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第５章 子どもの頃の読書が成人の意識・意欲・行動に与える影響 

濵田 秀行（群馬大学）  

 

１．目的 

 本研究の目的は、子どもの頃の読書が成人の意識・意欲・行動に与える影響について

明らかにすることである。具体的には、１）子どもの頃の読書の量と成人の意識・意欲・

行動との関連、２）子どもの頃の読書のジャンルと成人の意識・意欲・行動との関連、

３）子どもの頃の読書に関わる活動と成人の意識・意欲・行動との関連について検討す

る。 

 

２．方法 

〈調査対象〉第１章３．参照 

〈調査方法〉第１章３．参照 

〈質問内容〉大きくは、Ⅰ）子どもの頃の読書行動に関する項目、Ⅱ）現在の自己の意

識・意欲・行動についての認識に関する項目、Ⅲ）世帯の年収に関する項目

の３部からなる。質問項目の具体的内容、および評定法は次のとおりである

（一部第１章２.と重複）。 

 

（１）子どもの頃の読書行動に関する質問 

① 読書量：「これまでを振り返って、それぞれの時期にどれくらい本を読みましたか」

に対する 5 段階評定 

  「就学前」、「小学校（低学年）」、「小学校（高学年）」、「中学生」「高校生」、「大学

生（大学院・短大・専門学校を含む）」、「10 代学生を除く」のそれぞれの時期にお

いて、「とてもよく読んだ（5）」、「よく読んだ（4）」、「読んだ（3）」、「あまり読ま

なかった（2）」、「ほとんど読まなかった（1）」の５件法で回答を求めた。想起によ

る回答であることを勘案し、信頼性を高めるために項目得点の平均を算出し「子ど

もの頃の読書量」尺度得点とした。 

② 読書多様性：「これまでを振り返って、それぞれのジャンルの本を読みましたか」

に対する回答 

    「就学前」、「小学校（低学年）」、「小学校（高学年）」、「中学生」、「高校生」、「大学

生（大学院・短大・専門学校を含む）」、「10 代学生を除く」のそれぞれの時期におい

て、「物語･フィクション」、「自然科学に関する本」、「社会科学に関する本」、「生き

方･人間関係に関する本」、「実用書などの本」、「趣味に関する本」、「ほとんど読まな

かった」のうち当てはまるものについて複数回答可で回答を求めた。「ほとんど読ま

なかった」の得点を「0」、その他の回答の得点を「1」として処理した。想起による

回答であることを勘案し、上記の時期において読んだ本のジャンル数を合算し「子

どもの頃の読書多様性」尺度得点とすることで信頼性を高めた。 
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③ 読書に関する周囲からの直接的な関わり：「家族から昔話を聞いたこと」、「本や絵

本の読み聞かせをしてもらったこと」がどのくらいありますかという質問に対する

回答 

「就学前」と「小学校(低学年)」の時期において「何度もある」、「少しある」、「ほ

とんどない」の 4 件法で回答を求めた。このような関わりは、習慣化されたもので

あるか否かが重要だと考えられる。そこで「何度もある」の得点を「2」とし、「少

しある」または「ほとんどない」の得点を「0」とし、点数を合算し「読書への関わ

り」尺度得点とした。 

 

