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Abstract 

This research is focused on the acknowledgement and relationship of children’s sensitivity to 

nature.  We selected children’s drawings from a mountain village in Nepal. The results of this 

research concluded three points: 1. Children of Nepal drew mountains and acknowledged nature in 

their daily life.  2. HTP drawings of Nepal are integrated and real.  It is clear that they have a 

close relationship with nature in their daily life.  3. In Nepal’s children’s drawings, the people are 

small and houses and mountains are big. 
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１．問題と目的 

近年、「自然と人間の共生」の重要性が認識されるようになり、自然、開発、共存などをテーマとし

た環境教育が盛んになってきた。特に 2005 年からの 10 年間を国連では、持続可能な開発２）のための

教育の10年として位置づけ（外務省，2010）、わが国でも「国連持続可能な開発のための教育の10年」

実施計画（「国連持続可能な開発のための教育の10年」関係省庁連絡会議，2006）が作成された。この

計画によって、地域や教育などそれぞれの分野では、自然との共存が可能となるような体験活動推進事

業や環境教育実践普及事業が推進されることとなった。 

日本の学校現場での環境教育は、1995 年に文部省によって教師向けの環境教育指導資料（文部省，

1995）が作成され、環境への責任ある行動を行う人材（福田，2006）の育成に力がそそがれるようにな

った。また、保育現場や幼児教育の現場では、2008年の幼稚園教育要領（文部科学省，2008）、および

同年の保育所保育指針（厚生労働省，2008）の「環境」の項目で自然と触れ合うことの重要性が明確に

述べられている。このように幼児期から自然と関わることの重要性は認識されるようになったが、自然

と共生する力の形成そのものに焦点をあてた研究は数少ない。 

環境教育で先駆的な国であるデンマークでは、環境教育の分野で子どもが身につけるべき「自然と共

生する力」を「自然保護に対して自分の意見をもちそれに基づいて行動する」こととし、その前段階と
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して、「体全体で自然と親しむ」「自然を体験し観察することを学ぶ」「自然を理解することを学ぶ」こと

