歩き終わったら、みんなで集まり、感じた事を話し合う。 



プログラム名 同じものを見つけよう【SNAJ 承認番号 272】 

目的・ねらい 自然物への関心を高め、記憶力や観察力を養う。 

対象 ３～５歳児以上 人数 ５～３０人 

所要時間 ２０～４０分 

フィールド 園庭、身近な自然（公園、河川敷など） 

実施時期 
 

使う感覚など 
 

留意点 

・木や植栽をちぎる、咲いていた花をとる等、自然を傷つける

行為はしないように声をかけてください。 

・“落ちている自然物”を使うよう留意してください。 

安全対策 

・トゲがあるもの、かぶれやすいものに触れないように十分 

注意しましょう。 

※予め植栽を調べ、捜索範囲等を限定すると効果的です。 

準備する物 

・バンダナ…２枚 

・木の実や葉っぱ等の自然物…４～６種類 

 ※実施場所に落ちているものを拾う 

  



実施手順 

 

①活動場所に落ちている自然物を４～６種類集めて、バンダナの上に 

並べる。並べ終わったら、自然物を隠すようにもう一枚バンダナを 

被せる。 

②ルールを説明する。 

（１）１５～２５秒の間、上に被せているバンダナを取り自然物を 

よく観察する。 

 （２）再びバンダナを被せて自然物を隠したら、バンダナの上に置 

いてあった自然物と同じものを拾いに行く。 

③数分後に子どもたちをバンダナの周りに集める。自然物をバンダナ 

の下から１つずつ取り出し、同じものが探せたかを確認する。 

 

※植物の種類がわかる場合は何の植物かを話しながら、わからない場 

合は植物の特徴（ざらざら・つるつる・いい匂い等）を話しながら 

確認しあうと効果的です。 



プログラム名 動物交差点【SNAJ 承認番号 273】 

目的・ねらい 
生きものの生態についての興味をかき立てるのと 

あわせ、相互に助け合うことを学ぶ。 

対象 ４～５歳児以上 人数 特になし 

所要時間 ２０～４０分 

フィールド 園庭、身近な自然（公園、河川敷など） 

実施時期 
 

使う感覚など 
 

留意点 

・はやさを競う事が目的にならないように注意しましょう。 

・質問をする時はすぐ特定できるものは避けましょう。 

 例）私は誰ですか？ 私の鳴き声は？ 等 

安全対策 ・とくになし 

準備する物 

・生きものカード…人数分 

 ※園で飼っている生きものや、遠足などにあわせて手作りを

すると子どもたちの興味をよりひきやすくなります。 

・洗濯バサミ…人数分 

  



実施手順 

 

①ルールを説明する。 

（１）出題する生きものを１つ決めヒントを用意する（６～８個） 

 

 （２）その生きものが何かを考え、答えがわかったら人差し指を鼻に

あてて「わかった！」という合図をする。 

 

    ※友達と話し合わない、答えがわかっても声に出さない 

ように、念押しする。 

 

（３）その後に出たヒントを聞き、思っていた答えと違うと感じたら

そっと指をはずす。 

 

②全員がルールを理解したら、１つずつヒントを出していく。 

 

③最後までヒントを出す、または全員が指を鼻にあてたら一斉に答えを

言ってもらう。 

 

④今までのヒントを振り返り、その生きものの特徴を再確認する。 



プログラム名 ノーズ【SNAJ 承認番号 274】 

目的・ねらい 
生きものへの関心を高め、生きものを想像する 

楽しみを体験する。 

対象 ４～５歳児以上 人数 ２人以上 

所要時間 ５～２０分 

フィールド 室内、園庭、身近な自然（公園、河川敷など） 

実施時期 
 

使う感覚など 
 

留意点 

・ヒントの順番によって生きものの類似、相違点に気が付く 

きっかけ作りや楽しさが左右されます。 

・出題する生きものを特定できるようなヒントは、なるべく 

後半に出すようにしましょう。 

・最後のヒントは、その生きものを特定できるようなヒント

にしましょう。 

安全対策 
・屋外で実施する場合は、日の当たり方や気温等に注意して

実施しましょう。 

準備する物 
・ ヒントカード ※身近な生き物をテーマに手作りすると、 

より盛り上がります。 

 

