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父親の育児支援プログラムの確立を目指した育児講座の提案
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録

本研究の目的は，父親の育児参加の確立を目指した育児講座のあり方を提案するために，『パパ・ママと共に
つくる育児講座』と題した講座を開催し，参加者の語りから，育児講座の実態を明らかにすることであった。平
成 28 年 3 月，サテライトキャンパスひろしまにて，生後 6 ヵ月～生後 18 ヵ月以内の子どもをもつ夫婦 7 組を対
象に，
本講座を開催した。本講座の内容は，①親子のふれあい遊び，②“フリートーク”，
③ミニレクチャーであった。
“フリートーク”では，父親と母親に分かれ，日頃の家事・育児への関心ごとについて，自由にトークや情報交
換を行った。そして，
“フリートーク”終了後，ミニレクチャーの中でフリートークの内容に触れ，まとめを行っ
た。フリートークでは，参加者から「過去に参加した講座」「本講座に参加した経緯」「参加したい講座」につい
て，意見が得られた。また，参加者の全員から，本講座への参加について，高い評価を得ることができた。

キーワード：父親，育児講座，フリートーク
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ができそうなこと”が，主な内容といえる。もちろん，
育児を夫婦で共に行う上で，母親の視点は欠かせない

緒言

近年，
「イクメンプロジェクト」1） などのように，
父親の育児参加が推奨され，父親を対象とした育児講
座が数多く実施されるようになった。国立女性教育会
館のデータベースによると，1990 年前後から徐々に開
催され始めた男性の生活自立や家庭・育児参画の講座
は，2000 年以降より増加している 2）。その背景には，
少子化対策としての子育て支援施策や，ワーク・ライ
フ・バランス（仕事と家庭の両立）を推進する動き
がある。特に，2002 年の「少子化対策プラスワン」3）
において，
「男性も含めた働き方の見直し」が新たな
視点として提示されたことは，父親の育児支援事業に

ものである。では，父親が育児講座に期待することは
何なのか。父親を引き付ける育児講座とは，どのよう
な講座なのか。これまで育児講座を扱った先行研究で
は，参加者の満足度によって評価したものや，自由記
述で感想をまとめたものがほとんどであり，育児期に
ある父親が何に興味を持っているのか，父親が育児で
困っていることは何なのかについて詳細に検討したも
のはなく，父親を対象とした育児講座のあり方ついて
実証検討した研究は見当たらない。父親の育児参加を
目指した育児講座を提案するためには，父親の意見に
耳を傾け，育児講座の内容について詳細に検討する必

とって，大きな意味をもち，その事業の一つとして，
多くの自治体や民間団体において，父親を対象とした

要がある。

家庭教育に関する講座が開催されている。
これらの育児講座は，参加者から高く評価され，後
の育児にとって効果的となることが先行研究において

2

4）

報告されている。例えば，冬木 は，父親教室に参
加したことによる父親の内面の変化について，質問紙
調査を行った。その結果，「親としての自分の振り返
り」
，「子どもとの遊びの広がり」
，「新たな子どもの発
見」を抽出し，父親教室が親としての自分を振り返る
機会となり，子育てや子どもに対して前向きな気持ち
を持つようになっていることを示唆した。また，金山 5）
は，企業における子育て講座の事例から，男性の子育
て促進のための支援について検討し，参加者の男性の
多くが自由記述によって「教室での内容を役立てたい」
と回答していることを報告した。これらの報告から，
育児講座への参加が，父親の育児にとって有意味なも
のとなっていることがうかがえる。
父親の育児関与については，家族の精神的健康に
とって重要となることが，多くの心理学やその近接領

目的

本講座の目的は，父親の育児参加の確立を目指した
育児講座のあり方を提案するために，以下の 3 点を検
討することであった。1) 父親は育児をする中で何に
興味を持っているのか。2) 父親は育児において困っ
ていることはあるのか。3) あるとすればそれは何か。
加えて，本講座の意義は，“パパ・ママと共につくる
育児講座”と題した育児講座に参加した父親と母親が，
子どもとふれあい，育児について自由に語り合う中か
ら，子育ての楽しさを発見することであった。

