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抄　録

　5，6 歳児における学習および運動能力に関する自己評価について，性差を考慮しながら，他者評価との関連

を検討した。その結果，学習面，運動面，総得点において性差は認められなかったが，下位項目では，自己評価

および他者評価いずれも，女児の方が男児より高い項目を認めた。また，これまで幼児は自己評価が高いとされ

てきたが，男児においては，自己評価が他者評価より有意に低い過小評価を示す項目を認めた。さらに，他者評

価の得点が最も高い場合における自己評価の得点を分析した結果，男女いずれも，他者が「とってもよくできる」

と評価した項目について，自己評価では「とってもよくできる」と妥当な評価をする児のみではなく，「まぁまぁ

できる」「少しはできる」というような謙遜の反応を示す児が存在することが示された。
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１　緒言

　これまで，幼児期の自己に関する研究として，幼児

の自己知覚や自己判断と実際の能力や仲間との関係に

関する検討が行われてきた。Harter ら 1) は，Pictorial 
Scale for Perceived Competence and Social Acceptance for 
Young Children（以下 PSPCSA と表記）を作成し，絵

を用いて指さしで応答する個人面接法を用いることに

より，幼児であっても適切な反応を引き出すことを可

能にした。本邦においては，桜井ら 2) により，日本語

版の「幼児の有能感と社会的受容感の測定尺度」が作

成されている。

　Harter ら 1) や桜井ら 2) のみでなく，これまで多くの

研究で，客観的な指標と比較して，幼児は自己に対し

て肯定的な判断をすることが示されてきた 3-5)。その

要因として，Harter ら 1) は，幼児は理想の自己イメー

ジと現実の自己イメージとの間の区別があまり明確で

はないと指摘しており，桜井ら 2) は，幼児期は他児と

客観的に比較される機会が少ないことや，比べる能力

も未発達であるため，自分の能力を的確に把握するこ

とができず，自分自身が満足していれば「有能である」

ということになると考察している。

　しかし，幼児の高い自己評価は，児童期に低下する

ことが明らかにされている 6,7)。自己叙述における研

究でも，年齢の増加に伴い，肯定的側面のみを描出す

るものが減少し，否定的側面を描出するものが増加す

るとされている 8)。その背景には，他者との比較を通

して自己に対する判断を行うようになるといった発達

的変化の影響が考えられている。このような自分と他

者を比較する社会的比較を通して自らを客観的に位置

付けることが可能となる能力は，児童期以降に発達す

るとされてきたが，高田は 9)，幼児の遊び場面を観察

し，5 歳児であっても他児との遊びや相互作用の中で

自己評価を行っていることを示している。また，渡辺

ら 10) も，5，6 歳児でも社会的比較を行い，それに応

じて自己評価の変動がみられると述べている。

　これまで，PSPCSA を用いて幼児の自己知覚を測定

した先行研究では，総得点を変数として，客観的な指

標との比較や相関が検討されてきた。PSPCSA におい

て，「できる」という自己に対する判断は，「とっても

よくできる」もしくは「まぁまぁよくできる」のいず

れかで反応が求められる。5，6 歳になると，社会的

