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第５章 子どもの前向きに生きる姿勢と家族 

 

                          静岡大学人文学部 教授  舩 橋 惠 子 

 

 

要旨 

 本章では，クロス集計データに基づいて，子どもの前向きに生きる姿勢をはぐくむ家族の在り方を探

る。まず子どもの自立過程における親への批判感情と信頼感情を分析する中から，子どもにとっての「家

庭生活の楽しさ」というかぎになる視点を得る。次に，「家庭生活の楽しさ」が子どもの前向きに生き

る姿勢と相関しており，人生に背を向けたような子どもの反社会的な姿勢と逆相関していることを見る。

「家庭生活の楽しさ」の背後には，良好な人間関係形成と活発な家族内コミュニケーションがある。そ

して，そのために親がなし得ることは，親自身の前向きな姿勢，地域社会の社交，子どもの自律性の尊

重，夫婦間のコミュニケーションと父親の育児参加である。しかし，現実には父親には稼ぎ手役割が，

母親には育児役割が重く課せられている中で，無職の母親はアンビバレントな育児意識を持っている。

このような問題を解決しながら，親も子も前向きに生きられる社会的状況を作っていく必要がある。家

族が多様化して家族の形がいかに変わろうとも，子どもが「家庭生活の楽しさ」を感じられることを大

切にしていくことは，ひとつの道しるべとなり得るだろう。 

 

はじめに 問題意識とデータ 

 次世代の子どもたちには希望を持って前向きに生きてほしいと，だれもが願っているであろう。では，

どうしたら子どもの前向きに生きる姿勢をはぐくむことができるのだろうか。子どもの生きる姿勢とは，

もともと子ども自身が潜在的に持っている能力の問題であるのかも知れないが，学校，地域，家庭など

の環境いかんで花開いたり抑制されたりする面もあるはずである。ここでは子どもの前向きに生きる姿

勢と関係する「家族」の諸要因について検討したい。 

 本調査は，子どもの自立過程に影響を与える家族の諸要因を詳細にとらえるために，対象児童の保護

者をできる限りペアでとらえることにした。その結果，対象児とその保護者２名の回答がそろったケー

スは1,195組あった。本章では，このペアベース・データを使用して分析する。 

 

第１節 子どもから見た親 

１ 自立過程における親の相対化 

 子どもから親はどう見えているか。子どもの親評価を尋ねた青少年Q11の結果を見ると，親に対する反

抗感や批判は年齢（学年）とともに高まる傾向がある。小学生と中学生に分けて見ると，「お父さんに，

反発を感じる（青少年Q11(ア)）」割合は，小学生25.6％から中学生38.5％に13ポイント増加し，「お母さ

んに，反発を感じる（青少年Q11(オ)）」割合は，小学生30.0％から中学生38.5％に９ポイント増加して

いる。また「お父さんは，口うるさい（青少年Q11(エ)）」と思う割合は，小学生27.7％から中学生37.3％
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に10ポイント増加し，「お母さんは，口うるさい（青少年Q11(ク)）」と思う割合は，小学生41.9％から