を位置づけている（岡部，2007）。 

このように、乳幼児期の子どもにとって将来「自然と人間の共生」を可能とする態度を形成するため

には、自然を体全体で親しむことや理解するという経験が大切であると考えられている。乳幼児期に自

然を体全体で親しむためには、はじめに自然そのものを感じ取る力である「自然への感受性」の育成が

不可欠である。「感受性」とは、小学館の大辞泉（1998）によると「外界の刺激や印象を感じ取ること

ができる力」と表現されている。これらの定義を心理学的に解釈すると、「外界の刺激や印象」は、認知

することと関連し、「感じ取ること」は共感することであると理解できる。よって、本研究では、「自然

への感受性」を「自然の状況を認知し、共感的に理解する力」と定義することとした。つまり「自然へ

の感受性」の概念を環境内での様々な刺激を自己内に取り込み理解するという認知的側面と自然への愛

着や共感を示すという情緒的側面にわけ、本研究では、前者の認知的側面を自然スキーマの構造化とい

う視点から取り上げる。 

「自然への感受性」の認知的側面では、藤後・磯・坪井・坂元（2011）の先行研究で水の音や風の音

という自然に関する聴覚的刺激や山の写真、海の写真という視覚的刺激を用いて、自然スキーマの構造

化を実証した。しかし、これらの実験で用いた刺激は子どもを取り巻く環境を取り入れていなかったた

めに、子どもの生活と結びついた自然環境の認知的側面は明らかになっていない。そこで、本研究では、

子どもの生活を反映させやすく、かつ子どもにとって自然な表現手段である描画を通して、「自然への感

受性」の認知的側面を明らかにすることとした。 

さて、「自然への感受性」の認知的側面を検討するために描画という方法を用いる場合、自然に関す

る絵を自由に描かせることを子どもに求めることもできるが、幼児を対象とした場合、「自然」という概

念がわかりづらい場合も想定される。そこで、子どもの生活要因を含む「家屋画」「樹木画」「人物画」

を取り入れて作成された心理検査である S-HTP 法（三上，1995）を用いて「自然への感受性」の認知

的側面を検討することとした。S-HTP 法は、三上により開発されたもので、1 枚の紙に、家屋、樹木、

人物の描写を求め、それぞれの絵の配置や構成の様子を併せて被検者のパーソナリティの感受性、成熟

性、柔軟性、効率性、環境への適応などを検討する。S-HTP 法と類似の心理検査としてバウムテストや

風景構成法などがあるが、バウムテストは、樹木の描画を中心とした人格検査であり、通常「一本の実

のなる木をできるだけ十分にかいてください」と教示するために、子どもの生活場面が反映されにくい。

また風景構成画では「１．川を描いてください」「2．山を描いてください」「3．田圃を描いてください」

等、描画物を教示により抽出することが求められるため、個々の描画物間の関係性を判断しながら描く

こととなり、幼児にとっては複雑すぎる。 

一方、S-HTP 法は教示の自由度が高く、家屋、樹木、人物の三者の関係性の全体像を描かせるという

点で、子どもの中で形成されている表象としての外界を抽出しやすい。すなわち、S-HTP 法を用いるこ

とは、子どものパーソナリティの側面のみではなく、表現された描画内容を日ごろ自然環境との関わり
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から得た既知経験の構造化というスキーマ理論の視点から検討することが可能となる。スキーマ理論と

既知経験との関係を先行研究より概観すると生活に関連するスキーマが体制化するほど、生活環境に根

差した判断を行うが、生活経験が少ないほど、生活に関連するスキーマが未発達で、非現実的な判断を

行うことが報告されている（森，1995）。このことから、描画に関しても自然スキーマが形成されてい

ると環境に応じた現実的な描画が、自然スキーマが未発達だと非現実的な描画描写がなされると予想さ

れる。 

つまり、日常的に自然環境と関わっている場合、自然に関する既存知識が増加し、自然スキーマが構

造化されることで、表出される描画内容は、現実的であり、詳細であり、かつ生活的なストーリが読み

取られることが考えられるのである。先述したとおり、子どもの生活と既知経験との関連を明らかにす

るために藤後他（2011）は、日本の沖縄の子どもを取り巻く生活環境で「海」という類似の条件をもち、

かつ情報化・都市化という異なる条件としてフィジー諸島共和国（Republic of the Fiji Islands）の子ど

もを対象として、水の音や風の音という自然に関する聴覚的刺激や山の写真、海の写真という視覚的刺

激を用いた実験を行った。この先行研究と対比させる形で、本研究では、環境要因としての「海」に対

して「山」を取り上げることとし、子どもにとって自然な表現手段である描画を通して、「自然への感受

性」の認知的側面を明らかにすることとした。なお本研究では、藤後他（2011）の実験と同様に、情報

化・都市化が浸透していない条件を整えるため、山に囲まれかつ情報化が進展していない場所に生活す

る子どもとしてネパール連邦民主共和国（Federal Democratic Republic of Nepal;以下、ネパール）の

子どもを選定し、ネパールの子どもたちの自然を含む環境の描画内容について検討することとした。ネ

パールの子どもへのHTP を使用した描画分析は、山田（1998）によりなされており、ネパールの子ど

もと日本の子どもの描画の形式の違いが明らかになっている。本研究では、山田（1998）と同様に形式

面の分析を中心に自然スキーマの視点と関連付けて検討することとした。 

 

２．方法 

(1)対象者 

ネパールの4歳～5歳の幼児20名 

(2)分析対象の絵の枚数 

描画の内容を概観し、形の判別が可能であったネパールの子ども10名の描画（S-HTP 法による）。 

(3)協力校 

ネパールのカトマンズ市内の私立学校、ダクチュールの学校 

(4)実施期間 

2009年12月 

(5)実施方法 

三上（1995）の実施手順に沿って行った。はじめに「家と木と人を入れて、自由に一枚の絵を描いて
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ください」と教示し、自由に絵を描くことを求めた。なお、現地での教示は、現地のコーディネーター

によりネパール語に翻訳され実施された。 

(6)分析方法 

臨床心理学の専門家１名、発達心理学の専門家１名、教科教育図工の専門家１名、異文化間教育の専

門家１名により、描画内容を確認し、協議しながら評価を行った。画用紙一枚の面積を子どもが認知す

る外界と捉え、描画内容の分析は、表 1、表 2 の通り S-HTP の分析視点を用いることとした。特に自

然スキーマの指標に個人の全知識に占める自然の知識の割合や体制度合を示すものとして、スキーマ理

論と関係すると考えられる、描画の詳細、現実性、統合性、サイズなどを分析対象とした。 

 