比較を通した自己に対する判断が可能になるのなら

ば，例えば，客観的な指標が「とってもよくできる」

の場合であっても，自分よりできる友人が存在する場

合，友人と比較することで自己に対する判断が「まぁ

まぁできる」「少しはできる」と変化し，他者評価よ

りも自己評価が低くなる可能性が考えられる。しかし，

「とってもよくできる」もしくは「まぁまぁよくでき

る」の反応を区別せず総得点を変数として検討した場

合，こうした自己評価が他者評価よりもわずかに低く

なる発達的特徴を見出すことは困難である可能性が高

い。このような客観的指標が「とってもよくできる」

という場合における，他者評価より自己評価が低くな

る反応の特徴に着目して分析することで，幼児の高い

自己評価が児童期に向けてどのように変化していくの

か，発達的変化を検討する手がかりを得ることができ

ると考える。また，こうした自分の能力を控えめに評

価する傾向は，謙遜を重んじるとされる我が国の文化

が影響している可能性はないだろうか。そこで，本研

究では，客観的指標が「とってもよくできる」という

場合における，他者評価より自己評価が低くなる反応

の特徴を，謙遜の反応として扱うこととした。

　また，PSPCSA において，男児用と女児用の図版が

作成されているが，Harter ら 1) や桜井ら 2) は，性差に

ついては特に言及していない。しかし，幼児期おいて，

男児がより活発に遊び，女児は比較的静的な遊びをす

るというように，遊びには性差があることが示されて

おり 11)，性差に関する検討も必要であると考える。

　したがって，本研究では，幼児期後期の 5，6 歳児

を対象とし，PSPCSA に準拠して作成された桜井ら 2)

の「幼児の有能感と社会的受容感の測定尺度」を用い

て，性差を考慮しながら，従来の総得点を変数として

客観的な指標との関係を検討することに加え，客観的

な指標が「とってもよくできる」という高い場合にお

ける自己に対する判断の特徴を分析することを目的と

する。

２　方法

2.1　対象

　地域の保育所または幼稚園に通う年長男児 26 名（平

均年齢 5 歳 9 か月）と年長女児 27 名（平均年齢 5 歳

9 か月）を対象とした。また，自己評価と他者評価と

の関連を検討するため，他者評価の評定者として，担

任保育者 7 名を対象とした。保育者より，日々の保育

の中で特別な配慮が必要であると評価された児は除外

した。また，療育を受けている児および療育歴のある

児は除外した。

　研究協力機関の責任者および保護者に対して，研究

依頼書に基づいて口頭または文書で説明を行い，同意

書の署名により同意を得て実施した。研究協力児に対

しては，研究者が，研究協力児にわかりやすい言葉で

研究の説明をし，研究参加の意向を確認した上で実施

した。

　本研究では，小畠ら 12) が収集したデータを用いて

検討を行う注）。

　小畠ら 12) の研究は，県立広島大学研究倫理委員会

の承認を得て実施された（承認番号　第 15MH010 号）。
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2.2　幼児の学習および運動能力に関する自己評価と

他者評価の測定

2.2.1　材料

　Harter & Pike (1984) の Pictorial Scale of Perceived 
Competence and Social Acceptance for Young Children 1)

