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つる植物の茎の構造と維管束配列の共通性と多様性
　植物の外部形態は植物を仲間分けするときの指標の一つになるが，維管束配列など内部形態の特徴も分類群や
生育型との関連があり，共通性や多様性を考えるための教材になる．A～ Iはつる性の被子植物の茎の横断面（徒手
切片）をトルイジンブルー染色したものである．トルイジンブルーによる植物組織の染色法と染色性については拙著

（渡邉 2011）をご参照いただきたい．これらの9 種の維管束からは，いずれも茎の断面に比べて道管が大きい，ある
いは道管の数が多く，水分や無機養分の輸送経路となる組織が発達していることがわかる（共通性）．道管が発達
する理由は，つる植物の体制（茎が長く伸長する）を考えることで推論できる．また，上段のAとBはヤマノイモ科．
中段のDとEはツヅラフジ科で，同じ科の維管束配列は類似していることが確認できる．その一方でCとFは，12
個の維管束が放射状に配列している点は類似しているが，異なる科（C：アカネ科，F：キンポウゲ科）である．また，
A ～ Iを比較すると，茎の断面の形や維管束の構造に違いを見つけることができる（多様性）．維管束に注目して
茎の構造を観察することで，生物の共通性と多様性，生物の構造と機能，生物と環境の関わりに関連づけた学びが
導かれる．A：ヤマノイモ Dioscorea japonica（ヤマノイモ科）．B：オニドコロ Dioscoreaceae tokoro（ヤマノイモ科）．
C：ヘクソカズラ Paederia scandens（アカネ科）．D：アオツヅラフジ Cocculus trilobus（ツヅラフジ科）．E：コウモ
リカズラ Stephania japonica（ツヅラフジ科）．F：センニンソウ Clematis terniflora（キンポウゲ科）．G：カナムグ
ラ Humulus japonicus（アサ科）．H：カラスウリ Trichosanthes cucumeroides（ウリ科）．I：クズ Pueraria montana 
var. lobata（マメ科）．スケールは1mm．
文献
渡邉重義（2011）探究学習としての維管束の観察―トルイジンブルー染色を利用した教材開発―．生物教育52（1･2）：
1-12． 
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岩本　夏実・田川　一希
宮崎国際大学教育学部生態学研究室

Iwamoto, N. and Tagawa, K. (2021) Implications from a questionnaire survey for use of the honorific title for 
animals: Why do kindergarten teachers call animals “~ san”?. Jpn. J. Biol. Educ. 62(3): 167–172.

Kindergarten teachers to support interactions between children and animals often use honorific titles such as 
“san,” “kun,” and “chan” to refer to animals. The results of a questionnaire survey of 83 teachers showed that 
honorific expressions were used in 60.5% of the three types of interaction situations between children and eight 
different types of animals. The frequency to use of honorific expressions was higher in situations in which the 
child was playing nicely with the animal and in situations in which the child was bullying the animal than in 
situations in which the child was interested in the animal’s ecology. In terms of the aim of using honorific 
expressions, teachers were aware of the development of children’s respects, feelings of friendliness, and feelings 
of compassion for organisms.
Key words: early childhood education and care, environment, honorific expressions

Author for correspondence: Kazuki TAGAWA, Miyazaki International College, Miyazaki City, Miyazaki 889-1605 
Japan
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幼児にとって生物は，飼育栽培活動や園庭・園外での
遊びを通して日常的に出会う，身近な存在である．幼児
は生物との関わりを通して，生物概念や生物に関する知
識の基盤を得たり（坂井田・間瀬 1991，稲垣 1987），
思いやりの気持ちや生命尊重の意識を育んだりする（山
下・首藤 2005）．近年の研究では，幼少期に自然の中で
生物とふれあった経験が，大人になってからの自然に対
する興味関心や保全意識の向上に繋がることが示されて
いる（曽我ら 2016，Hosaka et al. 2017）．つまり，生
物とのふれあいは，幼児期の環境教育という観点からも
重要であるといえる．
保育者の関わりや言葉かけの種類は，幼児の生物との
ふれあいの質や量に影響を与える．特徴的な言葉かけの
中で，研究が比較的蓄積されているものとしては「擬人
的表現」が挙げられる．擬人的表現とは，ヒトではない
ものに対して，ヒトの特徴をあてはめて用いる表現であ
る（下木戸 2019）．例えば「ヒマワリが花を咲かせてう
れしそうにしているよ」「ダンゴムシさんが痛い痛いっ

