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京都大学医学部保健学科紀要  
健康科学 第2巻 2005  

研究活動報告一3－  

大学生の育児意識に関する一考察  

中津 祐子＊，星野 明子＊＊，桂  敏樹＊＊  

とに抽象化しコード化した。さらに，同じ意味内容を  

含むものを集めて，小カテゴリー，中カテゴリー，大  

力テゴリーに分類した。データ分析の過程では，質的  

研究の経験のある指導者とともに検討しながら進め  

た。  

2．倫理的配慮   

本研究を行うにあたり，対象者にはあらかじめ本研  

究の目的・調査内容・調査方法について文書を提示し  

て説明し，同意を得た上で実施した。面接は，対象者  

の意志によって途中でも中止できること，対象者が話  

したくないことについては答えなくてよい旨を伝え  

た。また，録音した面接内容は，研究の目的以外では  

使用せず，研究終了後に破棄することを約束した。本  

調査の実施前に京都大学医療技術短期大学部（京都大  

学医学部保健学科）の研究委貞会に研究計画書を提出  

した。  

研 究 結 果   

1．対象者の特性   

対象者男女4名とも，兄弟姉妹を持ち，子倶は好き  

で将来的に子供を欲しいと思っている点が共通してい  

た（表1）。   

A（男性）は，高校卒業までは祖父母，両親，妹と  

同居していた。両親は幼い頃から共働きであったた  

め，祖父母や伯母など身近な人に面倒を見てもらうこ  

とが多かった。子供に好感を持ち，将来自分の子供と  

して男の子は必ず欲しいと考えている。   

B（男性）は，現在までずっと両親・妹と同居して  

いる。幼い頃は，友達の弟や妹の面倒を見た経験があ  

る。子供に対する印象は，やんちゃな子供は苦手であ  

るなど，年齢や性格によっては好き嫌いがある。将来  

的には自分の子供として男女1人ずつ欲しいと考えて  

いる。   

C（女性）は，高校卒業までは祖父母，両親，兄，  

妹と同居していた。幼い頃は，家族や身近な人によく  

面倒を見てもらったり，遊んでもらったりといった記  

憶がある。現在は家庭教師のアルバイトをしているた  

め，小学生の子供と触れ合う機会が多い。将来的には  

自分の子供として男女1人ずつ欲しいと考えている。   

D（女性）は，高校卒業までは両親，妹2人と同居  

していた。以前は小学生の家庭教師のアルバイトをし  

ていてが，今は辞めたので子供との接触がない。我僅  

は じ め に  

我が国では核家族化や少子化が進むとともに，育児  

不安を抱える母親が急増しているといわれる。母親  

が，育児を楽しいと感じているかどうかについては，  

1982年から1991年の10年間に82％から32ヲ‘に著しく減  

少しているとの報告がある1）。中沢ら2）は，現在の日  

本の母親の特徴について，少子化により母親が子供本  

来の姿を知らない，核家族化によって身近に相談する  

相手がいない不安，極端な母子密着，育児による母親  

の自由時間の欠如がもたらすストレスの増大，などを  

指摘する。こうした社会的背景と家族構造の変化が母  

親の育児不安に関与していると考える。また，父親が  

育児に参加することが，母親の安定した心理状態での  

子育てに結びつくと報告3）される。しかし，わが国で  

は，子供が就寝している時間に帰宅する父親が4分の  

1を占め4），子供と接する時間が少か－現状がみられ  

る。   

本研究では，母親の育児不安を軽減するための支援  

方法を考える上での基礎的な資料とするために，将来  

の父母候補である男女大学生の育児意識を検討するこ  

とを目的とした。  

方  法   

1．調査および分析  

1）対象と調査   

対象者は，看護や福祉・保育系の学科を専攻してい  

ない男女大学生（20～22歳）各2名ずつ，4名であ  

る。調査は，平成16年8月6～8日，9月6日に実施  

した。インタビューガイドを示し，1人につき約1時  

間の面接を実施した。面接内容は対象者に了承を得た  

上でテープに録音した。   

2）データの分析   

分析は面接の録音テープ内容を逐語記録におこし  

た。育児に関する逐語記録の部分を内容のまとまりご  
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表1 対象者の概要  