表１ 分析視点 

分析項目 説明 下位項目 分析の視点 感受性との関連

統合性 明らかに統合的 全体的に一つのまとまった場面構成がなされ、不調和
な部分がない。

やや統合的 全体的に一つのまとまった場面構成がなされている
が、一部に不調和な描写が残る。

媒介による統合 家と木と人自体は羅列的だが、地面・山・草などの媒
介によって一応の統合は図られている。

やや羅列的 一部にやや関連付けは見られるが、全体的には羅列
的に描かれている。

羅列的 家と木と人が無関係に羅列されている。

描画サイズ 全体で4分の１以下 描かれた絵全体が、画用紙の4分の1以下の小さな絵
（ただし、個々のものが離れて描かれている場合は、
一箇所に集めた大きさで判断する）

感受性が高いほど、自然を大きく
描写

HTPで4分の１以下 付加物は別にして、家と木と人の総和が4分の1以下
の絵。

課題以外の付加物 積極性やパーソナリティ
の豊かさ

付加物あり 家・木・人以外の付加物を描いている（地面は除く） 自然に関する描写があるほど、
感受性が高い。

遠近感 大 遠くまで細かく描き、遠近感が大きな絵。

中 家木人の付近にのみ遠近感がある。

ややあり 明確な遠近の示唆ははにが、家木人が上下に描か
れ、やや遠近感がある。

直線（重なりあり） 家と木と人が直線上に並んで遠近感はないが、家と
木、家と人など、いずれが重なっている。

直線（重なりなし） 家と木と人が直線上に並び、前後の重なりもない。

ばらばら 家と木と人がばらばらに描かれ、遠近感がない。

現実的・非現実的描写 現実的 全体的に描写内容が身近で現実的なもの。

混合 現実的な内容と非現実的な内容が混在しているもの。

非現実的 全体的に描写内容が非現実的な世界を描いているも
の。

確かな現実検討力、課題
に取り組む集中力、持続
性、積極性、柔軟性など
が要求される。

パーソナリティを総合的に
評価する上で最も重要な
基準

被検者の環境との関わり
方

外界の捉え方

外界をありのままにとら
え、観察する力

感受性が高いほど、周囲の自然
環境を含め統合的に描写

統合的（感受性高い）
　　　　　↑
羅列的（感受性低い）

感受性が高いほど、外界の自然
を遠近感をもって表現

大（感受性高い）
↑
ばらばら（感受性低い）

感受性が高いほど、外界の自然
を現実的に描写

現実的（感受性高い）
　　　　　　↑
非現実的（感受性低い）
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３．結果と考察 