て言っているよ」といった具合である．擬人的表現は，
幼児で顕著に見られる擬人的思考と対応したものである
といえる．幼児は，十分な知識を持ち合わせていない生
物に対して，自分がよく知っているヒトについての知識
をあてはめることで，類推を行うと考えられている（稲
垣 1987）．そのため，思考様式と対応した擬人的表現は，
幼児にとって理解しやすいといえるだろう．また，擬人
的表現は，対象に対して親しみを感じさせ，愛着を持た
せるといったねらいで用いられることもある（木村 

2012）．保育者を対象とした質問紙調査によると，保育
者は擬人的表現が 3～ 4歳児に対して「有効」と感じ
ているという（伊藤 2019）．一方，擬人的表現の使用は，
発達上ネガティブな影響を与える可能性も指摘されてい
る．それは，擬人的な説明と科学的な説明が異なる場合，
後に学ぶ科学的な説明への理解が困難となる可能性であ
る．例えば，下木戸（2019）は「なぜ，ヒマワリは太
陽の方を向くのか？」という疑問について，それに対す
る擬人的な回答（「ヒマワリは太陽のことが好きなんだ
よ．だから太陽の方を向こうとするのさ」）と科学的な
回答（「日中，日の当たらない側の成長が，日の当たる
側よりもはやくなっているために，ヒマワリは太陽の方
を向くように動く」）の間のギャップを示し，擬人的な
説明に慣れ親しんだ子どもが，教師から科学的説明を受
けた際に混乱する可能性を指摘している．擬人化の功罪

［連絡先］〒 889-1605　宮崎市清武町加納丙 1405
宮崎国際大学教育学部生態学研究室
田川　一希
E-mail: hin@kyudai.jp
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を受けて，幼稚園教育要領解説（領域「環境」内容）で
は，「生き物を擬人的に理解し，扱ったりしている場合
には，次第に人とは違うその生き物の特性がわかるよう
になり，その生き物が過ごしやすい飼い方にも目を向け
るようにすることが大切である」と記述されている（文
部科学省 2018）．
保育者の特徴的な言葉かけとしては，擬人的表現のほ
かに，生物に対して「さん」「くん」「ちゃん」などの敬
称を付けて呼ぶ表現が挙げられる（以下，敬称表現とす
る）．嶽山ら（2014）は環境学習を積極的に展開してい
る園の保育者に対して，質問紙を送付し，生物や自然物
に関する，保育者と幼児の会話を記録するよう依頼した．
その結果，保育者が擬人的に語る表現に加えて，生物を
「さん」付けで呼ぶ表現が多く抽出された．また，保育
者養成校の教科書や実践集においても，保育者が生物に
対して敬称表現を用いる事例は多く見られる（e.g. 加藤 