中学生55.7％に14ポイント増加している。中学生になると扱いが難しいということが分かる。 

 反対に「お父さんは，頼りになる（青少年Q11(イ)）」と思う割合は，小学生86.1％から中学生83.5％

に３ポイント減少，「お母さんは，頼りになる（青少年Q11(カ)）」と思う割合は，小学生89.4％から中

学生84.9％に５ポイント減少している。また「お父さんは，自分の気持ちをわかってくれる（青少年Q11

(ウ)）」と思うのは，小学生70.0％から中学生61.7％に８ポイント減少，「お母さんは，自分の気持ちを

わかってくれる（青少年Q11(キ)）」と思うのは，小学生85.2％から中学生79.0％に６ポイント減少して

いる。さらに青少年Q33で「何か困ったことや悩みがあったときに相談する相手」として，父親を挙げる

のは小学生37.2％から中学生26.1％に11ポイント低下，母親を挙げるのは小学生74.9％から中学生57.2％

に18ポイントも落ちている。その代わりに相談先で増えてくるのが，同性の友達・異性の友達・先輩など

である。「同性の友達」は小学生47.8％から中学生71.8％へ24ポイントも増加し，「異性の友達」は小学

生3.9％から中学生11.2％へ７ポイント，「せんぱい」は小学生3.3％から中学生9.1％へ６ポイント増加し

ている。中学生では親子の親密さが減少し，友達関係へと子どもの世界が広がっていく。 

 これらの変数は，都市規模・生活程度・親の学歴・世帯構成とのクロス集計を見てもほとんど有意差

がないことから，家族の構成や階層，地域特性などに規定された社会問題と言うよりも，子どもの発達

に伴う一般的な現象と解釈することができる。つまり，小学生のころは親に頼り比較的素直に振る舞っ

ていた子どもたちも，一般に中学生になると親に反発し距離を取り友達との信頼関係を形成していく傾

向がある。９歳から15歳（小学校４年生から中学校３年生）までの間は，子どもが親の影響力の枠外へと

羽ばたいていく自立過程であり，子どもは親を相対化し批判することができるようになるのである。 

 

２ 親への批判感情と家庭生活の楽しさ 

 子どもの年齢とともに一般的に増加する親への批判感情は，どの家庭でも同じなのだろうか。具体的

な家庭の在り方に関する変数とのクロス集計結果の中で，親への批判感情と有意な相関関係が見られた

のは，子どもの感じる「家庭生活の楽しさ（青少年Q12）」であった（表Ⅲ－５－１，表Ⅲ－５－２）。 

 

（％）

あてはまる（計） あてはまらない（計） あてはまる（計） あてはまらない（計）
青12 楽しい 　　（計） 31.5 67.0++ 32.1 66.4+
家庭生活 楽しくない（計） 50.0 41.7-- 45.8 45.8-

++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。

表Ⅲ-５-１　父親への批判感情と家庭生活の楽しさ

青11（ア）お父さんに，反発を感じる 青11（エ）お父さんは，口うるさい
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（％）

あてはまる（計） あてはまらない（計） あてはまる その他（計）*
青12 楽しい 　　（計） 33.7－ 65７＋ 19.8-- 80.2
家庭生活 楽しくない（計） 54.2＋ 45.8－ 45.8++ 54.2

表Ⅲ-５-２　母親への批判感情と家庭生活の楽しさ

青11（オ）お母さんに，反発を感じる 青11（ク）お母さんは，口うるさい

*その他(計)は,「まああてはまる」,「あまりあてはまらない」,「あてまらない」,「いない」の合計。
　 あてはまる(計), あてはまらない(計)で見ると統計的に有意差が出ないため，このように表現した。なお，これらの表で合計が100％にな
らないところは,「いない」を省略したためである。
++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。  

 
 このデータから，親への批判感情を持っているほど子どもは家庭生活を楽しいとは感じない傾向があ

り，逆に家庭生活が楽しいほど子どもの親への批判感情は小さいと言うことができる。 

 

３ 親への信頼感情と家庭生活の楽しさ 

 次に，子どもの年齢が増すにつれて一般的に減少する親への信頼感情は，具体的な家庭の在り方とど

んな関係があるだろうか。クロス集計結果の中で親への信頼感情と有意な相関関係が見られたのは，や

はり青少年Q12の子どもから見た「家庭生活の楽しさ」であった（表Ⅲ－５－３，表Ⅲ－５－４）。 

 

（％）

あてはまる（計） あてはまらない（計） あてはまる（計） あてはまらない（計）
青12 楽しい 　　（計） 85.7++ 12.9-- 66.8++ 31.8--

家庭生活 楽しくない（計） 45.8-- 45.8++ 25.0-- 66.7++
++，--：有意水準１％で有意である。

青11（ウ）お父さんは，自分の気持ちをわかってくれる

表Ⅲ-５-３　父親への信頼感情と家庭生活の楽しさ

青11（イ）お父さんは，頼りになる

 
 

（％）

あてはまる（計） あてはまらない（計） あてはまる（計） あてはまらない（計）
青12 楽しい 　　（計） 87.7++ 11.7-- 82.7++ 16.7--
家庭生活 楽しくない（計） 62.5-- 37.5++ 54.2-- 45.8++

++，--：有意水準１％で有意である。

青11（カ）お母さんは，頼りになる 青11（キ）お母さんは，自分の気持ちをわかってくれる

表Ⅲ－５－４　母親への信頼感情と家庭生活の楽しさ

 