A   B   C   D   

性 別   男 性   男 性   女 性   女 性   

兄弟姉妹構成   妹1人   妹1人   兄1人，妹1人  妹2人   

高校卒業までの家族構成   複合家族   核家族   複合家族   核家族   

子供の頃家族や身近な人によく面倒をみても った な い   
らり，遊んでもらったりした記憶   あ る   あ る   

これまでに，乳幼児を抱いたり，一緒に遊んだ た  あ る   

りし経験  あ る   あ る   あ る   

現在子供と触れ合う機会   あ る   な い   あ る   な い   

育児に対する自信   あ る   な い   な い   あ る   

欲しい子供の数  男の子は欲しいが女の 子はどっちでもいい  2人（男，女）  2人（男，女）  2～3人（女の 子は必ず）   
子供の好き嫌い   好 き   年齢による  年齢による   性格による   

抽象的で具体的な理由づけのない内容であった。  

（2）育児は大変そうだ  

「育児は大変そうだ」は，〈育児はしんどそうだ〉  

〈育児は面倒くさそうだ〉の小カテゴリーに分類され，  

男女ともにみられた。女子大学生は「子供を育てるっ  

ていうのは，やっぱりしんどいことの積み重ねで私の  

母もノイローゼになりそうなくらい大変だったと言っ  

ていた（D）」「（育児とはどんなことをすることかと  

いうと）ごはんあげたり，ミルクあげたり，お風呂入  

れてあげたり，オシメ変えてあげたり，一緒に遊んで  

あげたり，女の子だったら髪も結ってあげたり。  

ちょっとしたことの何年もの積み重ねだと思う（D）」  

男子大学生は「オムツの交換とか面倒くさそう（B）」  

といったように，子育ては大変であるというイメージ  

を持っていた。男女に違いがみられ，男子大学生は育  

児の大変さを捉えて，面倒くさそうとし，女子大学生  

は具体的に育児を思い描き，精神的な大変さも含めて  

しんどそうとしていた。  

な子供は苦手であるなど，性格によって好き嫌いがあ  

る。将来的には自分の子僕を2～3人，女の子は必ず  

欲しいと思っている。  

2．大学生の育児意識   

分析の結果，“育児のイメージ”， “理想とする育  

児”，“パー トナーヘの期待”の3つの大カテゴリーが  

抽出された（表2）。それぞれについて説明する。  

1）育児のイメージ  

“育児のイメージ”は，「育児は何とかなりそうだ」  

「育児は大変そうだ」「育児に関心が持てそうだ」の3  

つの中カテゴリーで構成されていた。  

（1）育児は何とかなりそうだ  

「育児は何とかなりそうだ」は，男子大学生だけに  

みられた内容である。育児に対して楽観的なイメージ  

を持っているようである。「泣かしたりすることはあ  

るかもしれないが，別に普通に頑張って育てれば，何  

とかなると思う（A）」「いざとなったらいろいろ考え  

るから，何とかなると思う（B）」といったように，  

表2 大学生の育児意識  

大カテゴリー   中カ テ ゴリ ー   小 カ テ ゴ リ ー   

（1）育児は何とかなりそうだ   子育てはなんとかなる（男3）  

（2）育児は大変そうだ  育児はしんどそうだ（女2）  

育児のイメージ  
育児は面倒くさそうだ（男1）  

（3）育児に興味がもてそうだ  育児はおもしろそう（男2）  
育児はやりがいがある（女2）  
子僕の成長に期待がもてそうだ（女1）   

（1）子供にはたくさんの経験をさせたい  
たくさんの機会を与えて多くのことに興味が持てるようにし  
たい（女2）  

理想とする育児  （2）育てられたように育てたい  自分の育児観は親の影響が強い（男1，女2）  
自分の母親のようになりたい（女2）  

（3）子供が小さい頃は育児に専念したい   
子僕が小さい頃は育児に専念して子供のそばにいてあげたい  
（女2）   

（1）子供への愛情ある育児を期待する  子供に愛情を持って育ててほしい（男2）  

パートナーへの期待       （2）育児への協力を期待する   奥さんにはちゃんとやることやってほしい（男2）  
夫と一緒に育児をやりたい（女2）  
育児への関心を示してほしい（女2）   