の幼児用に準拠して作成された桜井と杉原の日本語版

「幼児の有能感と社会的受容感の測定」2) を使用した。

尺度は，学習面の有能感と運動面の有能感，仲間から

の受容感と母親からの受容感という 4 つの下位尺度，

各 7 項目から構成されている。本研究においても，小

畠ら 12) と同様，自己に対する判断の領域は，比較的

他者が判断しやすい質問内容であることを考慮して，

幼児の身近な能力に限定し，学習面の有能感，運動面

の有能感の各 7 項目，計 14 項目を自己評価の項目と

した。

2.2.2　手続き

　自己評価は，小畠ら 12) と同様の手続きで個別面接

にて測定した。面接時に呈示する図版は，日本語版で

使用されたものと同様の図版を使用した。図版は，絵

を見たときに対象児が主人公に同一化しやすいよう

に，主人公の性別のみが異なる男児版と女児版が作成

されている。研究者は，「今日は，これからここにあ

る絵を使ってゲームをしましょう。このゲームは『どっ

ちの子がぼく ( わたし ) に似てるかな』というゲーム

です。これから○○ちゃん ( 対象児の名前 ) に絵の中

の男 ( 女 ) の子が何をしているかお話ししていきます。

良く聞いていてくださいね。」という教示をした。ま

ず練習項目を用いて練習した。「( 対象児からみて右

の絵を指し ) こっちの男の子 ( 女の子 ) は楽しそうで

す。( 左の絵を指し ) こっちの男の子 ( 女の子 ) は悲

しそうです。ではこの 2 人の男の子 ( 女の子 ) のうち

どちらの方があなたに似ていますか。私に教えて下さ

い。」という教示をし，対象児は指さしにて選択をし

た。対象児が自分の方からみて右の絵を選択した場合，

研究者はその絵の下の円を指して，「( 大きい円を指

し ) あなたはいつも楽しいですか，それとも ( 小さい

円を指し ) ときどき楽しいですか。」と尋ねた。対象

児が左の絵を選択した場合は，その絵の下の円を指

して，「( 大きい方の円を指し ) あなたはいつも悲しい

ですか。それとも ( 小さい方の円を指し ) ときどき悲

しいですか。」と尋ねた。項目の順序は，練習項目を

2 項目実施した後，学習面の項目と運動面の項目を計

14 項目実施した。各項目の図版には 2 つの絵が描かれ，

各下位尺度内で，4 枚は有能な子どもが右側に，残り

は左側に描かれた。2 つの絵のそれぞれの下に，行動

の程度を大きさによって表現した大小 2 つの円が描か

れた。対象児は最初に 2 つの絵のうちの一方を選択し，

次に選択した絵の下に描かれている大小 2 つの円のう

ち一方を選択した。対象児の回答は 2 回 2 件法による

4 段階評定とした。

　他者評価は，保育者に，対象児の学習および運動能

力について，対象児と同様の図版および質問項目で作

成した質問紙への回答を依頼し，評定をしてもらった。

保育者の回答は，幼児同様 2 回 2 件法による 4 段階評

定とした。

　幼児の学習および運動能力に関する自己評価と他者

評価の得点は，先行研究 1,2) に従い質問項目ごとに自

己評価および他者評価の高い順に 4，3，2，1 点とし

て数値化し，下位尺度の学習面と運動面の得点は，4
点× 7 項目 = 28 点を満点とし，総得点は，4 点× 14
項目 = 56 点を満点として算出した。

　客観的な指標が「とってもよくできる」という高い

場合における自己に対する判断の特徴を検討するた

め，質問項目ごとに他者評価が 4 点であった場合の自

己評価について，他者評価同様 4 点の場合を妥当な反

応，他者評価より低い 3 点以下の場合を謙遜の反応と

定義した。

2.3　分析方法

　自己評価および他者評価の得点について，男児と女

児の比較を Mann-Whitney の U 検定を用いて行った。

　男児と女児それぞれで，自己評価の得点と他者評価

の得点の比較を Mann-Whitney の U 検定を用いて行っ

た。

　なお，男児と女児の 2 標本のデータのヒストグラム

および Shapiro-Wilk 検定の結果，データが有意に正規

性に従わない (p < 0.05) と判断されたため，ノンパラ

メトリックな手法を適用した。

　他者評価 4 に対する自己評価の反応が妥当か謙遜か

について，下位項目による自己評価の反応に違いがあ

るかどうかクロス集計表により検証を行った。また，

下位項目ごとに男児と女児による自己評価の反応に違

いがあるかどうかクロス集計表により検証を行った。

クロス集計表は，Fisher の直接法またはχ2 独立性の

検定を用いて比較した。なお，項目 5 については，他

者評価 4 であった人数が少なく，分析から除外した。

　統計解析には，SPSS Statistics-25 (IBM) を用い，有

意水準は 0.05 とした。

３　結果

3.1　幼児の学習および運動能力に関する自己評価と

他者評価

3.1.1　下位尺度および総得点について

　表 1 は，自己評価と他者評価の下位尺度および総得

点を示したものである。

　男児と女児の自己評価および他者評価の得点は，下

位尺度 28 点の満点に対し中央値 23-26 の範囲，総得

点 54 点の満点に対し中央値 46.5-50 の範囲であり，い

ずれも高い得点に偏っていた。自己評価および他者評
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価の得点について，男児と女児を比較した結果，下位