 子どもは，家庭生活を楽しいと感じるほど親への信頼感（頼りになると思い，自分の気持ちを分かっ

てくれると思う）を強めるようであり，また信頼感があるほど家庭生活が楽しいと感じている。 

 さらに，家庭生活が「楽しくない」と答えた子どもたちは，「楽しい」と答えた子どもよりも，青少年

Q33 で「何か困ったことや悩みがあったときに相談する相手」として異性の友達や雑誌・本・インター

ネットを選ぶ割合が高い（表Ⅲ－５－５）。 
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（％）
青33（ア）お父さん 青33（イ）お母さん 青33（ク）異性の友達 青33（ス）雑誌・本・インターネット

青12 楽しい 　　（計） 32.1 66.6 7.2- 1.2-
家庭生活 楽しくない（計） 16.7 50.0 20.8+ 8.3++

表Ⅲ-５-５　困ったことや悩みごとの相談先と家庭生活の楽しさ

++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。  

 

４ 小括－かぎとしての家庭生活の楽しさ－ 

 以上の分析をまとめると，子どもは年齢とともに親を相対化し批判することができるようになるが，

親への批判感情の背景には家庭生活が楽しくないという現実があり，親への信頼感情の背景には家庭生

活の楽しさがある。言い換えると，家庭生活が楽しい場合は反発よりも信頼が勝り，子どもは親とコミ

ュニケーションを取るのに対して，家庭生活が楽しくないと信頼よりも反発が勝り，子どもは親から離

れていく傾向がある。そこで，家庭生活の楽しさと相関する諸変数を次節で検討する。 

 

第２節 家庭生活の楽しさと子どもの前向きな姿勢 

 子どもの行動や意識に関する変数と家庭生活の楽しさとのクロス集計をさらってみると，興味深い項

目で有意差が検出された。 

 

１ 家庭生活の楽しさと子どもの積極的活動 

 家庭生活が楽しい子どもは，家庭でも学校でも地域でも積極的に行動し前向きに努力している。家の

手伝い（青少年Q５）をよくし（表Ⅲ－５－６），「人の役に立つ人間になりたい（青少年Q23(ア)）」，「勇

気のある人間になりたい（青少年Q23(イ)）」，「将来のためにも，今，頑張りたいと思う（青少年Q23(カ)）」

（表Ⅲ－５－７）。学校の行事(運動会や文化祭など)に熱心に参加（青少年Q14(イ)）し，授業中は自分

から手を上げて発言する（青少年Q14(オ)）（表Ⅲ－５－８）。また地域が好き（青少年Q30）で，やって

みたい活動（青少年Q31）がある（表Ⅲ－５－９）。 

 

      

（％）

ある（計） ない（計）
青12 楽しい 　　（計） 64.4+ 35.6-
家庭生活 楽しくない（計） 41.7- 58.3+

表Ⅲ-５-６　家庭生活の楽しさと家の手伝い

+，-：有意水準５％で有意である。

青５家の手伝いをすること
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（％）

そう思う（計） そう思わない（計） そう思う（計） そう思わない（計） そう思う（計） そう思わない（計）
青12 楽しい 　　（計） 93.0++ 7.0-- 93.6++ 6.4- 88.0++ 12.0--
家庭生活 楽しくない（計） 70.8-- 29.2++ 70.8-- 29.2++ 66.7-- 33.3++

青23（ア）人の役に立つ人間

表Ⅲ-５-７　家庭生活の楽しさとなりたい自己像

++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。

青23（イ）勇気のある人間 青23（カ）将来のために今頑張る

 

（％）

あてはまる（計） あてはまらない（計） あてはまる（計） あてはまらない（計）
青12 楽しい 　　（計） 88.9++ 11.1-- 59.9++ 40.1--

家庭生活 楽しくない（計） 54.2-- 45.8++ 33.3-- 66.7++

表Ⅲ-５-８　家庭生活の楽しさと学校生活への積極的参加

++，--：有意水準１％で有意である。

青14（イ）学校行事への熱心な参加 青14（オ）学校行事への熱心な参加

 

（％）

あてはまる（計） あてはまらない（計） 在日外国人との交流 障害者の支援 ひとつもない
青12 楽しい 　　（計） 96.5++ 3.5-- 43.2++ 35.7++ 7.7--