2017）．これらのことから，生物に対する敬称表現は，
保育現場で一般的に用いられていると考えられるが，そ
の使用の実態や発現の特徴について調べた研究はない．
また，嶽山ら（2014）は「さん付け」は「生物への親
しみを深める表現」であると考察しているものの，保育
者のねらいは明らかにしていない．
保育者が用いる敬称表現の有無や種類は，保育上のね
らいに加えて，保育者自身が生物に対して抱く感情や認
識にも影響を受ける可能性がある．ヒトは，相手との関
係性や，相手に対する見方によって，敬称表現の有無や
その種類を変える（e.g. 三島 2003，田中 2009）．よって，
ヒト以外の生物に対しても，自身の対象に対する感情や
意識に応じて，敬称表現の有無や種類を変えることが予
想される．
本研究では，保育者の動物に対する敬称表現の使用の
有無や種類に影響する要因と，敬称表現使用のねらいを
明らかにすることを目的として，宮崎市内の保育者を対
象に質問紙調査を行った．調査では，動物に対して用い
る敬称表現の種類と，動物の種類，幼児と動物の関わり
の場面，保育者の動物に対する感情との関係を調べた．
また，動物に対する敬称表現の使用がもつ教育効果につ
いて，保育者の認識を自由記述で尋ねた．これらの結果
をもとに，幼児教育における，生物に対する敬称表現使
用の意義について考察した．
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質問紙調査は，宮崎市内の幼稚園 1園，保育所 1園，
幼保連携型認定こども園 3園の計 5園の保育者 83名に
対して行った．ここでの保育者とは，幼稚園教諭，保育
士，保育教諭のいずれかを指す．
質問紙は，計 8種類の動物について，幼児と動物と
の関わり 3場面を想定し，用いる敬称表現を「さん」「く
ん」「ちゃん」「生物名」から選択する形式とした．この
うち，「さん」「くん」「ちゃん」は「うさぎさん」「うさ
ぎくん」「うさぎちゃん」のように，生物の種名（ある

いは分類群を指す名前）に敬称をつけることを意味する．
「生物名」は「うさぎ」のように，生物の種名（あるい
は分類群を指す名前）のみで呼ぶことを意味する．

8種類の動物は，ウサギ，ニワトリ，カエル，カブト
ムシ，カマキリ，バッタ，コオロギ，クモとした．これ
らは，保育施設において飼育されることが多い種類（谷
田・木場 2014，田川 2020）を中心に，脊椎動物・無脊
椎動物の両分類群を含むことを念頭において選定した．
幼児と動物の関わりの場面は「①幼児が動物の生態に興
味を抱いているとき」「②幼児が動物と仲良く遊んでい
るとき」「③幼児が動物をいじめているとき」とした．
①と②③の比較を通して，幼児が科学的な興味関心を抱
いていると認識される場合と，情緒的なふれあいをして
いると認識される場合での表現の違いを考察した．②と
③の比較を通して，動物との情緒的なふれあいがポジ
ティブなものと認識される場合と，ネガティブなものと
認識される場合での表現の違いを考察した．
呼称の選択にあたっては，保育者自身が担当している
クラスの幼児の姿をイメージするように依頼した．保育
者が幼児の発達段階に応じて表現を使い分けている可能
性を考慮し，担当している幼児の年齢を尋ねた．
また，保育者の感情が敬称表現使用の有無や種類に与
える影響を調べるため，8種類の動物に対する好き・嫌
いの感情を尋ねた．具体的には，それぞれの動物につい
て「嫌い」「どちらかといえば嫌い」「どちらかといえば
好き」「好き」の 4件法での選択を依頼した．さらに，
保育者個人の情報として，性別，年齢，勤務年数に関す
る質問も行った．
さらに，保育場面において，動物に対して「～さん」
や「～くん」と呼ぶことの意義について，自由記述での
回答を依頼した．

2⾽ոኝ

それぞれの要因が，敬称表現の使用の有無に与える影
響を明らかにするため，一般化線形混合モデル（GLMM）
を用いた解析を行った．応答変数は，敬称表現の使用の
有無，説明変数は，動物の種類，幼児と動物の関わりの
場面，担当するクラスの幼児の年齢，好き嫌いの感情，
性別，年齢，勤務年数，所属している園，ランダム効果
は保育者の個人 IDを用いた．応答変数は「さん」「くん」
「ちゃん」を用いる場合は 1，「生物名」を用いる場合は