(1)全体構成 

S-HTP 法の評価基準としては、通常細部の記載は省略されることが多い（三上，1995）ので、全体

の評価を主に行う。今回分析対象となった描画の特徴をまとめたものが表3である。表3に示すとおり、

ネパールの子どもの統合性では、「媒介による統合」がみられた描画が 50％、「やや統合」が 50％、描

画サイズでは、「HTPで4分の１以下」が60％、課題以外の付加物は「あり」が90％、遠近感では「や

やあり」が 50％、「直線（重なりあり）」が 40％であった。そして、すべての描画が「現実的描写」で

あった。ネパールの子どもの絵の様子をまとめると、中程度の統合性が認められ、描画サイズが HTP

で4分の１以下が過半数であり、課題以外の付属物があり、現実的描写で描かれているという結果が示

された。 

同じような山村部の日本のデータとして、長野県で 1980 年代と 1990 年代に実施されたS-HTP（三

沢，2002）の結果と比較しながら考察することとする。なお長野県のデータは、小学生を対象とした結

果のため、幼児と年齢が近い小学生低学年のデータを参照することとした。 

 長野県のデータとネパールのデータを比較した結果、いくつかの特徴が示された。たとえば、遠近感、

統合性、現実的な描写は、ネパールの子ども、1980年代の長野県の子どもに多かった。統合性において

は、ネパールの子ども、1980年代の長野県の子どもがより統合的であった。三沢（2002）によると、「統

合性」の項目は、描画全体に関わる総合的な評価項目であり、S-HTP 法の分析には重要な項目である。

サンプル数の偏りや発達年齢の違いを考慮しても、ネパールの幼少期の子どもたち全員が、少なくとも

ある程度の統合性のある絵を描いたということは意味がある。ネパールの子どもは、家屋画が象徴する

家族や地域、樹木画が象徴する環境への適応などから、環境を現実的、かつ実在感を持って捉えている

ことが考えられる。 

ネパールと類似の結果を示したものが、1980年代の長野県の子どもであった。1980年代の長野県は、

周囲を田畑や山に囲まれており、情報化社会があまり発展していなかったため、自然と密着した生活を

送って生活の中で自然と関わる機会が多かったと推測できる。ネパールの子どもと 1980 年代の長野県

の子どもには、類似点が多かったが、大きく異なった点は、「課題以外の付属物」の内容についてである。

1980年代の長野県の子どもは、花、カブトムシ、太陽、虫などの描写が多かった。一方、ネパールの子

どもでは、花、畑、鳥などの描写とともに約60％の子どもが山を描写していた。すなわち、ネパールの

子どもと類似していた 1981 年代の長野県の子どもの場合、山に囲まれた自然環境でありながらも、子

どもが意識化している環境認知は、身近な草花や昆虫が主であったが、ネパールの子どもは、山への意

識が高いという違いが明らかになった。 
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表２ ネパールと日本の子どもたちの描画の特徴 

ネパール 長野 

  下位項目  

（N=10） 

1990 年代 

（N＝96） 

1980 年代 

（N＝124） 

統合性 羅列的 0.0% 0.0% 0.0% 

  やや羅列的 0.0% 6.3% 6.5% 

  媒介による統合 50.0% 74.0% 55.6% 

  やや統合的 50.0% 19.8% 37.1% 

  明らかに統合的 0.0% 0.0% 0.8% 

描画サイズ 全体で 4 分の１以下 0.0% 0.0% 0.0% 

  HTP で 4 分の１以下 60.0% 1.0% 0.0% 

課題以外の付加物 付加物あり 90.0% 97.9% 89.5% 

  山の描写あり 60.0% 1.6% 3.1% 

遠近感 ばらばら 0.0% 3.1% 0.0% 

  直線（重なりなし） 10.0% 28.1% 25.8% 

  直線（重なりあり） 40.0% 27.1% 37.1% 

  ややあり 50.0% 27.1% 25.0% 

  中 0.0% 14.6% 12.1% 

  大 0.0% 0.0% 0.0% 

現実的 100.0% 87.5% 94.4% 
現実的・非現実的描写 

混合 0.0% 5.2% 5.6% 

  非現実的 0.0% 7.3% 0.0% 

註）長野県のデータは、三沢（2002）によるものであり 1990 年代は、1998 年のデータ、

1980年代は1981年のデータである。 

 

(2)外界の表象としての描画 

家屋や自然に関して、子どもたちがどのように捉え、知識として蓄えているかを描画の中でのそれら

の大きさや空間配置、家・人・木などの関連づけの側面から検討する。 

はじめに空間配置について概観すると、ネパールの子どもたちの家屋画の面積の平均は、72.21 ㎡で

あった。一方、前述した長野県のデータとは異なる別の三沢（1998）の長野県のデータでは、1990 年

代（平均102㎡）は1980年代（平均142㎡）に比較して家屋の大きさは、約70％となり小さくなる傾

向が示されている。長野県の1990年代と1980年代ともに人の大きさはほぼ同じであるのに1990年代

の「家」の大きさが小さくなっていることから、「家」を象徴とする家族や地域や社会から与えられるべ

き精神的な支えや温かさが以前と比べて小さくなっていると三沢（1998）は指摘している。 

本研究の対象となったネパールの子どもの絵は、全体的な傾向としては 1980 年代の長野県のデータ

と類似しているが、家の大きさに関しては、1980年代の長野県のデータの約50％、1990年代の長野県
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のデータの約70％にしか満たない小さな家であった。しかしながらこのことから、ネパールの子どもは、

