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Ⅰ　はじめに
乳幼児期の子どもは，遊ぶこと自体が毎日の生活であ

り，その中でこそ確かな学びの土台が形成されていく（近
藤 2014）．子どもを取り巻く環境は人的環境・物的環境・
自然環境などに分けられ，神長ら（2013）は，その中
でも特に自然は子どもにとって好奇心や探究心の対象で
あり，魅力的な存在であるとしている．

身近な環境との関わりによって子どもは心身ともに健
やかに成長すると考えられているが，児嶋（2000）は，
乳幼児にとって「身近な環境」の「身近」とは，物理的
に近いことがそのまま身近なのではなく，多少離れてい
ても身近なことはある．乳幼児がかかわることによって

「身近になる」のであるとしている．そのような身近な
環境の一つとして，昆虫の存在が挙げられる．

明治 5 年の学生制度以来，昆虫は形態や色彩が多様で，
小型で扱いやすく，また飼育が容易，自然環境の良い指
標となるなどの理由で，理科教育の優れた教材となって
きた（久保田・阿部 2004）．保育においても子どもと昆
虫の関わりの歴史は古い．現在でも生き物の生態を知ら
せること，いのちへの理解と想いを育てること，思いや
りを育てることなどをねらいとし保育現場において活用
されている（山下・鑄物 2015）．さらに，今日のバーチャ
ルな生活時間が急増する状況の下で，リアリティーに目
を向けさせる方策の一つとして昆虫を用いた遊び・学び・
教育の可能性が指摘されている（日本学術会議 2011）．

このように子どもにとって身近な環境の一つとして昆

虫が存在するが，保育者養成大学（以下，養成校と表記
する）の学生を対象とした意識調査により，身近な動物
の中でも特に「昆虫」という存在に対する苦手意識の高
さが指摘され（栗原・野尻 2008），実際に昆虫が嫌いな
学生が 8 割を占めること（木村・野崎 2016）や，女子
学生では 9 割以上が虫を嫌うか避けている（林・田尻 

2005）との報告もある．しかしながら保育現場におい
て必要となる昆虫に関する知識として，昆虫名（分類学
的知識），生息場所，飼育法（生態学的知識），危険性（危
機管理の知識）などがあると考えられる．子どもと関わ
る際に保育者は，昆虫名や生息場所などの知識をもとに，
彼らの疑問に対し適切な応答をすることが求められて
いる．

養成校の教員のうち今日の学生の生育歴における自然
体験が豊かだとあまり思わない・まったく思わないとし
た回答は 4 割を超え，学生の体験の不足が指摘されて
いる（田尻・林 2004）．また，身近な環境に対する意識
調査やその教育の必要性などが度々議論され，昆虫に対
し苦手意識を克服するように努力することが保育実践へ
の自信につながることも示唆されている（川村・永井 

2015）．その一方で，養成校で学ぶ学生は，保育現場の
見学や実習で直接子どもと関わることによって，初めて
保育実践での昆虫の価値に気づくことも少なくない．養
成校で学ぶ学生自身の昆虫との関わりを具体的に数値化
した調査はこれまでほとんど行われていない．そこで本
研究では，養成校での自然との関わりに関する科目の指
導を実施するにあたり，特に子どもと触れ合う直前の時
期にあたる学生の身近な昆虫との関わりに関する実態を
調査することにした．
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Ⅱ　目的
本研究では，保育者養成大学の学生の身近な昆虫との

関わりの実態を明らかにするとともに，昆虫に関わる体
験がその昆虫の標準和名（理科の教科書や図鑑などで使
用されている通俗名の一種）と生息環境とを関係付けて
理解している程度（理解度）に影響を及ぼしているかど
うかを明らかにすることを目的とした．さらにそれらの
結果から，養成校において昆虫を教材として用いること
の意義について検討することにした．