3

方法

3.1 開催時期・場所
平成 28 年 3 月。サテライトキャンパスひろしま，5
階大講義室。

域の研究おいて確認されており 6,7），研究の中でも現
実社会においても父親の育児参加の必要性が叫ばれて
いる。ここまでの研究から，父親の育児講座への参加

3.2 参加対象者
生後 4 ヵ月から生後 16 ヵ月の子どもをもつ夫婦 7
組。夫婦での参加を条件とし，出産回数は，参加条件

が，後の育児をより円滑にする。そして，結果として
家族の精神的健康に繋がっているといえよう。

としなかった。子どもの平均月齢は，9 ヵ月であった。

しかしながら，昨今のイクメンブームによって，実
際の育児講座への父親の参加が浸透し，父親の育児関
与が急激に高まっているわけではない。その理由は，
「父親は仕事で忙しい」点が指摘される 8）。まして，

3.3 手続き
広島市内の総合病院及び，育児サークルや子育て
オープンスペースに，育児講座の開催について，書面

共働きの場合であれば，
「休日は家族で過ごしたいと

で協力依頼（申込用紙の配架・配布）を行い，承諾が
得られた後，育児講座の参加者募集を行った。参加希

考えることが一般的であり，顔なじみのいないところ
に行ってまで，時を過ごそうとする人は多くない」と
いうのである。

望者は，申込用紙に記載された期日までに，ファック
ス或いはメールで，大学（申請者）に直接申し込む形
式をとった。

現在，病院や自治体で開催される父親を対象とした
講座の多くは，
“母親をサポートするための父親の役

3.4 内容

割”という視点で構成されている。言い換えると，そ
れらは母親が考える“父親にしてほしいこと”
，
“父親

本講座のプログラムを表 1 に示した。主な内容は，
①親子ふれあい遊び，②くつろぎタイム（フリートー
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3.5 倫理的配慮
本講座の申込書に，講座開催の趣旨，内容，倫理的
配慮，教育・学術上の貢献度について明記し，理解い

 ᣵᣜ㸪ࢫࢱࢵࣇ⤂

ただいた上で，参加申込をしていただいた。さらに，
本講座の冒頭で，口頭にて目的や情報の取り扱い等の
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倫理的配慮について分かりやすく説明し，同意を得た。
なお，本講座は，県立広島大学研究倫理委員会の承諾
（番号第 15MH050 号）を受け，実施した。

4

結果と考察

ク）
，③ミニレクチャーの 3 つであった。本講座は，
参加者（特に父親）の語りから，育児講座の実態を把

4.1 親子ふれあい遊び
最初の自己紹介では，父親から平日は仕事が遅くて

握することを第一の目的とするが，
“フリートーク”の
前に他の参加者と共に親子のふれあい遊びをすること

子どもと遊べないこと，母親に対して育児を頑張って
くれていることへの感謝の気持ちや，普段は（対象児

で，和やかな雰囲気となり，語りがスムーズとなるこ
とが予測されたことから，まず初めに保育士による親
子ふれあい遊びを行った。この中では，まず夫婦ペア

の）兄弟の世話が中心で，対象児と関わることができ
ていないことなどが発言されていた。母親の自己紹介
からは，父親に対して仕事が忙しくても，手伝ってく

で家族の自己紹介をしてもらった。父親にマイクを渡
し，子どもの月齢や，最近，子どもができるようになっ
たこと，夫婦それぞれが育児の中で感じている点等を
紹介しあった。自己紹介後は，子どもが喜ぶことで楽
しい雰囲気となるよう，本学の学生によるパネルシア

れることや，久しぶりに夫婦そろって出かけられたこ
とをうれしく思っているといった内容が聞かれた。図
2 は，学生によるパネルシアターの様子である。実施
中，子どもが前に出て，学生と一緒に踊り楽しむ場面

ターを実施し，その後，親子ふれあい遊びに移った。
“フリートーク”では，父親と母親に分かれ，家事・
育児への関心ごとについて，30 分程度，自由にトー
クや情報交換を行った。申請者以外の研究協力者に
ファシリテーターを務めてもらった。なお，“フリー
トーク”中，同スペース内に託児スペースを設けるこ
とで，参加者が“フリートーク”に集中できるよう環
境を整えた（図 1）。
“フリートーク”終了後，10 分間の休憩をとり，最
後にミニレクチャーを行った。ホワイトボードに“フ
リートーク”における父親と母親の意見を書き出し，
ミニレクチャーの中で，それぞれの内容を共有した。
講座の最後に，自由記述によるアンケートを行った。