家庭生活 楽しくない（計） 70.8-- 29.2++ 8.3-- 8.3-- 25.0++
++，--：有意水準１％で有意である。

表Ⅲ-５-９　家庭生活の楽しさと地域へのコミットメント

青30住んでいる地域が好き 青31やってみたい活動

 
 
 以上のデータから，家庭生活を楽しいと感ずる子どもの積極性が見えてくる。 

  

２ 家庭生活が楽しくない子どもの問題 

 家庭生活が楽しくない子どもは，いろいろな問題を抱えているようだ。 

 学校生活に関してこれらの子どもたちに有意に多かったのは，「授業中，いねむりをすること（青少

年Q13(ア)）」，「クラスの仕事や掃除をさぼること（青少年Q13(イ)）」，「授業中かってに席を離れ

ること（青少年Q13(エ)）」，「宿題をしていかないこと（青少年Q13(カ)）」，「先生に逆らったり口

答えすること（青少年Q13(ク)）」であった（表Ⅲ－５－10）。 

 

（％）

ある（計） ない（計） ある（計） ない（計） ある（計） ない（計） ある（計） ない（計） ある（計） ない（計）
青12 楽しい 　　（計） 13.9-- 86.1++ 13.7-- 86.3++ 4.4-- 95.6++ 21.9- 78.1+ 10.5- 89.5+
家庭生活 楽しくない（計） 33.3++ 66.7-- 45.8++ 54.2-- 25.0++ 75.0-- 41.7+ 58.3- 25.0+ 75.0-

++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。

表Ⅲ-５-10　家庭生活の楽しくないことと学校での問題行動

青13（カ）宿題をしない 青13（ク）先生に口答え青13（ア）授業中いねむり 青13（イ）掃除等をさぼる 青13（エ）席を離れる
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 青少年Q13の（ウ）遅刻をすること，（オ）ずる休みをすること，（キ）忘れ物をすることについても，

「よくある」という回答だけに注目すれば有意に多い。学校以外で勉強する時間(青少年Q７(ア))は「ほ

とんどない」と言う子どもや，学校の成績(青少年Q16)が「下のほう」である子どもが有意に多い。さら

に地域行事への参加(青少年Q29)も有意に少なかった(データは省略)。このように学校や地域の生活に背

を向けた態度は，家庭生活が楽しくないこととつながっている。 

 実はこれらの子どもたちは，もっと深刻な状況にあるようだ。友達からいじめられる（青少年Q13(コ)）

ことが多く，人は信用できない（青少年Q23(ウ)）と思っており，人といると疲れる（青少年Q23(コ)）

割合が高い（表Ⅲ－５－11）。 

 

（％）

ある（計） ない（計） そう思う（計）
そう思わない
（計）

そう思う（計）
そう思わない
（計）

青12 楽しい 　　（計） 8.9-- 91.1++ 22.1-- 77.9++ 11.9-- 88.1++
家庭生活 楽しくない（計） 25.0++ 75.0-- 54.2++ 45.8-- 37.5++ 62.5--

表Ⅲ-５-11　家庭生活の楽しくないこととネガティヴな状況

++，--：有意水準１％で有意である。

青13（コ）友達からいじめられる 青23（ウ）人は信用できない 青23（コ）人といると疲れる

 
  

 悩みや心配の有無について(青少年Q32)も，楽しくない子どもたちは回答割合が全体に高く，中でも「性

格のこと」(45.8％)，「お金のこと」(25.0％)，「容姿のこと」(20.8％)，「家族のこと」(16.7％)，「性

に関すること」(12.5％)が相対的に高くなっている。 

 さらに，「ものごとに集中できない（青少年Q34(イ)）」，「よくうそをつく（青少年Q34(エ)）」，

「万引きをした友達がいる（青少年Q34(オ)）」，「ひどく怒ったり，乱暴をしてしまうことがある（青

少年Q34(キ)）」，「いらいらすることが多い（青少年Q34(ク)）」といった危機的状況への回答率が有

意に高い（表Ⅲ－５－12）。 

 

（％）

ある（計） ない（計） ある（計） ない（計） ある（計） ない（計） ある（計） ない（計） ある（計） ない（計）
青12 楽しい 　　（計） 37.5- 62.5+ 19.6-- 80.4++ 12.8-- 87.2++ 20.0-- 80.0++ 35.5- 64.5+