0とするダミー変数を用いた．説明変数の好き嫌いの感
情は「嫌い」「どちらかといえば嫌い」に 0，「どちらか
といえば好き」「好き」に 1のダミー変数を充てた．誤
差構造は二項分布，リンク関数は logitとした．また，
それぞれの種類の動物について，同様に，一般化線形混
合モデルを用いた解析を行った．すべての統計解析は R

（R Core Team 2020）とパッケージ lme4（Douglas et 

al. 2015），car（Fox & Weisberg 2011）を用いて行った．
自由記述は，保育上のねらい・目的と，それ以外に分
類した．次に，要素の抽出・分類と下位カテゴリーのラ
ベル付与を行い，その数をカウントした．この分類に基
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づき，質的な解釈を行った．以上の作業は，生態学を専
門とする研究者 1名と，幼児教育学を専門とする研究
者 1名が共同で行った．

ÿƷệእ
すべての動物・場面について，用いる敬称表現の割合
を集計した結果，「生物名」「さん」「くん」「ちゃん」で
呼ぶ割合は，それぞれ 39.4％，52.5％，5.5％，2.5％で
あり，敬称表現を用いる割合は 60.5％となった．敬称
表現の中でも「さん」をつけて呼ぶパターンが半数以上
の割合を占めた．敬称表現の使用の有無に対して，統計
学的に有意な影響が確認された説明変数は，幼児と動物
の関わりの場面の種類（GLMM ƹ2 = 27.9, d.f. = 2, P < 

0.001），動物の種類（GLMM ƹ2 = 203.8, d.f. = 7, P < 

0.001），保育者の動物に対する好き嫌い（GLMM ƹ2 = 

8.28, d.f. = 1, P < 0.01），所属している園（GLMM ƹ2 = 

14.9, d.f. = 4, P < 0.01）であった．
幼児が動物の生態に興味を持っている場面，動物と仲
良く遊んでいる場面，動物をいじめている場面では，敬
称表現使用の割合はそれぞれ，53.3％，63.8％，64.9％
であり，幼児が動物の生態に興味を持っている場面では，
ほかの 2つの場面と比較して，敬称表現が用いられに
くい傾向にあった．この傾向は，動物の種類ごとに場面
を見た場合も同様であったが（ࡖ 1），統計学的に有意
であったのは，ニワトリ（GLMM ƹ2 = 7.56, d.f. = 2, P 

< 0.05）とカエル（GLMM ƹ2 = 6.57, d.f. = 2, P < 0.05）
の 2種類であった．
動物の種類に着目すると，ウサギ，ニワトリ，カエル

は敬称表現使用の割合は 60–90％であったが，昆虫（カ
ブトムシ，カマキリ，バッタ，コオロギ）とクモでは，
敬称表現使用の割合は 30–50％程度となった（ࡖ 1）．
ウサギ，ニワトリ，カエルのグループと，カブトムシ，
カマキリ，バッタ，コオロギ，クモのグループの間で敬
称表現使用の割合は有意に異なった（GLMM ƹ2 = 