図１

図２

学生によるパネルシアターの様子

図３

託児スペースでの様子
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が見られた。そして，パネルシアター後は，親子でペ
アとなりシーツ遊びなどを行った（図 3）。一枚の大

のみで，全員，病院以外で，かつ育児期に開催される
講座は初めてであった。病院以外の講座に参加したこ

きなシーツの端を両親が持ち，シーツに子どもを乗せ
て揺らす遊びである。このようなふれあい遊びの中で，

とがないという点について，以下の理由が考えられる。
一つは病院で開催される講座の方が，繰り返し通院す

複数の父親から，
「こんな子どもの表情を見たことが
なかった」
，
「こういう遊びでこんなに喜ぶんだ」また，
「この遊びは使える」という語りが得られた。

ることによって，スタッフと顔なじみとなり，講座に
参加しやすくなるということ。二つ目は，講座への参
加が，立ち合い出産をするための条件となっているな

4.2

ど，ある程度，参加に強制力が働いている可能性であ
る点である。市町村などの自治体が開催する育児講座

フリートークにおける父親の発話

図 4 は，父親たちのフリートークの様子である。本
講座の最終的な目的は，父親の育児参加を目指す育児
講座の提案であることから，ここでは，父親のフリー

を地域に浸透させ，参加率を上げるためには，地域と
病院が連携して計画・実施することも必要となると考
える。

トークを中心に紹介する（表 2）。参加者の父親が過
去に参加した講座は，病院で開催される妊娠期の講座

本講座に参加した経緯は，全員が母親に誘われての
「初めての子どもだし，講座な
参加であった。但し，
どあれば行っておこうかなと思った」，「（普段は兄弟

図４
表2

父親たちのフリートークの様子

父親グループにおけるフリートークの一例

ࡇࢀࡲ࡛ཧຍࡋࡓㅮᗙࡣ㸪ఱࡀ࠶ࡿ
ࠕ㝔࡛❧࠸ฟ⏘ࡍࡿࡓࡵ㛤ࢀࡓᩍᐊࠖ
ࠕࢤࢵࣉࡸ࣒࢜ࢶࡢ᪉ἲࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠺ㅮᗙࠖ
ᅇ㸪ㅮᗙཧຍࡋࡓ⤒⦋
ࠕึࡵ࡚ࡢᏊࡶࡔࡋ㸪ㅮᗙ࡞࠶ࢀࡤ⾜ࡗ࡚࠾ࡇ࠺࡞
ᛮࡗࡓࠖ
ࠕẕぶㄏࢃࢀ࡚ࠖ
ࠕᏊࡶ᥋ࡍࡿ㛫ࡀ▷ࡃ࡚ࡶ㸪ࠗࣃࣃ㸪ࣃࣃ࠘ࡗ࡚࡞
ࡿࡓࡵࡣ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࡞㸽ࠖ
ࡢࡼ࠺࡞ㅮᗙࡔࡗࡓࡽ㸪ཧຍࡋࡓ࠸
ࠕ͆㈼࠸Ꮚࡶࡣ∗ぶ࡛Ỵࡲࡿ͇ࡳࡓ࠸࡞ࣇ࣮ࣞࢬࡀ࠶ࡗ
ࡓࡽចࢀࡿࠖ
ࠕᏊࡶࡀ࠸ࡗࡥ࠸㐟ࡿࠖ
ࠕࣉࣞࢮࣥࢺࡀࣅ࣮ࣝࡔࡗࡓࡽ࠸࠸ࠖ
ࠕ㣧ࡳࡁ⫱ඣㅮᗙࠖ
ࠕࡇࢇ࡞ࡢࡀ࠶ࡗࡓࡽ࠸࠸࡞㹼࠸࠺ࡢࡣ࡞࠸ࡀ㸪∗ぶࡢ
ࠗ㺃㺃㺃࠶ࡿ࠶ࡿ࠘㸪࿘ࡾࡶྠࡌࡔ▱ࡿᏳᚰࡍࡿࠋࠖ
ࡑࡢ
ࠕ⫱ඣࡢࡇࡘ࠸࡚㸪㸦ᐙ᪘௨እ㸧࠶ࡲࡾヰࡉ࡞࠸ࠖ
ࠕጔヰࡍࡃࡽ࠸ࠖ
ࠕ࡛ࡶヰࡍࡅ㸪ᑡࡋ࡞͐ࠖ
ࠕࡢࣃࣃࡶྠࡌᝎࡳࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠖ
ࠕࡇ࠺ࡋ࡚ヰࡋ࡚ࡳࡿᴦࡋࡗࡓࠖ