家庭生活 楽しくない（計） 58.3+ 41.7- 50.0++ 50.0-- 33.3++ 66.7-- 41.7++ 58.3-- 58.3+ 41.7-

表Ⅲ-５-12　家庭生活の楽しくないことと危機的な状況

++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。

青34（ク）いらいら青34（イ）集中できない 青34（エ）うそをつく 青34（オ）万引きした友達 青34（キ）怒り乱暴

 

 

 このような分析を踏まえると，家庭生活が楽しいか楽しくないかは家庭だけの問題にとどまらず，子

どもの置かれている状況を象徴的に示すリトマス試験紙のように見える。 

 家庭が楽しい子どもは学校も楽しく，家庭が楽しくない子どもは学校も楽しくない。それゆえ，家庭

が楽しくない子どもは，ほっとできる場所（青少年Q９）を家庭や学校の外例えば図書館や児童館に求め
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るのである（表Ⅲ－５－13）。 

 

（％）

楽しい（計） 楽しくない（計） 家 学校 図書館や児童館など 塾や習い事 まちの中 その他
青12 楽しい 　　（計） 96.4++ 3.6-- 86.4++ 8.7 2.4-- 1.0 0.9 0.5
家庭生活 楽しくない（計） 70.8-- 29.2++ 66.7-- 12.5 16.7++ 4.2 － －

++，--：有意水準１％で有意である。　　　　　　　　－：回答者なし

表Ⅲ-５-13　家庭生活の楽しさと居場所

青15学校生活 青９ほっとできる場所

 
 

３ 家庭生活の楽しさと人間関係 

 家庭生活が楽しい子どもに特徴的なのは，人間関係の良好さである。何でも話せる友達がいて（青少

年Q21(ア)），先生との関係がうまくいっている（青少年Q14(ウ)）（表Ⅲ－５－14）。 

 

（％）

（ア）何でも話せる友あり （イ）めんどうくさい あてはまる（計） あてはまらない（計）
青12 楽しい 　　（計） 85.4++ 14.8-- 88.7++ 11.3--

家庭生活 楽しくない（計） 58.3-- 50.0++ 66.7-- 33.3++

青21友達付き合いについて 青14（ウ）先生との関係がうまくいっている

表Ⅲ-５-14　家庭生活の楽しさと人間関係の良好さ

++，--：有意水準１％で有意である。  
 

 これらの子どもたちは，家族でよくおしゃべりし（青少年Q10(ア)），家族で社会の出来事について話

し（青少年Q10(イ)），家族で買物や食事に出掛けることが多い（青少年Q10(ウ)）（表Ⅲ－５－15）。し

かし，夕食を家族と一緒に取るかどうか(青少年Q３)は関係がなかった。 

 

（％）

ある（計） ない（計） ある（計） ない（計） ある（計） ない（計）
青12 楽しい 　　（計） 97.7++ 2.3-- 66.7++ 33.3-- 83.9++ 16.1--
家庭生活 楽しくない（計） 79.2-- 20.8++ 29.2-- 70.8++ 62.5-- 37.5++

表Ⅲ-５-15　家庭生活の楽しさと家族内コミュニケーション

++，--：有意水準１％で有意である。

青10（ア）家族でよくおしゃべり 青10（イ）社会の出来事を話しあう 青10（ウ）家族で買物や食事に

 
 

４ 小括 

 家庭生活の楽しさと子どもの積極的に行動する姿勢は相関しており，いろいろな問題を抱えている子

どもは家庭も学校も楽しいと感じていない。家庭生活が楽しい場合，家族・学校・友達のいずれにおい

ても人間関係が良好で，家族内のコミュニケーションに優れていた。 

 

第３節 家族のコミュニケーションと家庭生活の楽しさ 

 それでは親がどのような子育てをすれば，子どもは家庭生活を楽しいと思うのだろうか。保護者調査
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から有意差のある変数を拾ってみよう。 

 