※小カテゴリーの（）内は延人数である  
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（3）育児に興味がもてそうだ  

「育児に興味がもてそうだ」は，〈育児はおもしろそ  

う〉 〈育児はやりがいがある〉 〈子供の成長に期待がも  

てそうだ〉 の小カテゴリーがあった。  

「（育児は）なんかおもしろそう。会話ができるよう  

になったら，やっぱり自分の子供と会話するのはおも  

しろそう（A）」「子供ってかわいいから楽しそう。一  

緒に寝たり遊んだりできるし（B）」という言葉から，  

男子大学生が，一緒に寝たり，遊んだり，会話するこ  

となど子供と接することにおもしろさを期待している  

と思われた。   

〈育児はやりがいがある〉 〈子供の成長に期待が持  

てそうだ〉 は，女子大学生だけにみられた内容であ  

る。「自分の思い通りに育つわけではないから難しそ  

うだけど，それなりにしんどいことをして頑張った代  

わりに，すごく嬉しいことがたくさんあると思う  

（D）」「（育児は）親の私自身も何かを学んでいく感じ  

がする。いろいろ知る機会も学ぶ機会も増えて，だん  

だん自分の器が広がっていく気がする（C）」「（育児  

は）具体的に考えれば考えるほどすごいやりがいがあ  

ると思う。こんなに背が大きくなったとか。大きく  

なったら，一緒にスポーツをしたいとか。あれもこれ  

もしようっていう期待の方が大きい（C）」「期待はみ  

んな持っている。（私も）期待がある（D）」といった  

内容があった。女子大学生は育児をしんどいと思いな  

がらも，一方で育児にやりがいや喜び・期待を持って  

いると思われる。   

2）理想とする育児  

“理想とする育児”については，「子供にはたくさん  

の経験をさせたい」「育てられたように子供を育てた  

い」「子供が小さい頃は育児に専念したい」の3つの  

中カテゴリーで構成されていた。  

（1）子供にはたくさんの経験をさせたい  

「子供にはたくさんの経験をさせたい」は，〈子供に  

はできる限りのことをしてあげたい〉 〈子供の将来の  

ための基盤を作ってあげたい〉 〈た‘くさんの機会を与  

えて多くのことに興味がもてるようにしたい〉の3つ  

の小カテゴリーがある。   

〈子供にはできる限りのことをしてあげたい〉 は，  

女子2名にだけみられた内容である。「私は，できる  

限り家にいて幼稚園から（子僕が）帰るのを待ってい  

たり，まめにご飯を作ってあげたり，子僕のために何  

かしてあげたい（C）」「多分子供がいること自体すご  

くうれしいことだと思うから，子供に対してしてあげ  

られることはしたい（D）」というように，今の時期  

から自分にできることを具体的に考えている傾向がみ  

られた。〈子供の将来のための基盤を作ってあげたい〉  

は，「（育児とは）子供が将来，自分のやりたいことを  

できるように基盤を作ってあげることだと思う。大き  

くなって本人がやりたいって思った時，ちゃんと道が  