200.88, d.f. = 1, P < 0.001）．
また，保育者が動物を「好き」「どちらかといえば好き」
である場合の敬称表現の使用割合は 62.3％，「嫌い」「ど
ちらかといえば嫌い」である場合の敬称表現の使用割合
は 55.1％であった．つまり，保育者が動物を好きであ
る場合は，敬称表現が用いられやすい傾向にあることが
示唆された．保育者の動物に対する好き嫌いの感情は，
8種類の動物で異なった．具体的には，ウサギ，カブト
ムシは好き傾向であったのに対し，ニワトリ，カエル，
カマキリ，バッタ，コオロギ，クモは嫌い傾向にあり，
両グループの平均値の間には統計学的に有意な差が見ら
れた（Welch’s t test P < 0.001）．動物の種類ごとに設定
したモデルでは，コオロギは，保育者が「好き」「どち
らかといえば好き」である場合は，敬称表現が用いられ
やすい傾向にあった（GLM ƹ2 = 4.11, d.f. = 1, P < 0.05）．
その他の種類については，好き嫌いの感情と敬称表現使
用の割合の間に有意な関係は確認されなかった．
敬称表現の種類としては，どの分類群も「さん」の割
合が最も高かった（ࡖ 1）．「くん」「ちゃん」の使用の
割合には，分類群に応じた違いが見られた．具体的には，
ウサギに対しては「ちゃん」が全体の 10％程度であり，
「くん」が用いられることはなかった．一方，昆虫類で
は「くん」を使用する割合が全体の 10％程度であり，
「ちゃん」を使用する割合は全体の 1–2％であった．
生物に対する敬称表現使用の意義に関する自由記述の
分析結果は⒙1のとおりである．「保育上のねらい・目的」
は，「生命尊重の意識の育ち」「親しみの感情の育ち」「道
徳性・思いやりの気持ちの育ち」「子どもと動物の関係
性の認識」「教材との一致」の 5つの下位カテゴリーに
分類された．「生命尊重の意識の育ち」に相当する記述
は 22件あり，動物に対して，人間と同様の命をもつ存
在と認識することを促すねらいが記されていた．「親し
みの感情の育ち」に相当する記述は 22件あり，動物を
より身近に感じ，親しみをもつことにつながることを意
識したねらいが記されていた．「道徳性・思いやりの気
持ちの育ち」に相当する記述は 13件あった．「子ども
と動物の関係性の認識」は 4件あり，敬称表現を通し
て子どもが動物を自分と同じ立場として考えることがで
きる旨の記述がなされていた．「教材との一致」は 2件
あり，保育教材として用いられる絵本内では，敬称表現
が頻繁に用いられているため，それらと一致させるとい
う記述が見られた．「保育上のねらい・目的」にあては
まらない項目としては「保育者の感情」（11件）が見い
だされた．この中には，保育者自身の動物に対する感情
が，自覚的あるいは無自覚的に，敬称表現の有無や種類
に影響していることへの気づきが含まれていた．
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ࡖ 1　動物の種類・関わりの場面に応じた敬称表現の種類．関
わりの場面は，1：幼児が動物の生態に興味を抱いている場面，
2：幼児が動物と仲良く遊んでいる場面，3：幼児が動物をいじ
めている場面．
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ĀƷ
保育者は，幼児と動物の関わりの場面に応じて，動物
に対して敬称表現を用いるか否かを選択していることが
示唆された．具体的には，幼児が動物と仲良く遊んでい
る場面，動物をいじめている場面では，動物の生態に興
味を抱いている場面と比較して，敬称表現が用いられや
すい傾向にあった．よって，動物と情緒的なつながりが
存在する場合，あるいは，情緒的なつながりの形成が必
要であると保育者が認識した場合には，敬称表現を用い
るものと考えられる．このことは，敬称表現を用いる意
義の自由記述で見られた「生命尊重の意識の育ち」「道
徳性・思いやりの気持ちの育ち」「親しみの感情の育ち」
「子どもと動物の関係性の認識」と対応しているといえ
る．自由記述では「動物にも自分や周りの友達と【同じ】
ように命がある」「動物も人間も【同じ】命がある生物
だと知ってほしい」のように，幼児が，関わる動物を自
分と【同じ】立場で考えるきっかけづくりとして，敬称
表現を用いるとの記述が多く見られた．生物と無生物の
認識が発達途上であると共に，生物に対する知識を十分
には持たない幼児は，生物を無生物（モノ）と同様に扱
うことがある（文部科学省 2018）．また，好奇心や探究
心に応じて遊びを展開する中で，動物の生命を尊重して
いない遊び（いじめる，殺すなど）につながることもあ
る（山下・首藤 2008，佐藤 2014）．そのような場面に
おいては，保育者が幼児に対して普段用いる敬称表現を，
動物に対して用いる姿を示すことで，幼児が動物と関わ
る上でふさわしい思いやりの気持ちを抱くことができる