１ 社交性と自律性 

 子どもの教育やしつけについて保護者が心掛けていることを問う12項目(保護者Q１)のうち有意差があ

ったのは，「近所の人たちと家族ぐるみで付き合うようにしている(保護者Q１(ク))」，「近所のお祭や

行事に一緒に参加するようにしている(保護者Q１(ケ))」，「自分でできることは任せている(保護者Q１

(シ))」の３項目だけであった（表Ⅲ－５－16）。 

 

（％）

あてはまる（計） あてはまらない（計） あてはまる（計） あてはまらない（計） あてはまる（計） あてはまらない（計）
青12 楽しい 　　（計） 32.2+ 66.8- 52.9++ 46.1-- 90.2+ 8.9-
家庭生活 楽しくない（計） 18.8- 81.3+ 31.3-- 68.8++ 79.2- 18.8+

++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。

表Ⅲ-５-16　子どもの家庭生活の楽しさと親の心掛け

保１（ク）近所づきあい 保１（ケ）地域のお祭や行事に参加 保１（シ）できることは子どもに任せる

 

 
 意外なことに，「毎日，夕食を一緒にとるようにしている（保護者 Q１(イ)）」，「博物館，美術館，図

書館，映画，演劇などに連れて行くようにしている（保護者Q１(オ)）」，「スポーツを一緒にするように

している（保護者Q１(カ)）」，「自然の中で，一緒に遊んだり，キャンプをしたりするようにしている（保

護者 Q１(キ)）」といった，だれが考えても理想的な親行動の項目では有意差が見られなかった。また，

「勉強をみるようにしている（保護者Q１(ア)）」，「見る時間を決めてテレビを見させている（保護者Q

１(ウ)）」，「本を読むように勧めたり，読んだ本の感想を話し合ったりしている（保護者Q１(エ)）」，「学

校の行事には，必ず，行くようにしている（保護者Q１(コ)）」といった教育的配慮でも目立った差が見

られない。ましてや「欲しがるものは，たいてい買い与えるようにしている（保護者 Q1(サ)）」のは効

果がない。地域社会への参加(社交性)や自律性の尊重といった地味で基本的な行動が，子どもの家庭生

活の楽しさに関係していた。 

 

２ 親自身の生き方 

 親自身の生き方にかかわる項目(保護者Q27)の中で有意差があったのは，「人の役に立つ人間になりた

い(保護者Q27(イ))」と「勇気のある人間になりたい(保護者Q27(ウ))」の二つであった（表Ⅲ－５－17）。 

 

（％）

そう思う（計） そう思わない（計） そう思う（計） そう思わない（計）
青12 楽しい 　　（計） 87.1++ 12.6-- 88.1++ 11.7-

家庭生活 楽しくない（計） 66.7-- 31.3++ 75.0-- 22.9+
++，--：有意水準１％で有意である。

表Ⅲ-５-17　子どもの家庭生活の楽しさと親の生き方

保27（イ）人の役に立つ人間になりたい 保27（ウ）勇気のある人間になりたい
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 また，親が「子育ては楽しみや生きがいである(保護者 Q13)」と思っていることと，子どもの家庭生
活の楽しさ（青少年Q12）とは相関していた（表Ⅲ－５－18）。 

 

      

（％）

そう思う（計） そう思わない（計）
青12 楽しい 　　（計） 89.0++ 10.1--
家庭生活 楽しくない（計） 77.1-- 22.9++

++，--：有意水準１％で有意である。

表Ⅲ-５-18　子どもの家庭生活の楽しさと親の子育て観

保13子育ては楽しみや生きがいである

 
 

 これらのデータから，親が前向きの姿勢を持って生き子育てを楽しんでいることと子どもの家庭生活

の楽しさとは連動していることが分かる。親子の状況は相互規定的であり，親の好状況は子の好状況を

もたらし，子の好状況は親の好状況を支えると言えるだろう。 

 

３ 夫婦のコミュニケーションと協力関係 

 子育てをめぐる夫婦のコミュニケーションと協力も，子どもの家庭生活の楽しさと深くかかわってい

た。子どもの教育やしつけについて配偶者・パートナーとどのくらい話しあうかを尋ねた(保護者 Q12)

ところ，夫婦の話合いが頻繁なほど子どもの家庭生活は楽しいという結果が出た（表Ⅲ－５－19）。 

 

 

（％）

夫婦で話す（計） 話さない（計） 相手がいない
青12 楽しい 　　（計） 85.6++ 12.4- 1.2--
家庭生活 楽しくない（計） 70.8-- 22.9+ 6.3++