 



実施手順 

 

①ルールを説明する。 

（１）出題する生きものを１つ決めヒントを用意する（６～８個） 

 

 （２）その生きものが何かを考え、答えがわかったら人差し指を鼻に

あてて「わかった！」という合図をする。 

 

   ※友達と話し合わない、答えがわかっても声に出さないように、 

念押しする。 

 

（３）その後に出たヒントを聞き、思っていた答えと違うと感じたら

そっと指をはずす。 

 

②全員がルールを理解したら、１つずつヒントを出していく。 

 

③最後までヒントを出す、または全員が指を鼻にあてたら一斉に答えを

言ってもらう。 

 

④今までのヒントを振り返り、その生きものの特徴を再確認する。 



プログラム名 ジャンケン落ち葉集め【SNAJ 承認番号 275】 

目的・ねらい 観察力を高め、葉っぱの特徴を知る。 

対象 ３～５歳児以上 人数 ５～３０人 

所要時間 ５～２０分 

フィールド 園庭、身近な自然（落ち葉のある場所） 

実施時期 
 

使う感覚など 
 

留意点 

・落ち葉を拾う事ができるのは“勝ったとき”だけ、という 

ことを予め確認しておいてください。 

・木から葉をちぎったりせず、落ちている葉を集めてくださ 

い。 

・ジャンケンに何回勝ったかではなく、何種類の葉っぱを集

めることができたか、で競うと葉っぱをじっくり観察する

子が増え、効果的です。 

安全対策 
・実施場所に危険な動植物がないか、予め確認をしておきま

しょう。 

準備する物 ・特になし 

  



実施手順 

 

①ルールを説明する。 

 （１）相手を見つけてジャンケンをする。 

 

 （２）ジャンケンに勝った人は落ち葉を拾い、負けた人は対戦相手を

探しに行く。これを何回も繰り返す。 

 

 （３）勝った時に拾う落ち葉は自分が持っている落ち葉と違う種類の 

落ち葉でないといけない。 

 

※対象年齢が低い場合は、色が違・形が違うものなど、 

大まかなジャンル分けで実施してみましょう。 

 

 （４）終了の合図があるまでたくさんの人ジャンケンをし、 

色々な種類の落ち葉を集める。 

 

②葉っぱを拾ってきて良いエリアを定め、スタートの合図を出す。 

 

③数分経ったら終了の合図を出し、集合させる。集めた落ち葉が何種類

あるかを確認する。 

その後、こどもたちに「葉っぱを探していて気が付いたこと」等を発

表してもらう。 



プログラム名 ごちそうはどこだ【SNAJ 承認番号 276】 

目的・ねらい 
木の実探しを通して、木の実の特徴や動物と木の実の 

関係について学ぶ。 

対象 ３～５歳児以上 人数 ４～５人／１グループあたり 

所要時間 ２０～５０分 

フィールド どんぐり等の木の実が落ちている場所 

実施時期 
 

使う感覚など  

留意点 

・隠した場所がわからないように、各チームのエリアは適度 

に距離をとって作成しましょう。 

・木の実探しに夢中になると残り時間を忘れてしまう場合が

多いので、途中で「あと１分」など声かけをしましょう。 

安全対策 
・実施場所に危険な動植物がないか、予め確認をしておきま

しょう。 

準備する物 
・ロープ（数ｍ）…グループ数 

※各チームのエリアを示すためのものなので、すずらん 

テープ等でも実施可能です。 

 



実施手順 

 

 

①子どもたちを４～５人のチームに分け、それぞれのチームにエリアを

作成する。＜各チームの探索範囲をそれぞれロープで囲む＞ 

 

②１人につき４～５個の木の実（どんぐりなど。同じ種類のものを集め

る）を探す。 

 

③生きもの（リスやネズミ）になったつもりで自分のチームのエリアに

木の実を隠す。 

 