ようにするねらいがあるのかもしれない．一方，幼児が
動物の生態に興味を抱いている場面では，敬称表現を用
いず，生物名で呼ぶことで，客観的な思考・科学的な思
考の発達を促すねらいがあると考えられる．
保育上のねらいに加えて，動物に対する保育者自身の
感情や認識が，敬称表現の使用に影響することが明らか
となった．まず，保育者がある種類の動物を好きである
場合には，そうでない場合と比較して敬称表現が用いら
れやすかった．
また，動物の種類によって敬称表現使用の割合は異な
り，ウサギ，ニワトリ，カエルに対しては，昆虫（カブ
トムシ，カマキリ，バッタ，コオロギ）やクモと比較し
て，敬称表現が用いられる頻度が高かった．この結果は，
保育者のそれぞれの種類の動物に対する好き嫌いの影響
のみでは，十分に説明できない．敬称表現が用いられや
すかったニワトリ，カエルは嫌い傾向，敬称表現が用い
られにくかったカブトムシは好き傾向が認められたから
である．好き嫌いの感情以外の要因として，保育者の動
物の分類に対する認識が敬称表現の使用に影響する可能
性がある．平田・小川（2018）は保育者を対象とした
質問紙調査を行い，保育者が「動物」としてイメージす
る生物には，哺乳類，鳥類，爬虫類，両生類，魚類が含
まれることを示した．昆虫類やクモは「動物」としては
認識されず，「ムシ」という別のカテゴリーに位置づけ
られることが多かった．本研究では，保育者が「動物」
と認識する種類については敬称表現が用いられ，「ムシ」
として認識する種類については敬称表現が用いられない

カテゴリー 下位カテゴリー 記述例 該当数

保育上の
ねらい・目的

生命尊重の意識の
育ち

・動物に対して敬意を表する意味かと思います．
・動物に対しても人間と同じように命を大切にする気持ちや敬う気持ちを持って欲し

いという気持ちを分かりやすく伝える方法の一つなのかなと思います．
・呼び名をつけることで物ではなく動物も人間も同じ命がある生物だと知ってほしい．
・人と同じく命があることに気づくと同時に愛情がわく．

22

親しみの感情の
育ち

・子どもにとって親しみやすい存在になると思います．
・動植物に対して興味をもち，親しんだりするきっかけになるのではないかと思いま

す．
・野菜の絵などを擬人化して描くのと同様に，より一層親しみを持てるのではないか

と思います．

22

道徳性・思いやりの
気持ちの育ち

・生き物でも物でも幼い子に対しては，擬人化したほうが関わる者全てに愛情や大切
にする心を持ちやすいと思います．

・思いやる気持ちが育ってくれるといいなと願いながら接しています．
・優しい気持ちや思いやりの心が育まれる．
・道徳な立場での話をする際や親しみを込めて園児に伝えたい場合は，動物であった