++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。

表Ⅲ-５-19　子どもの家庭生活の楽しさと夫婦のコミュニケーション

保12子どもの教育やしつけについて

 
 

 夫婦間の育児に関する役割分担を尋ねた(保護者Q10)ところでは，子どものしつけや子どもの遊び相手

を妻に任せきりにしているほど家庭生活は楽しくないことが分かった（表Ⅲ－５－20）。 

 

     

（％）
保10（ア）子どものしつけ 保10（ウ）子どもと一緒に遊ぶ

主として妻の役割 妻の役割（計）

青12 楽しい 　　（計） 11.6-- 21.5-
家庭生活 楽しくない（計） 25.0++ 33.3+

++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。

表Ⅲ-５-20　子どもの家庭生活の楽しさと夫婦の子育て役割分担

 
  

 しかし，「男は外で働き，女は家庭を守るべきだ(保護者Q11(ア))」，「母親は，子供が３歳になるま

では子育てに専念すべきだ(保護者Q11(ウ)）」というような性別分業意識の有無は，それ自体としては子
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どもの家庭生活の楽しさと直接には相関しない。母親の就労状況(保護者F９)や乳幼児期の保育形態(保護

者F10)などによる差もなかった。 

  むしろ間接的にわずかながら関連するのは，父親における職業と育児の両立意識(保護者Q８)である（表

Ⅲ－５－21）。前節で「家族で社会の出来事について話す（青少年Q10(イ)）」ことと子どもの家庭生活

の楽しさは強く相関していると述べたが，こうした家族内コミュニケーションは，職業にも育児にも「同

程度かかわりたい」と言う父親によってよく遂行されているようである。 

 

 

（％）

保８ ある（計） ない（計）
職業を優先したい 59.5-- 40.5++
両方同じくらいかかわりたい 68.1+ 31.9-
育児を優先したい 70.6 29.4
++，--：有意水準１％で有意である。+，-：有意水準５％で有意である。

表Ⅲ-５-21　父親の両立意識と家族内コミュニケーション

青10（イ）家族で社会の出来事について話すこと

父の育児の考え方

 

 

４ 小括 

 子どもが良好な人間関係を保ち家庭生活の楽しさを感ずることと相関している親行動は，何か理想的

な親行動というよりも平凡な近所付き合いや地域社会の行事への参加，子どもの自律性の尊重であった。

また，親自身が前向きな姿勢で生き子育てを楽しめること，夫婦間コミュニケーションや家族内コミュ

ニケーションが活発なこと，そして父親の積極的な育児遂行がかぎであることが分かった。 

 

第４節 母親に偏っている育児負担 

 では，現代日本社会において親自身が子育てを楽しめる状況になっているだろうか。 

１ 性別分業の実際 

 保護者調査から現実の育児分担を見ておこう。 

 就業形態(保護者F６)を見ると，無職の母親は32.0％であり，フルタイム勤務の母親が18.0％，パート・

アルバイト勤務の母親が40.4％あり，自営業も含めて約７割の母親が就労している。しかし，実際に家庭

の家計を支えているのは(保護者F９)約８割が父親である。父母が同じぐらい家計を支えているという家

庭は１割強にとどまる。 

 このような稼ぎ手役割の父親への偏りの裏側に，育児役割の母親への偏りがある。「あなたが，平日

に○○さんと一緒に何かをしたり，○○さんの相手をしている時間は，平均するとだいたいどれくらい

ですか」という質問(保護者Q15)に対する答えを父母別に見ると，父親は「ほとんどない」が24.1％，「1

5分くらい」と「30分くらい」を合わせて36.6％，「１時間くらい」が23.7％で，「２時間」以上は14.8％

しかいないのに対して，母親は「４時間以上」が12.5％，「２時間くらい」と「３時間くらい」を合わせ

て34.4％，「１時間くらい」28.1％，「30分くらい」15.3％，15分以下は8.4％にとどまる。父親の過半数

が30分以下なのに対して，母親の過半数が１時間以上であることから，子育ては明らかに妻の肩にかかっ
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ている。 

 また，子どもが３歳になるまでの間の平日の育児(保護者F10(複数回答))は，母親が７割強，保育所が

２割，祖父母が２割，父親が６～８％の順であった。 

 