残っているよう別犬態にしてやりたい（A）」という  

内容であった。〈たくさんの機会を与えて多くのこと  

に興味がもてるようにしたい〉 は，「子供が何かやり  

たいって言ったら絶対にやらせてあげる。きっかけは  

作ってあげたいと思う。私の両親がそういう方針だっ  

たから（C）」という内容であった。対象者の性別に  

関係なく，子供にはやりたいことをやらせて，自由を  

尊重していつか自分の興味のあることを見つけてもら  

いたいと考えていることがわかった。また，自分が育  

てられた環境や，親の影響もうけていた。  

（2）育てられたよう育てたい  

「育てられたよう育てたい」には，〈自分の育児観は  

親の影響が強い〉，〈自分の母親のようになりたい〉 の  

小カテゴリーで構成されていた。  

〈自分の育児観は親の影響が強い〉 は，男女ともにみ  

られた。「やっぱり私（の子供に対する考え方は）親  

にそっくりだと思う（C）」，「自分が経験してきたこ  

となら，できると思う（A）」，「子供には教えてあげ  

るのではなくて，自分から学んだり，覚えたりさせた  

い。私も小さい時そういうことあったから，いいなと  

思って。そうすると結構自分からいろいろなことに対  

して興味がわくと思うから（C）」といって，自分の  

育てられた体験をもとにして育児を捉えていた。〈自  

分の母親のようになりたい〉 は，「もし子供で女の子  

ができたら，お母さんみたいなお母さんになりたいと  

思う（D）」とあるように，対象者は，自分の育てら  

れ方に満足している様子が見られた。また，自分の体  

験と両親の育児像をモデルにして，自分が育てられた  

ように自分の子供も育てたいと考えていた。  

（3）子供が小さい頃は育児に専念したい  

「子供が小さい頃は育児に専念したい」は，〈子供は  

自分たちの手で育てたい〉 〈子供が小さい頃は育児に  

専念してこどものそばにいてあげたい〉 の2つの小カ  

テゴリーに分類された。   

〈子供は自分たちの手で育てたい〉 は，男女ともに  

みられた。「環境によって性格は変わると思うから，  

物心つくまではお父さんとお母さんで愛情を注ぎたい  

（D）」「子供は自分たちの手で育てるのが一番だが，  

共働きなら，自分たちの両親に預けることになるだろ  

う（B）」と，二人で育てたいという内容が含まれて  

いる。〈子供が小さい頃は育児に専念して子供のそば  

にいてあげたい〉 は，「私はいったん仕事をやめて育  

児に専念して，途中でまた仕事に戻る。できれば子供  

が高校生になったら仕事に行きたい（C）」「仕事を休  

めるんだったら子供が物心つくまでは休みたい。でも  

現実的には難しいと思う（D）」という言葉からわか  

るように，女子大学生は子供が小さい頃は育児に専念  

したいという願いを持っていながらも，実現の難しさ  
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を実感している。また，男性も同じような考えを持っ  