尺度の学習面と運動面，総得点いずれも有意差は認め

なかった。男児と女児それぞれで，自己評価の得点と

他者評価の得点を比較した結果，下位尺度の学習面と

運動面，総得点いずれも有意差は認めなかった。

3.1.2　下位項目について

　表 2 は，項目内容およびそれぞれの自己評価と他者

評価の得点を示したものである。

　自己評価の得点は，男児と女児いずれも 14 項目中

11 項目で中央値 4 を示しており，高い得点に偏って

いた。自己評価の得点について男児と女児で比較し

た結果，3 項目に有意差を認めた。その項目は，学習

面における「絵を描くのが上手か」（男児＜女児，p = 
0.008）と「自分の名前をひらがなでかけるか」（男児

＜女児，p = 0.014）という 2 項目，運動面における「ブ

ランコをこげるか」（男児＜女児，p = 0.032）という 1
項目であった。

　他者評価の得点は，男児は 14 項目中 10 項目，女児

は 14 項目中 11 項目で中央値 4 を示しており，高い得

点に偏っていた。他者評価の得点について男児と女児

を比較した結果，3 項目に有意差を認めた。その項目

は，学習面における「絵を描くのが上手か」（男児＜

女児，p = 0.001）と「いろいろな曜日を言えるか」（男

児＜女児，p = 0.034）という 2 項目，運動面における「片

足でけんけんするのが上手か」（男児＜女児，p = 0.019）

という 1 項目であった。

　男児と女児それぞれで，自己評価の得点と他者評価

の得点を比較した結果，男女いずれも運動面の 2 項目

に有意差を認めた。その項目は，男児においては「ブ

ランコをこげるか」（自己評価＜他者評価，p = 0.046）

と「紐を蝶結びにできるか」（自己評価＞他者評価，p 
< 0.001）という２項目であった。女児においては「紐

を蝶結びにできるか」（自己評価＞他者評価，p = 0.025）

と「ボールを続けてつけるか」（自己評価＞他者評価，

p = 0.019）という 2 項目であった。

3.2　他者評価 4 に対する自己評価の反応

3.2.1　下位項目ごとの比較について

　表 3 は，下位項目ごとに他者評価 4 に対する自己評

価の反応が妥当か謙遜かという人数を集計したもの

である。「紐を蝶結びにできるか」の項目については，

他者評価 4 である人数が少ないため，以降の分析から

除外した。下位項目による自己評価の反応に違いが

あるかどうかχ2 独立性の検定を用いて比較した結果，

人数の偏りは有意であった（p < 0.001)。残差分析の

結果，いずれも学習面の項目である「かるたをとれる

か」という項目と「いろいろな曜日を言えるか」とい

う項目は謙遜の反応が多かった。一方，「自分の名前

を読めるか」という項目については，謙遜の反応は少

なかった。全体として，妥当な反応は約 70％，謙遜

の反応は約 30％であった。

3.2.2　性差について

　表 4 は，下位項目ごとに男児と女児の他者評価 4 に

対する自己評価の反応が妥当か謙遜かという人数を集

計したものである。下位項目ごとに男児と女児による

自己評価の反応に違いがあるかどうか Fisher の直接法

またはχ2 独立性の検定を用いて比較した結果，運動

面における「ブランコをこげるか」という項目で人

数の偏りが有意であった（p = 0.048)。謙遜の反応は，

男児は 45.0％に対し，女児は 15.8％であった。また，

学習面における「自分の名前をひらがなでかけるか」

という項目で人数の偏りが有意であった（p = 0.031)。
謙遜の反応は，男児は 38.9％に対し，女児は 9.1％で

あった。

表 1　自己評価と他者評価の得点
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表 2　項目内容と自己評価と他者評価の得点

表 3　他者評価の得点が 4 の際の自己評価の反応（人数と割合）
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４　考察