（２）成人の意識・意欲・行動に関する質問 

① 成人の意識・意欲・行動： 

    「成人の意識･意欲・行動」尺度として、先行研究における尺度を参考に「自尊感

情」、「共生感」、「意欲･関心」、「規範意識」、「人間関係能力」、「職業意識」、「文化的

作法･教養」、「将来展望」、「自己啓発」、「市民性」、「充実感」の 11 のカテゴリにそ

れぞれ 3 つの質問項目を立てた。この 33 の項目について「とても当てはまる（4）」、

「やや当てはまる（3）」、「あまり当てはまらない（2）」、「全く当てはまらない（1）」

の 4 件法で回答を求めた。なお、項目「お金が十分にあれば、できれば仕事はやり

たくないと思う」については点数を逆転して処理した。 

実際の回答データにおいて天井効果が見られた 2 つの項目（「しかるべき時はち

ゃんとしかれる親が良いと思う」（平均 3.46、 標準偏差 0.695）と「交通規則や社

会のルールは守るべきだと思う」（平均 3.44、 標準偏差 0.640））を削除した。残っ

た 31 の項目について確認的因子分析によって検討し、「成人の意識・意欲・行動」

の下位尺度として「自己肯定感」、「市民的教養」、「向上心」の 3 つを決定した。そ

れぞれの下位尺度の項目得点の平均値と標準偏差は次のとおりである。「自己肯定

感」下位尺度得点（平均 2.67、標準偏差 0.57）、「市民的教養」下位尺度得点（平均

2.76、標準偏差 0.46）、「向上心」下位尺度得点（平均 2.68、標準偏差 0.50）。各下

位尺度の内的整合性を表すα係数は、「自己肯定感」でα＝.81、「市民的教養」でα

＝.82、「向上心」でα＝.85 と十分な値が得られた。 

成人の意識･意欲・行動についての質問項目と下位尺度相関を表 5.1・表 5.2 とし

て次に示す。3 つの下位尺度は互いに有意な正の相関を示した。 
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表 5.1：成人の意識・意欲・行動についての下位尺度（α係数）と質問項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.2：成人の意識･意欲・行動の下位尺度相関と平均、標準偏差 

  自己肯定感 市民的教養 向上心 平均 標準偏差 

自己肯定感 - .568** .546** 2.67 0.57 

市民的教養   - .647** 2.76 0.46 

向上心     - 2.68 0.50 

**p <.01 

 

② ボランティアへの参加：「この一年間で参加したボランティア活動はどのような活

動ですか」に対する回答 

「地域ボランティア(学童支援、地域振興など含む)」、「介護ボランティア(高齢

者、手話などを含む)」、「自然保護ボランティア」、「災害支援ボランティア」、「読

書ボランティア(読み聞かせ、朗読など含む)」、「文化活動ボランティア(美術館、

博物館などを含む)」、「その他」、「過去に参加したことはあるが、この 1 年間は参

加していない」から選択。複数回答可。「過去に参加したことはあるが、この 1 年

間は参加していない」を除く他の選択肢を選択した 1,400 人とそれ以外の 3,858 人

合成尺度 項目内容

自分のことが好きである
家族を大切にできる人間だと思う
通っていた（いる）学校が好きであった（ある）
毎日の生活に満足している
自分の人生を主体的に送っている
自分の好きなことがやれていると思える
休みの日は自然の中で過ごすことが好きである
悲しい体験をした人の話を聞くとつらくなる
友達がとても幸せな体験をしたことを知ったら、私までうれしくなる
電車やバスに乗ったとき、お年寄りや身体の不自由な人には席をゆずろうと思う
けんかをした友達を仲直りさせることができる
友達に相談されることがよくある
近所の人に挨拶ができる
お盆やお彼岸にはお墓参りに行くべきだと思う
日本の昔話を話すことができる
ひな祭りや子どもの日、七夕、お月見などの年中行事が楽しみだ
すべての選挙で投票を行う
政治・社会的論争に関して自分の意見を持ち議論する
新聞やテレビ、インターネットで政治に関する報道を閲覧・視聴する
なんでも最後までやり遂げたい
わからないことはそのままにしないで調べたい
経験したことのないことには何でもチャレンジしてみたい
10代の頃に、なりたい職業ややってみたい仕事があった
できれば、社会や人にためになる仕事をしたいと思う
お金が十分にあれば、できれば仕事はやりたくないと思う
努力すれば夢はかなうと思う
将来は楽しいことが待っていると思う
私には将来の目標がある
自分の能力を発揮するために学習や能力開発に取り組みたい
科学技術の進展に対応して新たな技能を習得したい
人生設計や生き方に役立つ情報を、積極的に収集している