Ⅲ　方法

1．対象及び調査時期

埼玉県にある T 大学（女子大学）の保育者養成課程
に在籍する学部 1・2・3 年生（合計 302 名）を対象と
した．実施時期は 2017 年 5 月または 6 月であった．調
査は授業時間の約 10 分間を用い，無記名の質問用紙を
配布し回答させ，その場で回収した．

2．調査内容

本調査の概要を図 1 に示した．質問紙は，カラー写
真で示された昆虫の名称を標準和名で記述でき（識名
度），その昆虫の生息環境と関係付けて理解している程
度（理解度）を問う質問と，該当する昆虫の実物を見た
こと，捕まえたり触ったりしたこと（直接体験）や，本
で見たこと（間接体験）を問う質問の二つで構成した．

質問用紙には，T 大学のキャンパス内に生息する「身
近な昆虫」の中から 15 種類を選定し，そのカラー写真
を配列した．なお本研究では，「子どもの日常の遊び（学
び）の空間である保育施設で見つけることのできる昆虫」
を「身近な昆虫」と定義する．これらは子どもにとって
物理的に近く，個体数が多く捕まえやすかったり，大き
さや色・形などが目につきやすかったりすることで馴染
みやすい昆虫である．さらに，保育の現場で利活用され
ることの多い絵本や図鑑は，幼児にとって身近な環境の
一つとなっている．そのため，「絵本や図鑑に掲載され
ている昆虫」も，物理的には近くないこともあるが「身
近な昆虫」として扱うことにした．

各昆虫の写真の横に，以下の質問を配置した．①昆虫
名：自由記述で記入，②生息環境：もっとも良く見つか
る場所を A）「林の中やその近く」，B）「水中や水辺」，C）

「草原や畑」，D）「わからない」の 4 つのうちから選択，

③昆虫と関わる体験：本調査では昆虫に関わる直接体験
と間接体験の 2 つをあわせて「昆虫との体験」と呼ぶ
ことにした．直接体験は「実物を見たこと」，「捕まえた
り触ったりしたこと」，間接体験を「本で見たこと」とし，
それぞれの体験について，「ある」「ない」の 2 つのう
ちから選択させた．

3．分析方法

質問紙に示した写真の昆虫名と生息環境の模範解答を
表 1 に示した．回収した質問紙は以下の配点基準に基
づき得点を与えた．①昆虫名：「標準和名」2 点，「総称」

（分類学上の目レベルの総称や一般名）1 点，「誤答や未
記入」0 点．なお本調査ではこの得点を「識名度」とし
て使用する，②生息環境：「関係付けられた」2 点，「関
係付けられなかった」1 点，③昆虫との体験：それぞれ
の昆虫に関わる体験が，「ある」2 点，「ない」1 点とした．

小林・前田（1987）の配点に準拠し，①識名度と②
生息環境の合計得点を「理解度」として示すことにした．
上記採点結果を集約し，昆虫との体験が理解度に影響を
及ぼしているかどうかを明らかにするために js-STAR 

2012 により統計解析を行った．

Ⅳ　結果と考察

1．身近な昆虫の理解度

（1）識名度

本調査で選定した昆虫はすべて T 大学のキャンパス
に生息しているものとしたが，その識名度は種類により
大きな差があった（表 2）．標準和名で回答した人数の
割合が高かった昆虫は，カブトムシ（98.0％），モンシ
ロチョウ（91.4％），アゲハチョウ（ナミアゲハ）（88.7％）
であった．これらの昆虫はいずれも小学校教科書の観察
で扱われる動物として 4 社以上に広く採用されている
ため（下条 2010），その標準和名も学生にとって馴染み
深いものとなっていると考えられた．つまり，養成校で図 1　質問項目の構成図

表 1　本研究で示した昆虫の名称と生息環境の採点基準
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学ぶ学生にとって，昆虫の名前を知ることができる機会
として初等中等教育課程が重要な役割を果たしているこ
とが示唆された．