の世話に追われ）子ども（対象児）と接する時間が短
くても，『パパ，パパ』ってなるにはどうしたらいい
のかな？」 という言葉に示されるように，総じて，父
親の育児への関心が高いことが窺えた。
どのような講座だったら，参加したいかの問いに対
して，
「“賢い子は父親で決まる”みたいなフレーズが
あったら惹かれる」
「子どもがいっぱい遊べる」といっ
た意見が得られた。これらの語りから，父親も母親と
同様に育児に参加し，子どもをきちんと育てたいとい
う欲求があるといえよう。その他，
「こんなのがあっ
たらいいな～というのはないが，父親の『…あるある』
とか，周りも同じだと安心する」「育児のことについ
て，
（家族以外に）あまり話さない」「妻と話すくらい」
「仕事でも話すけど，少しかな･･･」 という語りや，
「他
のパパも同じ悩みがあると分かった」という語りから，
母親だけでなく，父親も，日常の子どもとの関わりに
ついて，ストレスや不安を感じていることが窺える。
近年，育児期の男性のストレスについて，少数ではあ
るが報告されている 9-11）。例えば，育児に積極的に参
加している父親は，
「自己を犠牲にしていろいろな悩
みや不安に耐えながら子育てをしている」10） という
指摘，都市部に住む父親を対象とした調査からは，
「育
児が思うようにいかない」「父親としての自信がない」
「配偶者とのコミュニケーションが不足している」11）
などの悩みがあることが報告されている。本結果は先
行研究を支持すると同時に，育児情報を共有して，
「自
分だけではない」と感じることができる時間が，育児
期の男性にとって大切となるとことを示唆するものと
いえる。
父親グループの“フリートーク”は，母親グループ
ほど，多くの意見がでたわけではなかった。興味深い
点は，両グループの雰囲気が対照的であった点である。
母親グループは，“フリートーク”の最初から，意見
が弾み，終始笑い声が聞こえていた。一方，父親グルー
プは，発言は少ないものの，だれか一人の発言後，毎回，
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「あるある」と苦笑しながら，頷く父親が多く認められ，
その頷きの度に，和やかな雰囲気となっていったこと
である。一般的に，仕事上のネットワークで日々関係
性を築いている男性にとって，仕事以外で，初対面の
人とコミュニケーションをとることは，決して容易な
ことではないだろう。本講座のように，発言は少ない
が，互いの意見に同調し合うという点は，父親グルー
プの特徴といえる。
4.3 ミニレクチャー
図 5 は，
ミニレクチャーの様子である。ホワイトボー
ドに記された様々な意見を見ながら，
「活字となった
意見を見て，改めて，相手の考えや育児の大変さに気
付いた」という意見が得られた。また，パートナーの
意見と分かって笑う人，育児に対する互いの姿勢を夫
婦で再確認している姿や，夫婦がお互いの考えを表出
することで，子育てと向き合おうとしている姿が見受
けられた。このようなミニレクチャーを通して，“フ
リートーク”やミニレクチャーのようにトークの内容
を夫婦で共有する時間を持つことが，育児講座の中で，
大切となることが示唆されたと考える。
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児関与の高い父親であったことからも，本結果は，育
児に関わることで，父親が母親と同じような支援ニー
ズを持つようになることを意味すると考える。した
がって，直近の育児スキルだけでなく，近い将来の育
児に目を向けた母親に行われているような子育て支援
講座（例えば，子どもの発達やしつけなどを盛り込ん
だもの）を，夫婦の参加型にするといった工夫も必要
といえるだろう。加えて，「家事の中で関心のあるこ
とは何か」の問いでは，炊事が最も多く回答されてい
た。日々の生活において炊事をしている回数に個人差
があるとしても，炊事などの父親が興味のあるものを
講座やフリートークのテーマとすることによって，よ
り父親が参加しやすく，かつ楽しむことができる育児
講座となることが期待できる。最後に，「今後，この
ような育児講座に参加したいと思うか」のという問い
に対して，参加者全員から，
「大変思う」「思う」の回
答が得られた。参加者同士が交流をもち，日頃の育児
について感じていることを表出し，さらに共有するこ
とで，高い評価を得ることができたと考える。