ていて，「（奥さんが子供を産んでも仕事を続けたいと  

言ったら）やっぱり説得すると思う。それでもやりた  

いって言うならしょうがないけど，やっぱり奥さんに  

は育児に専念してほしい（B）」という意見を持って  

いた。   

3）パートナーへの期待  

“パートナーへの期待”は，「子供への愛情ある育児  

を期待する」「育児への協力を期待する」の2つの中  

カテゴリーで構成された。  

（1）子僕への愛情ある育児を期待する  

「子供への愛情ある育児を期待する」は，〈子供に愛  

情を持って育ててほしい〉 の小カテゴリーがみられ  

た。「奥さんには愛情を持って子供に接してほしい。  

愛情を持ちながら怒るところは怒る。褒めるところは  

褒める。でも過保護にならないように甘やかしすぎな  

い（B）」「育児はいらいらして大変だろうが，虐待な  

んてしてほしくない（B）」男子大学生の中には子供  

に対する接し方についての要求や，虐待への意見がみ  

られた。  

（2）育児への協力を期待する  

「育児への協力を期待する」は，〈奥さんにはちゃん  

とやることをやってほしい〉 〈夫と育児を一緒にやり  

たい〉 〈育児への関心を示して欲しい〉の小カテゴ  

リーに分類された。   

〈奥さんにはちゃんとやることをやってほしい〉 は，  

「ちゃんとやることはやって欲しい。働くなら働いて  

もいいけど，朝ごはんは絶対作るようにして朝の会話  

を大事にしたり，土日は必ず一緒にいたりとか，家族  

で行事は一緒にやる時間を設けるとか，どこか一箇所  

は必ず守ってほしい（A）」という男子学生の内容で  

ある。奥さんに育児と仕事の両立をもとめていた。  

〈夫と育児を一緒にやりたい〉 は，女子大学生にみら  

れた内容である。「夜泣きしてるときも一緒にヨショ  

ショショシってやってほしい（D）」「家事や洗濯も一  

緒にやりたい。ごはんもたまには一緒に作りたいし，  

そういうのが気軽にできる関係でありたい（D）」と，  

育児の分担を期待していた。〈育児への関心を示して  

欲しい〉 も，女子大学生にみられた内容である。「対  

等に育児してほしい。二人で育児をしている感覚がほ  

しい（C）」「子供に対しても，私に対しても関心を  

持っていることを示してほしい。同じ量の家事・育児  

をしなくてもいい。関心を示してくれるだけで私は大  

丈夫だと思う（C）」とあるように，将来の夫に対し  

て育児への理解を示してほしいといった期待がみられ  

た。  

考  察  

抽出した大カテゴリー“育児のイメージ”“パート  

ナーへの期待”にみられた男女大学生の育児意識の違  

いと“理想とする育児”にみられた大学生の育児像に  

影響する体験について検討する。  

1．男女大学生の育児意識の遠い  

“育児のイメージ”“パートナーへの期待”につい  

て，男女大学生の育児意識の違いの視点から考察す  

る。  

“育児のイメージ”では，「育児は何とかなりそう  

だ」が男子大学生だけで，「育児は大変そうだ」「育児  

に興味が持てそうだ」は，男子大学生と女子大学生と  

もにみられた。「育児は大変そうだ」では，男子大学  

生の育児の行為を捉えた 〈育児は面倒くさそうだ〉  

と，女子大学生の育児行為だけでなく育児のもたらす  

精神的な大変さをも含めた〈育児はしんどそうだ〉 に  

わかれた。「育児に興味が持てそうだ」では，男子大  

学生が子供と会話や遊びなどで接することに興味を  

持って 〈育児はおもしろそう〉 としており，女子大学  

生は子供と接することでのおもしろさだけでなく，大  

変さや悩みも含めて 〈育児はやりがいがある〉 〈子供  

の成長に期待がもてそうだ〉 としていた。本調査の対  

象者は全員が将来的に子供を欲しいと述べて，育児に  

ついて意欲的な考えをもっていた。しかし，女子大学  

生の方が男子大学生より，育児についての責任の重大  

さと育児の困難さをより身近に受けとめていたと思わ  

れる。現代の育児については，1労働と休息の区別が  

不明確な24時間の継続労働である，2幼い子倶の生理  

的欲求や心理的反応のキャッチのため神経が休まらな  

い，3言語的コミュニケーションが役立たず新しいコ  

ミュニケーションの開発に苦労する，4行動の予測が  

困難で気を休める暇がないなどをあげて，疲労感を抱  

きやすい労働であると報告される5）。本調査の女子大  

学生は，現代の育児の現実に近い育児像を抱いていた  

と考えられる。  

“パートナーへの期待”では，下位のカテゴリーは  

男子大学生だけの「子僕への愛情ある育児を期待す  

る」と，男女両方ともの「育児への協力を期待する」  

に分類された。男子大学生に「子供への愛情ある育児  

を期待する」で，育児や家事を女性がやるべき役割と  

認識して 〈子供に愛情を持って育ててほしい〉 〈子供  

をあまやかさないでほしい〉 といった内容がみられ  

た。松岡らは，男女大学生を対象にした調査の中で性  

役割分業観について検討し，男子は女子に対して家庭  

を中心とした伝統的な役割観を持っていると報告して  

いる6）。本調査でも，「育児への協力を期待する」で  

は，男子大学生は〈（働いてもいいが）奥さんにはや  

ることをやってほしい〉 にあるように仕事と育児の両  

立を求めていて，男子大学生は育児の担い手を母親で  

ある女性の役割と認識する傾向にあったと考えられ  

る。しかし，女子大学生は〈夫と一緒に育児をやりた  
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る様子を思い出して自身の育児像を措いていたと思わ  