一般名で回答された割合が高かった昆虫は，アキアカ
ネ（アカトンボ）（87.1％），コクワガタ（クワガタ）

（86.8％），ナナホシテントウ（テントウムシ）（82.5％）
であった．例えばアキアカネは，童謡「赤とんぼ」（三
木露風作詞，山田耕筰作曲）のように，その総称が標準
和名よりも広く普及し，使用されている．そのためアキ
アカネという種名を回答した割合が低かったと考えられ
る．またクワガタは，その角の形が多様性に富むため子
どもを魅了し，多くの種を見分けることのできる子ども
も少なくないが，養成校で学ぶ学生は総称で回答した割
合が高かった．これは本研究の対象が一般的に昆虫に対
してあまり興味を持たない女性であったためではないか
と考えられた．

誤答・未記入の回答率が高かった昆虫は，オオヒラタ
シデムシ（99.7％），ベニシジミ（86.1％），マルカメム
シ（85.8％）であった．これらの昆虫は触ると臭いを発
するためあまり好まれていなかったり，小型であるため
に認識されにくかったりするため，識名度が低いのでは
ないかと考えられた．
（2）生息環境

生息環境の正答率が高かった昆虫は，カブトムシ
（97.7％），アブラゼミ，アゲハチョウ，コクワガタ
（92.1％），モンシロチョウ（91.1％），低かった昆虫は，
オオヒラタシデムシ（8.9％），マルカメムシ（14.9％），
ベニシジミ（57.3％）であった．オオヒラタシデムシと
マルカメムシの生息環境の正答率が極めて低かったが，
これらは識名度も低くその存在自体が学生にあまり認識
されていないからであると考えられた．

上記集計の結果，識名度と生息環境の合計得点間には，
弱い正の相関がみられた（r = 0.32）．小林・前田（1987）
は，小中学生の身近な動植物との関わりを明らかにする

ために質問紙による調査を実施し，動植物の標準名を
知っている小中学生は，それらを生息環境と関連づけた
上で，確実な知識として獲得していると見てよいとして
いる．本調査結果から，正しい昆虫名に対する知識を持っ
ているほどその正しい生息環境を知っている傾向にある
ことが明らかとなったため，それらと同様の結論が得ら
れたと考えられた．

また，幼少期の子どもは昆虫を捕獲することによりそ
の生息環境を知り，そこから名前を知る機会が圧倒的に
多い．そのため，学生のうちに昆虫の生息環境を知るこ
とのできる学びが取り入れられることは，子ども自身が
自然の中で感じた気づきを共感するために必要な力に直
結すると考えられるため，その導入が期待される．
（3）理解度

身近な昆虫に対する理解度が 4 点（標準和名を回答し，
生息環境が一致）の人数の割合が高かった昆虫は，カブ
トムシ（96.0％），モンシロチョウ（85.1％），アゲハチョ
ウ（ナミアゲハ）（83.4％），理解度が 1 点（名称は誤答
や未記入，生息環境が一致していない）の人数の割合が
高かった昆虫は，オオヒラタシデムシ（91.1％），マル
カメムシ（76.2％），ベニシジミ（39.1％）であった．
本調査の結果，理解度が 4 点の回答者が 50％以上であっ
た種類は 5 種類であった．この理解度については同様
の実態調査が少ないため比較することができないが，身
近な昆虫の理解度は昆虫の種類ごとに異なることが示さ
れた（図 2）．

また，理解度の合計得点と人数の度数分布を見ると，
最高点は 52 点，最低点は 15 点，平均点は 41.8 点であっ
た．本得点分布に基づき，理解度得点を上位群（45 点
から 52 点までの 81 名）と下位群（15 点から 39 点ま
での 73 名）の 2 つに分けた．

表 2　写真で示された昆虫を標準和名と総称名で答えた学生別にみた生息環境と関係付けて理解している人数の比較
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2．身近な昆虫の理解度と昆虫との体験