④全員が木の実を隠し終わったら、別のチームのエリアと場所を交換

し、そのチームが隠した木の実を探し出す。見つけた木の実は自分の

チームへ持ち帰る。 

 

⑤時間で合図を出し、自分のチームのエリアに戻ってもらう。最初に隠

した木の実がいくつ残っているかを確認する。 

 

⑥ ④で木の実を取りに行ったチームと対面し、お互いに相手チームの

エリア、自分たちのエリアで見つけた木の実の数を数える。 

 

⑦相手に取られておらず、再び見つけることができなかった木の実があ

る場合は、どうして木の実は見つからなかったのか、その木の実は今

後どうなっていくかを考える。 



  

第二章 

簡単！楽しい！ 

自然遊び  



  むしめがねで探検だ 

 ①厚紙を虫眼鏡の形に切り、枠に色々な模様や絵を描きオリジナル

の虫眼鏡を作成する。 

 ② ①で作ったレンズのない手作り虫眼鏡をもって、色々なものを探

しに行く。 

 ③自分が発見したものはいくつあったか、本物の虫眼鏡を通して見

るとどんな風に見えるかを調べてみる。 

◎用意するもの：厚紙・カラーペン・はさみ 

※虫だけでなく、植物も観察できる場所を選ぶと、虫が苦手な子も参加する

ことができます。 

さらさらお絵かき 

 ①画用紙にのりで絵を描く。 

 ② ①の画用紙の上に砂をかける。余分な砂は払い落とす。 

 ③余分な砂が落ち、のりの上から砂が落ちなくなったら完成。 

◎用意するもの：画用紙・のり・砂 

※色砂を作りたい場合は、用意した砂から磁石を使って砂鉄を取り除き、 

作りたい色の水彩絵の具を混ぜ、乾かすと簡単に作ることができます。 



  ぷかぷか魚釣り 

 ①牛乳パックを魚の形に切る。 

 ② ①に好きなイラストを描き、魚の口の部分に輪ゴムをつける。 

  （水に浮かべる場合は、油性ペン等耐水性の画材を使用する） 

 ③割りばしの先端に糸をつけ、糸の先に洗濯ばさみを取り付けます。 

 ④ ③で作った釣り竿で、魚の口についた輪ゴムを引っかけるように

して魚を釣る。 

◎用意するもの：牛乳パック・輪ゴム（２本）・割りばし・糸 

洗濯ばさみ・ペン 

ダンゴ虫レース 

 ①地面（または紙）に大きな二重丸をかく。 

 ②用意したダンゴ虫を二重丸の内側の円にいれる。 

 ③はじめに二重丸の外に出るダンゴ虫はどれかを競う。 

◎用意するもの：ダンゴ虫・（室内でやる場合）画用紙・ペン 



  葉っぱカードづくり 

 ①落ち葉の中からお気に入りの葉っぱを探す。 

 ②白紙の下にお気に入りの葉っぱを入れる。 

 ③葉っぱと重なっている部分の白紙を鉛筆でこする。 

 ④葉っぱの形が浮き上がってきたら完成。 

◎用意するもの：葉っぱ・白紙・鉛筆 

※色々な季節の葉っぱを描くと、オリジナルの図鑑を作ったり、葉の形の違

いを楽しんだりすることもできます。 

自然のジュースやさん 

 ①落ちている花や葉っぱの中から出したい色のものを探す。 

 ②ポリ袋に少量の水と①を入れ、よく揉む。 

 ③できた色水をコップに移し、水で薄める。 

 ④見た目からどんな味がするジュースか決めてもらう。 

 ⑤ほかの人が作ったジュースや、別の色で作ったジュースと混ぜて

いき、色の変化を楽しむ。 

◎用意するもの：植物・コップ（透明だと中が見えて良い） 

ポリ袋・水 

※子どもが誤って色水を飲まないように注意してください。 



  マジックはんかち 

 ①落ちている花や葉っぱの中から出したい色のものを探す。 

 ②ポリ袋に少量の水と①を入れ、よく揉む。 

 ③できた色水に白い布を浸す。 

  （４つ折りなど、折り畳んで先端のみ色をつけると模様になる） 