れる。また，「子供が小さい頃は育児に専念したい」  

には，男女ともに乳幼児期の育児に積極的に関わりた  

いといった姿勢がみられた。大学生の男女の親になる  

ことに対する意識には，家族構成や母親の就労の有無  

などの影響は少なく，親子関係の質や兄弟姉妹のいる  

生活体験が関係しているとの報告がある12）。対象者  

である男女大学生の育児像には，自身の子供の頃の両  

親の育児する姿に裏付けられた体験が色濃く影響して  

いることが推測された。  

3．研究の限界と今後の課題   

本研究は男女大学生4名を対象とした調査であり，  

この結果だけで男女大学生全体の育児意識を述べるに  

は限界がある。また，本研究においての対象者は全員  

子供がほしいと考えている育児に比較的肯定的な印象  

を抱いていたため，今後，否定的な育児意識を持つ大  

学生を対象とした育児意識の検討を要すると考える。  
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い〉 〈育児への関心を示して欲しい〉 と，相手に育児  

や家事の分担をするための理解と協力を求めていた。  

すでに，大学生の育児に期待する役割には，男女間で  

の明らかな違いがみられる。日下7）は，青年期女子の  

性役割に関する意識について，高校の低学年にくらべ  

て高学年の方が性役割態度において平等主義的な傾向  

を示すと報告しているが，その延長世代ともいえる本  

研究の女子大学生も，育児に共に関わりたいという思  

いを抱いていたと思われる。   

現代の育児には，核家族化や地域とのつながりの希  

薄化，育児環境の変化によって，一人で子育てしなけ  

ればならない母親の孤独感や重圧感は増し，母親を支  

える父親の役割が指摘されている8）。また，大薮は9），  

家庭中心志向の強い父親を夫に持つ母親は，自身の育  

児満足感を高く評価すると報告する。育児不安を抱え  

ろ母親が多いといわれる現状で，母親にとって最も身  

近な存在である父親の育児への理解と協力は，母親の  

心理的負担を軽減させる意味あいも含めた必須のもの  

と思われる。   

子供とのふれあい体験がある学生のほうが，より子  

供好きであったと報告される10）ように，今後の支援  

対策の一つとして，結婚前の若い世代を対象とした子  

供との接触体験の機会を検討することが必要と考え  

る。  

2暮 大学生の育児像に影響する体験   

本研究結果では，“理想とする育児”という大カテ  

ゴリーが抽出され，「子供にはたくさんの経験をさせ  

たい」「育てられたように育てたい」「子供が小さい頃  

は育児に専念したい」の中カテゴリーで構成されてい  

た。これらの結果から，大学生の育児像の一側面を推  

しはかることができる。  

「子供にはたくさんの経験をさせたい」とあり，男  

女ともに，子どもには豊かな体験を培うための機会を  

与え環境を準備したいといった積極的な内容がみられ  

た。氏家は，出産後の母親を対象に子ども時代の自分  

の母親の記憶と現在の母親としての態度との関係につ  

いて調査し，子ども時代の自分の母親を肯定的に記憶  

していることは自身の母親としての肯定的な態度に関  

係していると報告している11）。「育てられたように育  

てたい」には，〈自分の母親のようになりたい〉 とい  

う自身の育てられ方を肯定する内容がみられた。本研  

究の対象者の特性として，全員兄弟を持ち，子どもの  

頃に家族や身近な人によく遊んでもらった記憶がある  

と前述した。男女ともに自身の子僕の頃の経験や兄弟  

姉妹とともに育った経験，自分の親が子育てをしてい  
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