自己肯定感
（α=.81）

市民的教養
（α=.82）

向上心
（α=.85）
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の 2 群に分けた。 

③ 子育てにおける読書についての関わり：「お子さんを育てられる中で、読書につい

てどのような関わりを持ちましたか」に対する回答。子どもがいると答えた成人

3,024 人が対象。 

  「子どもと一緒に図書館を利用した」、「子どもに本の読み聞かせをした」、「自分

が読んだ本を子どもにも勧めた」、「子どもが薦めてくれた本を自分も読んだ」、「子

どもと本の内容について話し合った」、「子どもの誕生日に本を贈った」、「その他」、

「特に何もしていない」から選択。複数回答可。「特に何もしていない」の得点を

「0」、その他の選択肢の得点を「1」とし、合算したものを「子どもの読書への関

わり」尺度得点とした。 

 

（３）世帯の年収に関する質問 

① 世帯収入：「過去一年間のあなたの世帯全体の年収はどのくらいでしたか」に対す

る回答 

「1＝無収入」、「2＝100 万円未満」、「3＝100 万円～200 万円未満」、「4＝200 万円～

300 万円未満」、「5＝300 万円～400 万円未満」、「6＝400 万円～500 万円未満」、「7＝

500万円～750万円未満」、「8＝750万円～1,000万円」、「9＝1,000万円～1,250万円」、

「10＝1,250 万円～1,500 万円未満」、「11＝1,500 万円以上」、「12＝わからない」の

中から選択するよう回答を求めた。「12＝わからない」と回答した 527 人を除き、収

入が把握できた 4,731 人のデータに基づき分析を行った。このように集計されたデ

ータの平均と標準偏差はそれぞれ M=6.3、SD=2.06 であった。また、データの度数分

布に関しては、正規分布からの強い逸脱は認められなかった。 

 

表 5.3：過去一年間の世帯全体年収 

回答番号 度数 ％ 有効％
1 53 1 1.1
2 140 2.7 3
3 260 4.9 5.5
4 482 9.2 10.2
5 658 12.5 13.9
6 734 14 15.5
7 1105 21 23.4
8 762 14.5 16.1
9 266 5.1 5.6

10 145 2.8 3.1
11 126 2.4 2.7

合計 4731 90 100
欠損値 12 527 10

5258 100

有効

合計  
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〈分析方法〉 

まず、子どもの頃の読書行動と成人としての意識・意欲・行動についての尺度読点

の相関係数を算出した上で、子どもの頃の読書行動によってグループ分けし、それぞ

れの群で成人としての意識・意欲・行動の自己認識やボランティア行動に違いがある

か検討する。次に、子どもの頃の読書行動が成人としての意識・意欲・行動に与える

影響について共分散構造分析によって検討する。 

 

３．結果 

（１）子どもの頃の読書量と成人の意識･意欲・行動 

子どもの頃の読書量尺度得点と成人の意識・意欲・行動の下位尺度得点の相関を表

5.4 に示す。「自己肯定感」、「市民的教養」、「向上心」のいずれとも有意な相関が認め

られた。 

 

表 5.4：子どもの頃の読書量と成人の意識･意欲・行動の相関係数 

  自己肯定感 市民的教養 向上心 

読書量 .168** .238** .178** 

**p <.01 

 

また、子どもの頃の読書量尺度得点と子どもの読書への関わり尺度得点の相関を算

出した結果、有意な相関が認められた（r =.358、 p ＜.001）。 

子どもの頃に自分が本を読んできていないと認識している成人（就学前から中学校

までの尺度得点の合計が 8 点以下だった成人）1,629 人と子どもの頃に自分が本を読

んだと認識している成人（尺度得点の合計が 9 点以上だった成人）3,629 人の２群に

分けた。この２群に差があるかを検討するために各下位尺度得点についてｔ検定（等

分散が仮定できない場合はウェルチのｔ検定）を行った。その結果、自己肯定感下位

尺度（ｔ（2990.512）＝7.443、p ＜.001）、市民的教養下位尺度（ｔ（5256）＝10.74、

p ＜.001）と向上心下位尺度（ｔ（3051.622）＝9.837、p ＜.001）について、子ど

もの頃に本を読んできたと認識している成人の方が有意に高い得点を示していた。 

 自分が子どもの頃に本を読んできたと考える成人の方が、そうでない人よりも、自

身の意識・意欲・行動を高く捉えている傾向がある。 

 