 ④布をよく乾かしたらオリジナルはんかちの完成。 

◎用意するもの：植物・ポリ袋・水・白い布 

※子どもが誤って色水を飲まないように注意してください。 

 はんかちを使用する際は一度よく洗濯してください。 

自然のお面づくり 

 ①画用紙を自分が作りたいお面の形に切り取る。 

 ②お面に絵を描いていく。 

 ③目や鼻、耳等の形に似ている葉っぱを見つけて、絵の上から貼り

付ければ完成。 

◎用意するもの：植物・画用紙・ペン・テープ・のり・ボンド 

※テープ・のり・ボンドは貼り付けるものにあわせて使い分けると 

 後で取れにくくなります。（立体物はボンド、など） 



  ぴょんぴょんレース 

 ①木の周りに落ちている枝をたくさん拾う。 

 ②間隔を開けたり、ずらしたりして枝を並べる。 

 ③枝を踏まないようにぴょんぴょん飛んで、一番早く全部の枝を 

飛んだ人が勝ち。 

◎用意するもの：枝（いろいろな長さがあると良い）・タイマー 

※転ばないように、前の人と距離をあけて始める。 

さくら風船あそび 

 ①ポリ袋の口を広げる。 

 ②舞っている桜の花びらをすくいながら、袋に空気をいれる。 

 ③袋の口を閉じ、落とさないように飛ばして遊ぶ。 

◎用意するもの：ポリ袋 

 
※子どもが咲いている桜をむしったり、枝を折ったりしないように 

 注意しましょう。 



  猫じゃらしレース 

 ①猫じゃらしの先端をとる。 

 ②スタート、ゴールの場所を決め目印をつける。 

 ③スタート位置に①を置き、合図でレースを開始する。 

 ④人差し指で①を押し、ゴールに一番早くついた人が勝ち。 

◎用意するもの：猫じゃらし・スタート、ゴールの目印になるもの 

おちば釣り 

 ①落ち葉に絵を描く。 

 ②インクが乾いたら①の先にクリップをつける。 

 ③割りばしの先に糸をたらし、糸の先に磁石を貼り付けて釣り竿を

作る。 

 ④つくった落ち葉を床やシートの上に並べ、釣り竿で釣る。 

◎用意するもの：落ち葉・クリップ・磁石・割りばし・テープ・ペン 

        糸 

※落ち葉は崩れやすいので、クリップをつけるときはテープで補強

しましょう。 



  氷でお絵かき 

 ①落ちている花や葉っぱの中から出したい色のものを探す。 

 ②ポリ袋に少量の水と①を入れ、よく揉む。 

 ③できた色水をカップに移し、水で薄める。 

 ④ ③を冷凍庫に入れて凍らせる。 

 ⑤できた氷を紙の上ですべらせて絵を描く。 

◎用意するもの：植物・ポリ袋・カップ（ゼリーやプリンの容器等） 

        画用紙 

※子どもが誤って色水を飲まないように注意してください。 

オリジナル氷づくり 

 ①カップの中に、氷の中に入れたい飾りと水を入れる。 

 ②カップを一晩おき、翌朝様子を見る。 

 ③凍っていたら完成。 

◎用意するもの：カップ・ビーズや木の実（氷の中に入れたいもの） 

※なかなか凍らないときは、水を減らして浅い容器に移し替えましょう。 

 カップは昼間も日陰になる場所に置きましょう。 



 

ひだまり探し 

 ①鬼役を一人決め、１０秒数えている間に他の子は逃げる。 

 ②鬼は他の子の影を踏めば役割を交代することができる。 

 

 ③鬼役がうまく交代できるよう、日陰に隠れることができるのは 10

秒まで等のルールを作って、ひだまり探しをはじめる。 

◎用意するもの：特になし 

※大人数でやる場合は鬼の数を増やして誰が鬼かわからなくなるよ

うにしましょう。 

 だれか 1 人を狙うことのないよう「日陰に隠れた相手を鬼は待っ

てはいけない」などのルールを設けましょう。 