（1）理解度と昆虫との体験間の相関関係

昆虫の種類ごとの体験人数を表 3 に示した．昆虫の
種類によって，体験をしたことのある人数が大きく異な
ることが明らかとなった．

理解度と「実物を見たこと」，「捕まえたり触ったりし
たこと」，「本で見たこと」の 3 つの昆虫との体験につ
いて，それぞれの合計得点間の相関係数を求めた（表 4）．
その結果，理解度と「実物を見たこと」との間には正の

相関（r = .528），「捕まえたり触ったりしたこと」との
間には正の相関（r = .451），「本で見たこと」との間に
は正の相関（r = .404）が認められ，理解度と全ての昆
虫との体験の間に中程度の強さの正の相関が見られた．
（2）理解度と昆虫との体験間の GP 分析

理解度得点の上位群と下位群について各体験の得点の
平均値に差があるか GP 分析を行った（表 5）．その結果，
昆虫との体験のうち「実物を見たこと」では，理解度上
位群の平均は 27.23 点，下位群の平均は 24.44 点で分散
分析を行なった結果，上位群の平均が下位群より有意に
高かった（F(1,152) = 69.93, p < .01）．つまり，理解度
の上位群は下位群よりも「実物を見たこと」という直接
体験の平均得点が有意に高いことが示された．

多くの昆虫でおよそ 80％以上の学生が実物を見たこ
とがあると回答した一方で，理解度の低い昆虫について
は，選定した昆虫はすべて T 大学のキャンパス内に生
息するものであったことから，養成校で学ぶ学生は同じ
環境に生息していたり，物理的に身近な昆虫であったり
しても，その存在を選択的に捉えている可能性があるこ
とが示唆された．幼少期の子どもは自然環境に対しても
自ら積極的に関わりを持ち，大人が見過ごしてしまうよ
うな変化にも気がつくことが多い．そのことを踏まえ，
子どもが見ているものが見えるようになる授業を行うこ
とが求められるのではないかと考えた．
「捕まえたり触ったりしたこと」では，理解度上位群

の平均は 23.27 点，下位群の平均は 18.96 点で分散分析
を行なった結果，上位群の平均が下位群より有意に高
かった（F(1,152) = 61.3, p < .01）．よって，理解度の
上位群は下位群よりも「捕まえたり触ったりしたこと」
という直接体験の平均点が有意に高いことが明らかと
なった．

養成校において，学生があまり得意としない生き物で
ある昆虫に触れる際には少なからず葛藤が見られる．し
かしながら，一度対象物に触れると，急にそれらに対し

表 3　昆虫の種類ごとの体験人数（人）

表 4　理解度の合計得点と昆虫との体験間の相関

表 5　理解度の得点上位群と下位群における各要因の平均値と
標準偏差

図 3　理解度の合計得点と人数分布

図 2　各昆虫に対する理解度得点と人数の分布
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て愛着を感じる様子が見受けられる．さらに触ることが
できるようになるとじっくりと観察を始め，それらに対
する興味・関心を抱くようになる．このように，捕まえ
たり触ったりするという直接体験は，学生の昆虫に対す
る印象を劇的に変化させ得るものであるため，養成校の
授業内で取り入れることが期待される活動の一つである
と考えられる．

その一方で，昆虫の種類によって触ることに対する抵
抗感が異なる様子が見受けられる．例えばチョウの仲間
は見た目が美麗な種類も多く，一般的に好まれる昆虫で
あるが，それらを触ることは鱗粉がつくためかあまり好
まれない．そのため，捕まえたり触ったりするための教
材として活用できる昆虫の種類について，今後より詳細
な研究が必要となると考えられる．
「本で見たこと」では，理解度上位群の平均は 26.65 点，