表 5.5：子どもの頃に本を読んできた成人と読んでいない成人の平均値と標準偏差およびｔ検定の結果 

  読んでいない 読んでいる   

  平均 標準偏差 平均 標準偏差 ｔ値 

自己肯定感 2.58 0.58 2.71 0.55 7.59** 

市民的教養 2.66 0.44 2.80 0.44 10.52** 

向上心 2.58 0.51 2.72 0.50 9.84** 

**p <.001 
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 就学前から 10 代までに自分が本を読んできていないと考えている成人（就学前か

ら 10 代の尺度得点の平均が 2 以下の成人）1,198 人と読書量が中学校以降減少した成

人（就学前から小学校高学年までの尺度得点の平均よりも中学生、高校生、大学生、

10 代の尺度得点の平均が低かった成人）1,539 人の成人と、中学校までに自分が本を

読んできたと考え、中学校以降も読書量を維持、もしくは増加させた 2,521 人の成人

の 3 群に分けた。この 3 群において、過去 1 年間のボランティア活動への従事状況に

差があるか検討するためにカイ 2 乗検定を行った。その結果、中学校以降もそれまで

の読書量を維持、または増加させた成人からなる群（維持・増加）とそうでない群（減

少・不読）の間では、ボランティアへの従事率の差が統計的に有意であった 

（χ2(2)=51.145、p < .001）。 

 

表 5.6：読書量の増減とボランティア経験のクロス表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子どもの頃の読書ジャンルと成人の意識･意欲・行動 

子どもの頃の読書多様性尺度得点と成人の意識・意欲・行動の下位尺度得点の相関

を表 5.7 に示す。「自己肯定感」、「市民的教養」、「向上心」のいずれとも有意な相関が

認められた。中でも「向上心」との関連が高いことが示された。 

 

表 5.7：子どもの頃の読書ジャンル数と成人の意識･意欲・行動 

  自己肯定感 市民的教養 向上心 

ジャンル .121** .234** .269** 

**p <.01 

 

 最も多く読まれた本のジャンルは「物語･フィクション」で 4,258 人が挙げていた。

「物語・フィクション」とあわせて多く読まれていたのは、「趣味に関する本」（1,758

人）と「自然科学に関する本」（1,756 人）であった。 

子どもの頃に複数のジャンルの本を読んでいる成人（3,452 人）と読んでいない成

なし あり
度数 977 221 1198
期待度数 879 319 1198
調整済残差 7.3 -7.3
行の％ 81.60% 18.40% 100.00%
度数 1090 449 1539
期待度数 1129.2 409.8 1539
調整済残差 -2.7 2.7
行の％ 70.80% 29.20% 100.00%
度数 1791 730 2521
期待度数 1849.8 671.2 2521
調整済残差 -3.7 3.7
行の％ 71.00% 29.00% 100.00%

合計 度数 3858 1400 5258

合計

不読

減少

維持・増加

読書量

ボランティア経験
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人（1,806 人）の意識・意欲・行動に差があるかを検討するために、各下位尺度得点

についてウェルチのｔ検定を行った。その結果、自己肯定感下位尺度（ｔ（3590.94）

＝7.60、p ＜.001）、市民的教養下位尺度（ｔ（3528.31）＝14.56、p ＜.001）と向

上心下位尺度（ｔ（3612.131）＝15.45、p ＜.001）について、複数のジャンルの本

を読んできた成人の方が有意に高い得点を示していた。 

自分が子どもの頃に複数のジャンルの本を読んできたと考える成人が、そうでない

人よりも、自身の意識・意欲・行動を高くとらえている比率の高いことが示された。 

 

表 5.8：複数ジャンルを読んでいる成人と読んでいない成人の平均値と標準偏差およびｔ検定の結果 

  読んでいる 読んでいない   

  平均 標準偏差 平均 標準偏差 ｔ値 

自己肯定感 2.72 0.56 2.59 0.57 7.60** 

市民的教養 2.82 0.44 2.63 0.46 14.56** 

向上心 2.76 0.49 2.59 0.50 15.45** 

 **p <.001 

 