２ 性別分業意識 

 このような性別分業の現実を父母はどうとらえているだろうか。 

 一般に性別分業意識は父親の方が母親より強い傾向があるが，「男は外で働き，女は家庭を守るべき

だ（保護者Q11(ア)）」という考え方と，「母親は，子どもが３歳になるまでは子育てに専念すべきだ（保

護者Q11(イ)）」という考え方の間で比較すると，後者の方が男女ともに賛成する者が多くなる（表Ⅲ－

５－22）。つまり，女性も仕事をする時代であると認識しつつも，育児については母親がすべきだと考

えられていることが分かる。 

 

（％）

そう思う（計） そう思わない（計） そう思う（計） そう思わない（計）
父親 54.3++ 44.9-- 75.3++ 23.7--
母親 45.4-- 53.2++ 69.3-- 29.1++
父母以外 51.7 34.5 65.5 24.1

++，--：有意水準１％で有意である。

表Ⅲ-５-22　続柄別性別分業意識

保11（イ）母親は子どもが３歳までは子育て専念保11（ア）男は仕事・女は家庭

 

 

３ 母親のアンビバレントな負担感 

  では，育児に専念している母親は育児をどう感じているだろうか。「子育ては，楽しみや生きがいで

ある」という意見（保護者Q13）には，性別や有職・無職を問わず多くの保護者が同意している。しかし，

「子育ては，つらく，苦労が多い」という意見（保護者Q13）には，父親より母親の方が強く同感してい

る。実際に子育てを担っている方が苦労感を持つのは理解できる。そして，興味深いのは，有職の母親

より無職の母親の方が強く同感していることである（表Ⅲ－５－23）。 

  

          

（％）

そう思う（計） そう思わない（計）
父親 35.7-- 63.1++
母親 42.0++ 55.9--
自営の母親 37.5 58.0
フルタイム勤務 36.4 60.7
パート勤務 40.7 57.2
無職の母親 48.0++ 50.9--

表Ⅲ-５-23　父母別・就労状況別育児負担感

++，--：有意水準１％で有意である。

保13子育てはつらく苦労が多い
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 これらのデータから，子育てを生きがいにし育児に専念する母親は，現実に父親の育児参加が多くは

見込めない中で，意に反して育児はつらく苦労が多いというアンビバレントな気持ちを表明しているの

である。そのためであろう，「あなたの配偶者・パートナーには，職業と育児(子育て)のバランスをどの

ようにとってほしいと思いますか（保護者Q９）」に対して，無職の母親は， 22.0％が「育児よりも職

業を優先してほしい」と稼ぎ手役割を期待するが，72.7％という多数が「両方とも同じ程度かかわってほ

しい」と望んでいる。ここにも解決を迫られている問題がある。 

 

４ 小括 

 母親に偏っている育児負担の問題は，まだ子どもの家庭生活の楽しさを直接に左右するには至ってい

ないが，母親の負担感と父親に対する育児参加願望は強いものがある。 

 

結 

  以上，子どもの前向きに生きる力と相関する育児環境としての家族の在り方を見てきた。９歳から15

歳までの子どもは自立過程にあり，親への批判感情と信頼感情が交錯するが，子どもにとって「家庭生

活の楽しさ」はかぎである。「家庭生活の楽しさ」は子どもの前向きに生きる姿勢と相関しており，子

どもの反社会的な姿勢と逆相関している。「家庭生活の楽しさ」のためには，良好な人間関係形成と活

発な家族内コミュニケーションが必要であり，親自身の前向きな姿勢，地域社会の社交，子どもの自律

性の尊重，夫婦間のコミュニケーションと父親の育児参加が重要であった。 

 現代日本社会では父親に稼ぎ手役割が母親に育児役割が重く課せられているため，父親の育児参加は

なかなか進まない。その中で専業母親は就労している母親よりも一面では苦しい状況に置かれている。

子どもが「家庭生活の楽しさ」を感じられるために何が必要か，地域社会においても企業においても真

剣に考える必要があろう。乳幼児期の育児支援に続いて自立過程にある低年齢少年に焦点を当てた家族

支援政策を形成していくために，本調査データが基礎資料を提供できることを願っている。 
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