としても，「さん」や「くん」をつけると思います．

13

子どもと動物の
関係性の認識

・擬人化することで子どもが自分と同類と考え，対応するものと考えます．
・子どもと同等の立場で考えたいときに「～さん」とつけていることがあると思う． 4

教材との一致 ・絵本などでも「～さん」とよく出てくるので，統一したほうが混乱を招かず良いと
思います． 2

保育者の感情

・動物に対して「ありがとう」「ごめんなさい」と伝えたい気持ちが生まれると「～
さん」と言ってしまうような気がします．

・生物として同じに近い愛情を持っているかもしれない．
・親しみを持つ時，ペットとして飼育している時には「さん」「くん」がつくのではな

いかと感じました．
・オオカミには「～さん」は付けないし，他の苦手な虫も呼び捨てだったりするから，

個人の感覚．
・無意識のうちに「カブトムシ」「クモ」は男の子の感覚を覚えている自分がいること

に気づいた．

11

⒙ 1ƷᄇᲠ⒙ᥰȡЄǶ᧸ǓȚῲǽ⅋ᨁ▉⡻ǺǙǓǵྎլǤțǮȳɎȼɲʀǷ▉⡻ό
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傾向が見られ，保育者の分類の認識が敬称表現の使用と
関連していることが示唆された．こうした認識は，保育
者が動物に対して感じる「親しみやすさ」の違いとも関
連しているだろう．自由記述では，保育者自身が動物に
対して「親しみを持つ」「生物として同じに近い感情を
持つ」ときに敬称表現を用いるとの記述が見られた．系
統的な近さと相関する形態的・行動的類似性の高さから，
ヒトと同じ脊椎動物であるニワトリやカエル，ウサギに
対しては親しみやすさが生まれやすく，敬称表現の使用
に繋がっているのかもしれない．また，「動物」「ムシ」
といった分類と敬称表現使用の関係は，絵本や紙芝居と
いった児童文化財における表現の傾向と概ね一致するも
のである．絵本では，哺乳類，鳥類，両生類に対する呼
び名としては，敬称表現やあだ名が用いられやすい一方
で，昆虫類に対しては生物名が用いられやすい傾向があ
ると推測される．よって，児童文化財の表現が保育者の
敬称表現の使用に影響している可能性も考えられる．
敬称表現の種類としては，全体的にジェンダーフリー
の「さん」が用いられる傾向にあるものの，ウサギは「ちゃ
ん」，昆虫は「くん」がそれぞれ一方に比べて用いられ
やすい傾向にあった．これは，保育者のそれぞれの動物
に対するジェンダーの認識を反映していると考えられ
る．ジェンダーの認識は，それぞれの動物が有するイメー
ジに影響を受ける．例えば，高鷲（2007）は「ライオ
ンやオオカミが表象する『強さ』は従来男性的であると
みなされてきた」一方で「私達の殆どはウサギに女性性
を見出すだろう」と述べている．ライオンやオオカミの
ように肉食性であるカマキリや，性的二型が明確でオス
間闘争が印象的であるカブトムシは「強さ」を表象し，
男性的なイメージが形成されやすい可能性がある．幼児
の生物学的認識を深める上では，それぞれの動物にオス・
メスの性が存在し，性が繁殖上重要な役割を果たすこと
を実感できる言葉かけや環境構成の工夫が求められるか
もしれない．小学校理科の「生命」の内容の柱の 1つ
となる「生命の連続性」（文部科学省 2017）の学習にス
ムーズにつなげるという観点からも，生物の性の認識は
重要であろう．
本研究では，保育者の動物に対する敬称表現の使用の
有無や種類に影響する要因と，敬称表現使用のねらいを
明らかにした．しかし，敬称表現を使用することが，実
際に幼児の発達にとってどのような意義があるのか（想
定されるねらいを達成することができるのか）は定量的
に明らかになっておらず，今後実験的処理を加えて検証
する必要がある．
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保育教諭の皆様 83名に深く感謝いたします．また，質
問紙調査の実施にあたってご助言をいただいた，福田亘
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あたって，議論の機会を設けていただき，ご助言をいた
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保育者の動物に対する敬称使用の実態とそのねらい
―なぜ，保育者は動物に「さん」を付けて呼ぶのか？―

岩本　夏実・田川　一希

宮崎国際大学教育学部生態学研究室

保育者が，幼児と動物との関わりを支援する際の特徴的な言葉かけとして，動物に対して「さん」「くん」「ちゃん」
といった敬称を付けて呼ぶ表現（敬称表現）が挙げられる．保育者 83名に対する質問紙調査の結果，幼児と 8種類の
動物との 3種類の関わりの場面について，敬称表現が用いられる場合は 60.5％であった．幼児が動物と仲良く遊んで
いる場面，動物をいじめている場面では，幼児が動物の生態に興味を持っている場面と比較して，敬称表現が用いられ
る頻度が高かった．敬称表現の使用のねらいについて，保育者は，幼児の生命尊重や親しみの感情，思いやりの気持ち
の育ちを意識していた．
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