5

まとめと今後の課題

本講座では，
“フリートーク”やその他のプログラ
ムの語りを通して，父親が育児講座にどのような内容
を期待しているのかについて記述することができた。
但し，男性は女性と比較すると，仕事以外のコミュニ
ティへの参加が少なく，初対面で女性のように会話す
ることが難しいことを考慮すると，父親にとって会話
しやすい状況設定，話題提供が必要であったといえよ
う。
本結果から，育児関与の高い父親の場合，仕事と育
児の両立に悩む姿があり，母親と同様に育児に参加し，

図５

子どもをきちんと育てたいというニーズがあることが
示唆された点は，本講座で得られた新たな知見であっ
た。それらの父親においては，どのような子育てをす
ると子どもにとってよいのか，そのためにはどのよう

ミニレクチャーの様子

4.4 自由記述によるアンケート
「育児で関心のあることは何か」の問いに対しては，

なことを具体的にしたらよいのか等，母親を対象に行
われているような支援講座が必要であると考える。

多くの父親が，
「遊び方」
「しつけ」と答えていた。
一般的に父親は，育児における第 2 の養育者と言わ
“お
れ 12），現行の育児講座では“沐浴”や“抱き方”，

本講座の参加者は，総じて育児関与が高い父親で構
成され，加えて，参加者数は，7 組と計画していた 10
組に到達しなかった。したがって，本結果を一般化す

むつ交換”といった育児のスキルアップを主な内容と
した講座が多く実施されている。妊娠期や育児期の極

るには限界がある。多くの男性は，休日は家族で過ご

めて初期であれば，こうした内容も適しているといえ
るだろう。しかしながら，本講座の父親たちの回答に
示されるように，育児期の真只中（本講座に参加した
子どもの月齢は生後 9 ヵ月）の父親の関心は，生活に
密着した内容（例えば，子どもはどんな遊びを喜ぶか，
他の父親が育児において何をして，困ったことはある

したい。のんびりとしたいと考えるのが一般的であろ
う。より幅広い層を対象とした育児支援プログラムを
提案するために，父親の勧誘方法や，育児の非参加者
への周知が課題である。今後も定期的に育児講座を開
催し，父親の意見を徴収することで，データを蓄積し
効果の検証を行っていく必要がある。

か等）であった。本講座に参加した父親は，総じて育
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イフバランス―父親の子どもへのコミットメント
が子どもの自発性に及ぼす影響― . 家庭教育研究

（学際的・先端的研究（A））として，開催したもので
ある。
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Abstract
In this study, we hosted a course entitled “Developing a Parenting Course with Moms and Dads” and analyzed the
opinions of participants to clarify the nature of actual parenting courses that they had taken, with the ultimate aim of
proposing an ideal parenting course that would encourage fathers to participate in raising their children. We hosted this
course in March 2016 at the Satellite Campus Hiroshima for seven couples with a child between the age of 6 and 18 months.
The course comprised three parts: (1) games involving parent-child contact, (2) an open discussion, and (3) a short lecture.
In the open discussion, participants separated into a fathers group and a mothers group, and exchanged ideas and information
on day-to-day involvement in housework and parenting. The content of the open discussion was then addressed and
summarized in the short lecture. The open discussion yielded numerous opinions from the participants on their experiences
of previous courses, their reasons for participating in the present course, and course content they hoped to learn in the future.
In addition, all participants provided positive feedback on their participation in this course.

Key words: fathers, parenting course, open discussion
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