下位群の平均は 22.71 点で分散分析を行なった結果，上
位群の平均が下位群より有意に高かった（F(1,152) = 

43.49, p < .01）．このことから，理解度の上位群は下位
群よりも「本で見たこと」という間接体験の平均点が有
意に高いことが示された．

保育現場では科学絵本や科学読物，図鑑などを参考に
昆虫のことを調べることが多い．瀧川（2006）は，科
学絵本を見ることを通して，子ども自身が「科学的概念・
法則性（法則的知識）」を見いだしたり，「いくつかの具
体的事例（個別知識）」から「科学的概念・法則性の気
づき（予想 / 仮説）（法則的知識）」に気づいたりする（発
見する）ことが可能になるとしている．このように幼児
期においても重要な役割を果たす本について，昆虫との
関連も視野に入れ，養成校で学ぶ学生が知る機会を設定
することが求められると考えられた．

Ⅴ　結論
本研究において，理解度得点の高い学生は，低い学生

よりも直接体験である「実物を見たこと」と「捕まえた
り触ったりしたこと」，間接体験である「本で見たこと」
の全ての昆虫との体験において，得点の平均値が有意に
高い事が示された．そのため「理解度」と「体験」の間
には深い関係があることが推測された．一方，どちらの
要因が影響を及ぼしているのかは本研究では判明しな
かった．山田・小林（2014）は，「自然や科学技術への
興味・関心」と「豊かな自然体験」は共変動の関係にあ
り，「理科への自信」に直接的影響を及ぼす因果モデル
の初発の段階に位置するとしている．本研究における「理
解度」と「体験」はそれぞれ「自然や科学技術への興味・
関心」と「豊かな自然体験」に包含される内容であるこ
とから，この両者もまた共変動の関係にあるのではない
かと推測できる．

また，理解度は昆虫との体験の中でも「実物を見たこ
と」と最も相関が高いことが示された．そのため，昆虫
に対する理解度を高めるためには，実物を見せることが
有効な手段となるだろう．養成校での授業の際に教材と
して実物の昆虫を持ち込み，学生自身が直接体験するこ

とのできるような展開が求められるのではないだろう
か．さらに，「捕まえたり触ったりしたこと」「本で見た
こと」のいずれの体験も理解度との比較的高い相関が見
られた．そのため多様な昆虫との体験を学生が体験する
ことにより，その理解度を高める工夫ができるのではな
いだろうか．小林ら（1992）は，原体験を理科学習の
基盤として位置づけ，五感の中でも特に触覚・嗅覚・味
覚は基本感覚であり，それらを伴う体験は長期記憶とし
て残りやすいとしている．養成校において昆虫は，これ
らの感覚の中でも特に実物に触れる機会を容易に設定で
き，触覚に働きかけることを可能にする意義深い教材と
なると考えられた．

今回，全ての学生に共通する環境という点で大学キャ
ンパスを選び，そこに生息する身近な昆虫を選定し，そ
れらとの関わりに関する実態を調査した．その結果，理
解度や昆虫との体験は，昆虫の種類によって大きく差が
あることが明らかとなった．小学校の教科書で学習した
昆虫の理解度は高かった一方で，教科書に掲載されてい
ないものについては，養成校で学ぶ学生には身近な昆虫
がそこにいても見えていない，あるいは選択的に昆虫を
見ている可能性があることが示唆された．

科学がそれ以外の文化と区分される基本的な条件とし
て，実証性，再現性，客観性が挙げられている（文部科
学省 2008）．また，「小学校理科の観察，実験の手引き」

（文部科学省 2011）において，問題解決の過程の出発点
として「自然事象への働きかけ」が示されている．これ
らのことから，科学的に見たり考えたりするためには，
その前提として事実を認識することが重要な事項となる
と考えられる．そのため，本研究では幼児期に育まれる
科学性の芽生えとは，「幼児が体験を通して事実を認識
するとともに，それらの事象が変化することに気づき，
その現象の原因と結果を関係付けたりして言葉で説明し
ようとすること」と定義する．このような科学性の芽生
えを保障する保育者の素養の一つとして，昆虫に対する
理解や体験を保育現場で勤務するようになる前に豊かに
しておくことが必要となると考えた．日常の保育現場で
は，昆虫の名称やその生息環境を正しく理解しているこ
とが必ずしも要求されることではないと考えられる．し
かし，理解があることによって，子ども一人ひとりに合
わせた保育を展開できる可能性は低くないだろう．さら
に幼少期に共感してもらうという体験は，子どもの連続
する発達の上でかけがえのないものになると考えられる．