子どもの頃に複数のジャンルの本を読んでいる成人（3,452 人）と単一のジャンル

のみ本を読んだ成人（1,315 人）、不読の成人（491 人）の 3 群において、過去 1 年間

のボランティア活動への従事状況に差があるか検討するためにχ2 検定を行った。そ

の結果、ボランティアへの参加率が群間において差があることが示された（χ2 (2)

＝110.385、 p<.001）。特に、群別で参加率の差を比較した場合、子どもの頃に複数

のジャンルを読んでいる成人（複数群）において過去 1 年間のボランティア活動への

参加率が高い傾向がみられる。 

 

表 5.9：複数ジャンルの読書とボランティア経験のクロス表 

ボランティア経験 

  あり なし 合計 

度数 1073 2379 3452

行の％ 31.1％ 68.9％ 100.0％

 

複数 

調整済残差 10.1 -10.1 

度数 262 1053 1315

行の％ 19.9％ 80.1％ 100.0％

 

単独 

調整済残差 -6.3 6.3 

度数 65 426 491

行の ％ 13.2％ 86.8％ 100.0％

ジャンル 

 

不読 

調整済残差 -7.0 7.0 

度数 1400 3858 5258合計 

行の ％ 26.6％ 73.4％ 100.0％
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（３）読書に関する周囲からの直接的な関わりと成人の意識・意欲・行動 

   「読書への関わり」尺度得点と成人の意識・意欲・行動の下位尺度得点の相関係数

を算出した。結果を表 5.10 に示す。「自己肯定感」、「市民的教養」、「向上心」のいず

れとも有意な相関が認められた。中でも「読書への関わり」と「市民的教養」との関

連が相対的に強いことが示された。 

 

表 5.10：子どもの頃の周囲からの直接的な読書への関わりと成人の意識・意欲・行動との相関係数 

  自己肯定感 市民的教養 向上心 

読書への関わり .190** .265** .232** 

**p <.001 

 

 過去１年間においてボランティア活動に参加した成人とそうでない成人において、

子どもの頃の周囲からの読書への関わりに差があるか検討するためウェルチのｔ検定

を行った。その結果、過去１年間においてボランティア活動に従事した成人の方が、

そうでない成人に比べ、子どもの頃の読書への関わり尺度（ｔ（2481.64）＝12.29、p

＜.001）において有意に高い得点を示していた。 

過去１年間においてボランティア活動に従事した成人は、そうでない成人に比べ子

どもの頃に周囲からの直接的な読書への関わりを受けていたととらえていることが示

された。 

 

表 5.11：ボランティアへの参加経験と子どもの頃の読書への直接的な関わり得点の平均値と 

標準偏差およびｔ検定の結果 

  参加 不参加   

  平均 標準偏差 平均 標準偏差 ｔ値 

読書への関わり 4.15 2.56 3.17 2.56 12.29** 

                                                                   **p <.001 

 

「10 代までの読書の充実」と「収入」が、「成人の意識･意欲･態度」に及ぼす影響

を検討するために Amos（ver.21）でパス解析を行った。最終的なモデルの適合度指標

は、たとえば GFI＝.986、AGFI=.968、CFI=.969、RMSEA=.063 など1といずれも十分な

値が得られた（図 5.1）。 

「読書への関わり」、「子どもの頃の読書多様性」、「子どもの頃の読書量」の計 3 つ

の下位尺度の個人差を説明する因子「10 代までの読書の充実」を設定して、その一因

                                                  
1 GFI(Goodness of Fit Index)：モデルからデータへの説明力の高さを表す指標。0-1 の間をとり、高い方が望ましい。 
AGFI(Adjusted GFI)：GFI においてモデルの複雑性を考慮して調整した指標。同様に 0-1 の間をとり、高い方が望

ましい。   
CFI(Comparative Fit Index)：モデルが独立モデルから飽和モデルまで間のどのあたりに位置すするかを表す。1 に

近いほど望ましい。  
RMSEA(Root Mean Squared Error of Approximation)：モデルの分布と真の分布とのズレを数値的に評価したもの。

0.05 以下であれば一般に当てはまりが良い(ズレが小さい)とされる。 
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子性について確認的因子分析を行って検討し、その適切性を確認した。 