4.1　幼児の学習および運動能力に関する自己評価と

他者評価について

　幼児の自己評価は，表 1 に示すように，従来の知見

と同様，本研究においても男女いずれも得点分布は全

体に高い得点に偏っていた。また，下位尺度および総

得点を変数として自己評価と他者評価を比較した結

果，男女いずれも有意差がみられなかったことから，

幼児の自己評価はある程度実際の能力を反映している

と考えられた。しかし，他者評価が全体的に高い得点

に偏っていたことから，桜井ら 2) が指摘するように，

年長児に対する質問項目としては質問内容の難易度が

低かった可能性が考えられる。これまで，下位尺度お

よび総得点を変数とした自己評価と他者評価の得点に

おいて，女児が高いとの指摘 4,13) があったが，本研究

では性差は認められなかった。しかし，表 2 に示すよ

うに，下位項目の自己評価と他者評価の得点において

は，いずれも 14 項目中 3 項目に性差を認め，先行研

究 4,13) の結果と同様，全て女児が男児より高いという

表 4　性差：他者評価の得点が 4 の際の自己評価の反応（人数と割合）
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結果であった。性差を認めた項目として，学習面の「絵

を描くのが上手か」という項目は，自己評価および他

者評価いずれも女児が男児より高いという結果を示し

ており，また，学習面の「自分の名前をひらがなでか

けるか」という項目についても，自己評価は女児が男

児より高い結果を示していた。この背景には，女児の

方が静的な遊びをするといった遊びの性差による影響
11) が考えられ，女児の方がお絵描きやお手紙などのや

りとりを好む傾向にあることが要因の一つとして考え

られた。他者評価について，これまで幼児期の運動能

力に関して男児の方が女児より日常での体験が多く，

成績が良いと報告されてきた 14,15) が，運動面の「片足

でケンケンするのが上手か」という項目は，女児が男

児より高い傾向であった。運動能力の評価項目が異な

るため単純な比較はできないが，吉田  11) が，幼児期

における運動能力の発達は，運動経験の違いによるも

のであることを示唆しているように，性差のみでなく

運動経験の違いが影響している可能性が考えられた。

　また，自己評価と他者評価の関連について，表 1 に

示すように，下位尺度および総得点を変数として自己

評価と他者評価の得点を比較した結果，性差は認めら

れなかった。しかし，表 2 に示すように，下位項目に

おいては，男児および女児いずれも自己評価と他者評

価の比較において 14 項目中 2 項目に有意差を認めた。

その項目はいずれも運動面の項目であり，男児の 1 項

目を除いては，自己評価が他者評価より有意に高い得

点を示しており，幼児は自己に対する肯定的な判断を

するというこれまでの知見を支持する結果であった。

男女に共通した「紐を蝶結びにできるか」という項目

については，他者評価の得点の中央値が男児は 1，女

児は 2 と低く，また，女児においては，「ボールを続

けてつけるか」という項目も他者評価の得点の中央値

が 2 と低かった。このように，他者評価が自己評価よ

り有意に低いという関連から，やはり幼児期はできな

いことに対しても比較的肯定的に捉えていることが示

された。一方，自己評価が他者評価より有意に低い得

点を示した項目は，男児における「ブランコをこげる

か」という項目であった。これは，幼児期においても

内容によっては過小評価となる領域が存在する可能性

を示していると考えられた。この背景として，活発な

遊びを好む男児 11) にとって，自身の中でより高く目

標を設定していることや，自分より上手にできる他児

との比較といった社会的比較を通した自己に対する判

断である可能性が示唆された。

4.2　他者評価 4 に対する自己評価の反応について

4.2.1　下位項目の比較について

　表 3 に示すように，それぞれの下位項目で，本研究

で着目した謙遜の反応は，学習面における「かるたを

とれるか」と「いろいろな曜日を言えるか」という 2

項目に多いことが示された。「かるたをとれるか」と

いう項目は，14 項目では唯一競争の要素が含まれて

おり，他児との比較がより明確になると考えられた。

また，「いろいろな曜日を言えるか」という項目につ

いては，曜日を正しく答えることが可能になるのは，

6 歳 0 か月時点で約半数と言われている 16)。この項目

に関しては，7 個ある曜日をいくつ言えるかというよ

うに判断基準が数値で示されるため，本研究の対象児

の年齢を考慮すると，言えるときと言えないときがあ

るという浮動的な状態を幼児自身が認識している可能

性が考えられた。

　一方，妥当な反応が多かった「自分の名前を読める

か」という項目については，5 歳児健診 17) の問診通過

率が 90％を超えており，判断基準としても読めるか

読めないかが明確であるため，日常生活の中で幼児自

身が認識しやすい項目であると考えられた。また，「自

分の名前が読めるか」という項目と同様，53 名中 50
名において他者評価 4 であった「数を数えるのが上手

か」という項目では，人数の偏りがみられなかった。

その要因として，いくつまで数えられると上手と言え

るか，という判断基準が幼児によって異なる可能性が

考えられた。

　加えて，先行研究 10) では，お絵描きの活動で，他

児との能力比較と自己評価の間に関連がみられたとさ