また，小林（1998）は科学的問題解決能力の育成を
目的とした生物教育のあり方を総合的に検討し，幼稚園
から中学校に渡る生物教育における体験・活動を段階別
に示した．この区分に基づくと，幼稚園での体験・活動
は主にレベル 0 の原体験からレベル 1 の基礎体験を経
験する段階にあると考えられる．そのため保育園や幼稚
園などの未就学児の時期は，科学的問題解決能力の基盤
を育む重要な段階であるということができる．身近な存
在である昆虫は，そこでの教材として有用なものとなり
得るだろう．そのため，将来の保育者が昆虫という存在
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を保育の教材の一つとして扱えるような保育者養成プロ
グラムに関する研究を今後更に進めていきたい．
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保育者養成大学の学生に対する身近な昆虫との関わりに関する実態調査
―昆虫に対する理解度と体験に着目して―

渡部　美佳 1）・大澤　力 1）・小林　辰至 2）

1）東京家政大学・2）上越教育大学大学院

本研究では，保育者養成大学の学生の身近な昆虫との関わりの実態を明らかにするとともに，昆虫に関わる体験が，
その昆虫の標準和名と生息環境とを関係付けて理解している程度に影響を及ぼしているかどうかを明らかにすることを
目的とした．質問紙調査は「昆虫の理解度」：昆虫名を標準和名で記述でき（識名度），その昆虫の生息環境と関係付け
て理解しているかと，「昆虫との体験」：該当する昆虫の実物を見たこと，捕まえたり触ったりしたこと（直接体験），
本で見たこと（間接経験）を問う二つの質問で構成した．

その結果，昆虫の理解度の得点は，実物を見たこと，捕まえたり触ったりしたこと，本で見たことのすべての昆虫と
の体験の得点と正の相関が見られた．また，理解度得点の高い学生は，低い学生よりも昆虫との体験の平均得点が有意
に高かった．そのため保育者養成大学の学生の「昆虫の理解度」と「昆虫との体験」の間には深い関係があることが示
唆された．さらに「理解度」は特に実物を見たことと最も相関が高いことが示された．このことから，昆虫の存在をあ
まり得意としない保育者養成大学の学生の身近な昆虫への理解度を高めるためには，授業の際に実物を教材として提示
し，学生自身が見て直接体験することができるような展開が求められると考えられた．さらに多様な昆虫との体験は，
五感の中でも長期記憶として残りやすいと言われる触覚にも働きかけることを可能にすることから，昆虫という存在が
今後意義深い教材となることが推測された．

また，保育者養成大学の学生は身近な環境に昆虫がいても見えていない，あるいは選択的に見ている可能性があるこ
とが示唆された．科学的に見たり考えたりするためには，その前提として事実を認識することが重要な事項となる．子
どもの科学性の芽生えを保障する保育者には，その素養の一つとして昆虫に対する理解や体験を保育現場で勤務するよ
うになる前に豊かにしておくことが必要となると考えられた．

日常の保育現場では，昆虫の名称やその生息環境を正しく理解していることが必ずしも要求されることではないと考
えられるが，それらに対して共に楽しみ理解しようとする保育者の姿勢は，子どもの発達や科学的問題解決能力に繋が
る力を育成するためにかけがえのないものになるだろう．そのためにも昆虫という身近な存在を，将来の保育者が保育
の教材の一つとして興味を持って扱えるようになる，そのような保育者養成プログラムに関する研究を今後更に進めて
いきたい．