「10 代までの読書の充実」から「収入」へのパス係数は.11 と 0.1％水準で有意で

あった。「収入」から「成人の意識・意欲・行動」への係数は.17 と正の有意（p <.001）

な値を示した。「10 代までの読書の充実」から「成人の意識・意欲・行動」への係数

は.435 と「収入」からの場合よりも高い有意（p <.001）な値を示した。10 代までの

読書の充実が成人になってからの意識・意欲・行動の高さに直接的に与える影響は、

大人になってからの収入が意識・意欲・行動に対して与える影響よりも相対的に大き

いことが示唆された。 

「10 代までの読書の充実」が、「成人の意識・意欲・行動」に直接的に与える影響

と「収入」を介して間接的に与える影響の大きさを知るため「10 代までの読書の充実」

から「成人の意識・意欲・行動」への標準化総合効果（直接効果+間接効果）を算出し

た。数値は.454 と推定された。これは「成人の意識・意欲・行動」にある分散(個人

差)のうち」45.4％が「10 代までの読書の充実」によって説明できることを意味して

いる。 

 

図 5.1：10 代までの読書の充実と成人の意識・意欲・行動 

 

 

４．考察 

 本研究では、子どもの頃の読書が成人になったときの意識・意欲・行動にどのような

影響を与えるかという中長期的な観点から、１）子どもの頃の読書の量と成人の意識・

意欲・行動との関連、２）子どもの頃の読書のジャンルと成人の意識・意欲・行動との

関連、３）子どもの頃の読書に関わる活動と成人の意識・意欲・行動との関連について

検討した。主要な結果として、次の 3 点が明らかになった。 

 第 1 に、10 代までの読書の充実が、成人になってからの意識・意欲・行動にプラス方

向の影響を与えていることが示された。その影響は収入が意識・意欲・行動に与えるも

のよりも相対的に大きい。第 2 に、中学生の時期に読書量を維持、もしくは増加させた

成人は、不読だったり、読書量を減少させた成人に比べて過去 1 年間においてボランテ
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ィア活動に従事した比率が高いことが示された。第 3 に、子どもの頃の読書において幅

広いジャンルの本を読んできた成人は、そうでない成人に比べて過去 1 年間においてボ

ランティア活動に従事した比率が高いことが示された。 

 10 代までの読書の充実が、成人になってからの意識・意欲・行動の 45.4％を説明す

るという知見は、読書が人としての成長によい影響を与えるという経験則に具体的な根

拠を提供するものである。パス係数からは、10 代の読書の充実が経済的な成功について

約束はしないものの、自己の意識・意欲・行動についての認識という、いわば成人とし

ての充実にかかわっていることが読み取れる。 

また、子どもの頃の読書行動と成人になったときの意識・意欲・態度との関連を詳細

に見ると、子どもの頃の読書ジャンルの多様性が成人になってからの「向上心」と関連

することが示されている。子どもの頃に複数ジャンルの読書を行ってきた成人、単独の

ジャンルしか読まなかった成人、不読だった成人のそれぞれのボランティア活動への従

事の比率は、31.1％、19.9％、13.2％と大きく異なっている。この結果からは、読書活

動の推進においては、ただ量を読むよう促すだけでなく少なくとも複数のジャンルの本

に出会う機会を用意することの重要性が示唆される。 

 さらに、子どもの頃の読書に関する周囲からの直接的な関わりと成人になってからの

「市民的教養」との関わりの強いことが示されている。加えて、子どもの頃に周囲から

の読書への直接的な関わりが多かった成人は、そうでなかった成人より過去 1 年間のボ

ランティア活動への参加比率が高いことも示されている。親や教師が、子どもに対して

読書過程を楽しめるような教育的関わりを行うことは、子どもが自分にとっての読書の

意義を見い出していくことにつながるだけでなく、中長期的には自らの行動によって社

会に貢献する成人の育成にもつながることが示唆される。なお、子どもの頃に多く読書

を行うほど、成人となった、自分の子育てにおいて読書についての関わりを多様に持つ

傾向があることも示されている。読書活動の推進は、単に個人の行動の変容を促すとい

う意味だけでなく、後の世代の読書活動にも波及するものであることが示唆される。 

 

 