日本に比べ「家」を象徴する家族や地域や社会から与えられるべき精神的な支えが弱いとは解釈できな

い。なぜならば、ネパールの子どもの「家」の面積は、あまり大きくないものの、「人」の大きさの平均

が 19.0 ㎡と小さめであるため、「人」を基準とすると「家」の面積は約 3.8 倍にもなる。これらの結果

から、日本の子どもに比較して、「家」がもつ意味は大きいと推測される。また、ネパールの子どものも

う一つの特徴として、約60％が家の後に大きな山の連なりを描いていたことであった（図1～図3）。 

以上のことを総合すると、ネパールの子どもの描画の特徴は、人物像が小さく、それと比較すると「家」

は大きい、またその「家」をさらに包み込む存在として「山」が位置づけられている。つまり、自分た

ちを取り囲む自然の大きさに比較した場合、家や自己というのはとても小さい存在として認知されてい

るのかもしれない。言い換えるならば、自然という大きな環境の中では、家族も自己もその自然をコン

トロールできるような力ではないという認識があるのはないだろうか。もちろん、人物像を基準とした

家の大きさは、実物の家の大きさも影響していると考えられる。今回対象となったネパールのカトマン

ズの子どもたちは、概ね裕福な家庭に育っており、大きな家に住み、庭や池、玄関までのアプローチな

どがある家が多かった。このように実物の家屋の大きさが、絵に反映されている可能性もあるであろう。 

しかしながら、やはり子どもにとっての家族や地域の影響力が大きいという解釈も成り立つと考えら

れる。つまり、子どもにとって家族や地域は大きな存在であるが、それ以上に子どもの生活に自然の与

える影響力は大きいという解釈である。その背景には、山を尊ぶという山岳信仰（服部，2010）の影響

もあるかもしれないし、また「私が住む国・土地の象徴としてのヒマラヤ」という意識や知識による影

響があるのかもしれない。いずれにしろ、「自然への感受性」の認知面のみではなく、情緒面への影響も

示唆される結果となった。 

一方で、ネパール社会の中での子どもの位置づけも忘れてはならない。日本のように、幼少期の子ど

もの人物画が大きいことは、単に発達過程の自己中心性を示しているのみでなく、大人が子どもに過剰

な期待や価値を置き、いわゆる子どもの自己愛の肥大化が表現されているのかもしれない。それに比較

して、ネパールの場合、幼児教育そのものの普及がなされていないことや、大人中心の社会であり（浅

野，2000）、子どもは労働力（沼口，2005）として半人前という意識が強いゆえに子ども自身が未熟性

を感じていると考えることもできる。いずれにしろ、社会の中の子どもの位置づけについても考慮する

必要があろう。 
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図１ ネパールの子どもの絵（その１） 

 

 

図２ ネパールの子どもの絵（その２） 
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図３ ネパールの子どもの絵（その３） 

 

最後に、ネパールの描画に示されていた「山」について、藤後他（2011）で行ったフィジーの結果と

比較しながら考察する。藤後他は、視覚的刺激と聴覚的刺激による「自然への感受性」研究として、フ

ィジーと沖縄の子どもを対象とした比較を行った。視覚的刺激の内容は、フィジーや沖縄の象徴である

「海」とその比較対象としての「山」を用意し、両者の写真を見た際の子どもの発言を記述した。その

結果、生活環境から離れている「山」に関しては、写真の中にあるものの名前を発言したに過ぎなかっ

たが、生活に密着している「海」に関しては、写真の中のもののみではなく、それから連想する単語の

種類の多さや詳細さが特徴として示された。以上の先行研究より、ネパールの子どもの描画には「山」

が多く示されることを予想していた。 

今回のネパールの協力校は、カトマンズとダクチュールの学校それぞれ1校ずつであった。ダクチュ

ールは、いわゆるネパールの中でも山村部にあたるが、カトマンズは平地で、街中に位置している。子

ども達の描画の様子を見ていると、ダクチュールでは描画課題自体に戸惑いを感じて互いに相談をして

いたり、自身の絵を隠している様子も見られた。一方、カトマンズにおいては、このような描画課題に

慣れているところもあり、友達と見せ合っている子ども達もみられ、確かに、同じネパールでも、地域

差がいくつかみられた。しかしながら、描画における全体的な特徴としては、このような地域による条

件の違いにもかかわらず、５歳児ぐらいから見られる、基底線に関しては、ネパールの子どもの６割が

山の稜線を用いていた。これは、カトマンズだけではなく、山の中の村ダクチュールでも同じ傾向であ
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った。そもそも基底線は、空間の上下区分を示すばかりでなく、子どもが人や物を配置する心の枠組み