れていたが，本研究では「絵を描くのが上手か」とい

う項目について，人数の偏りはみられなかった。その

背景として，桜井ら 2) も指摘するように，幼児期であ

れば例えどんな絵であっても賞賛されることが多いと

予想され，養育環境などによる影響も考えられた。

　下位項目全てにおいて謙遜の反応を示す幼児が存在

することが明らかにされたが，全体を通して謙遜の反

応は約 30％であり，妥当な反応の方が約 70％と多い

ことが示された。

4.2.2　下位項目ごとの男児と女児の比較について

　社会的比較に関する性差については，高田は 9)，他

児への関心は年齢とともに増大し，女児に顕著である

と示しているが，本研究では，表 4 に示すように，男

児が女児と比較して謙遜の反応をした者が妥当な反応

をした者より有意に多い項目が 2 項目あると示され

た。その項目は運動面における「ブランコをこげるか」

という項目と学習面における「自分の名前をひらがな

でかけるか」という項目であった。その要因として，

高田 9) が，自他の競争は女児より男児に多いと指摘し

ているように，本研究は主に能力についての自己評価

を測定したため，男児に競争的な対比が目立ったとい

うことが一つの可能性として考えられる。ただし，こ

の結果からのみで，5，6 歳児における自己評価の謙

遜の反応は女児より男児にみられるということを示す

ことは難しい。遊びの嗜好，運動経験，養育環境など

様々な要因を考慮する必要がある。
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4.3　今後の課題

　本研究では，他者評価 4 に対する自己評価の反応に

ついて「なぜそう判断したか」という理由を尋ねてい

ないため，その背景要因については今後検討の必要が

ある。さらに，今回は年長児のみを対象としたが，年

中児との比較による横断的研究，また，年齢とともに

能力は向上するが，社会的比較により自己評価が低下

するといった関係を明らかにするためには縦断的研究

が必要であると考えられる。

　

５　結論

　本研究では，5，6 歳児における学習および運動能

力に関する自己評価について検討した。下位尺度およ

び総得点を変数とした比較では，性差は認められな

かったが，下位項目を分析した結果，自己評価および

他者評価いずれも女児の方が男児より高い項目がある

ことが示された。また，これまで，幼児は自己に対し

て肯定的な評価を行うとされてきたが，男児において

は，自己評価が他者評価より低い過小評価を示す項目

があることが示された。さらに，客観的な指標である

他者評価が「とってもよくできる」という高い場合に

おける自己に対する判断としての自己評価の特徴を分

析した結果，5，6 歳になると，男女いずれも，自己

評価が他者評価よりやや低い謙遜の反応を示す児が存

在することが示された。
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注

　本研究で用いたデータは，小畠（2017）のデータと

一部（男児 26 名）重なっているが，さらに女児（27 名）

を追加して使用した。
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Abstract

The purpose of this study was to compare the self-evaluation of cognitive and physical competence in 5- and 6-year-old 
children with the evaluation by others with a focus on gender differences. The results indicated that there was no signifi cant 
difference in the subscale scores of cognitive and physical competence and total scores. Certain items in the subscales 
showed a higher score in self-evaluation and evaluation by others for girls than for boys. While it is generally believed that 
young children tend to overestimate their abilities, this study shows that boys underestimated their abilities. In addition, in 
certain items some of participants rated themselves with a low score (≦3) while others evaluated them with a higher score (4). 
We conclude that this underestimation indicates modesty in the participants.

Key words: young children, self-evaluation of competence, gender difference, modesty
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