としても機能する。つまり子どもの認識に、見える・見えないは関係なく山は、自然スキーマの中核を

なすものと考えられた。 

一方、今回の結果を考察する際に参考とした長野県の子どもの描画では、「山」が示された割合は1980

年代では 1.6％ 、1990 年代では 3.1％に過ぎなかった。またその内容は、1980 年代では日常生活の風

景として「山」が示されているものの、1990年代では、キャンプなど特別なイベント場面が描かれてい

た。 

このような結果から、ネパールの子どものほうが、より自然と密着して生活しており、1990年代以降

の日本の山村部の子どもは、周囲に山はあるものの、子ども自身の生活の中に「山」を意識することが

少ないのかもしれない。それは、現在の日本の子どもたちの生活を考えた際、山村部では、友達の家に

行くのに時間がかかるため車を使って移動したり、家の中でゲームやビデオなどを見て過ごしたりする

ことが増えており（汐見，2008）、山村部における情報化・都市化・少子化という生活スタイルが影響

していると考えられる。ゆえにネパールの子どものほうが、山に関連する「自然への感受性」が高いと

解釈することができる。 

 

(3)本研究のまとめと今後の課題 

本研究では、ネパールと日本の子どもの描画を比較しながら、「自然への感受性」の認知的側面を考

察してきた。その結果は、以下の４点にまとめられる。 

①ネパールの子どもと 1980 年代の長野県の子どもの絵は、統合的、現実的、遠近感がある絵であっ

た。特に身近な生活の中にある草花、動物、昆虫などの出現頻度が高く、身近な自然環境と関わる中で

体制化された知識に支えられた「自然への感受性」が高いと解釈できる。 

②ネパールの子どものほうが、描画内容に「山」が出現する頻度が大きく、山という周囲の環境生活

に根ざした「自然への感受性」が高かった。藤後他（2011）の先行研究によると、沖縄とフィジーとい

う「海」の環境を対象とした場合に、「海」に関する自然スキーマが構造化され、「自然への感受性」が

高まったのと同じように、山に囲まれた地域では「山」に関する自然スキーマが構造化され、「自然への

感受性」が高まっているのだと考える。 

一方、1990年代の長野県の子どもの描画内容は、山の描写が少なく、描かれた場合もキャンプなど特

別なイベントの風景として描かれていた。このことから 1990 年代以降の長野県の子どもは、生活の中

で周囲の「山」と関わることが少なく、すなわち周囲の「山」という環境との関わりを既知経験として

おらず、「自然への感受性」としては反映されていないのかもしれない。つまり、子どもの生活環境の中

の遊びに関してみてみると、放課後ゲームを行ったり、友達の家の周りで遊んだりすることは多いが、

昔のように山の中で遊びを展開することは稀になっている。ゆえに、「山」という環境を踏まえた「自然

への感受性」を高めるためには、より積極的に周囲の「山」という環境を意識化するような教育的働き
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かけを検討する必要がある。 

③ネパールの子どもは、人物像が小さく、家屋画とその後ろに連なる山の描写が大きいという特徴が

示された。一方、長野県の子どもは、人物画が大きく、家屋画が人物画と比較すると小さいという特徴

が示された。つまりネパールの子どもの場合、自然をより畏敬的なもの、自分たちがコントロール不可

能なものと捉えており、「山」に対する親和性は高いが心理的距離は遠いことが明らかになった。本研究

は、主に「自然への感受性」の認知的側面を中心に検討したが、ネパールの子どもたちに示された「山」

への空間認知は、「山」に対する情緒的な側面を抜きには解釈できないものと考える。 

今後は、今回の結果を一つの仮説として、ネパールのさらなるデータ数の確保や文化的相違をも踏ま

えながらの発展的研究が期待される。 

 

注 

１）本研究は、平成20年度～平成22年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（A））研究成

果報告書「幼児・児童における未来型能力育成システムならびに指導者教育システムの開発（代

表：坂元昂，課題番号20240071）の研究成果の一つである。 

２）現代の世代が、将来の世代の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利用し、要

求を満たしていこうとする理念 
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