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【要旨】

本研究は福島県福島市とアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル市の中学校２年生の保護者を

対象として実施したアンケート調査を基に，保護者と子どもとの関係をとらえるとともに，保護

者が中学生の問題行動に対してどのような意識を持ち，行動しているのかを把握することを目的

としている。この結果，子どもと家族との関係は福島市に比べてナッシュビル市の方が対話が多

く，子どもの指導についてもナッシュビル市の保護者の方が多方面にわたって関心を持っている

こと，しかしその一方で問題行動に対する規範意識がゆるくなっていることが把握された。ま

た，いじめに対する状況を見ると，ナッシュビル市の方が福島市よりも認知度が高い状況にある

こと，ナッシュビル市の保護者は福島市の保護者に比べて多様な対処方法をとっており，子ども

への働きかけもきわめて積極的であることなどが明らかになった。
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１ はじめに

不登校やいじめなどを含む子どもの「問題行

動」は先進諸国が共通に抱える困難な教育的課

題の一つであり，早急な対応が求められている

社会問題でもある。しかし，これに対する取り

組みは遅れ，比較的早くから研究が進められて

いたヨーロッパ諸国においても，それが活発化

するのは１９８０年代以降のことである��。この

ため，他国の同様な問題との比較研究が遅れ，

外国においてとられている各種対策の検討と導

入も遅れている�。無論，これらの問題を考え

るにあたっては各国の社会文化的な検討も不可

欠であり，外国で有効な方法がそのままわが国

においても有効であるとは限らないが，そのた

めにも外国との比較研究の深化が急務の課題と
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なっている。これは青少年の問題行動に悩む諸

外国の教育担当者にとっても同様である。

わが国においては，森田がその一連の研究に

おいて子どもの問題行動に関する国際的な比較

を行っている。森田（１９９８）は，世界２２カ国の

いじめの状況とその対策を国際的共同研究から

明らかにし，これまで実態がよくわからなかっ

た世界のいじめの状況を明らかにした�。また，

森田（２００１）は日本・イギリス・オランダ・ノ

ルウェーの比較研究から，これらの国々におけ

るいじめの実態を多方面から比較・分析してい

る�。これらの業績はいずれも優れたものでは

あるが，子どもの問題行動に関する国際的な比

較研究を進めるためには，まだ事例の蓄積は少

ない。

筆者らはこのような問題意識の下，福島大学

教育学部と姉妹校提携を結んでいるアメリカ合

衆国テネシー州のミドル・テネシー州立大学教

育学部の専門家チームとの共同研究として中学

生の問題行動に関する大規模なアンケート調査

を実施した。青少年の問題行動に関しては教育

制度面，社会制度面などから各種のアプローチ

がなされているが，ここでは当事者である生

徒，保護者，教員への意識調査を中心とした。

これは生徒の生活意識を明らかにすることが各

種問題行動の理解につながると同時に，生徒な

どの問題行動に対する保護者の規範意識などが

その行動に大きな影響を与えると考えたためで

ある。

本調査は中学２年生（アメリカ合衆国では８

年生）とその保護者，中学校教員を対象とした

ものであり，福島県福島市と，アメリカ合衆国

テネシー州の州都であるナッシュビル市におい

てほぼ同一の項目で実施，日本とアメリカ合衆

国の地方都市の中学生の問題行動に関する比

較・検討を行った。筆者らはこれまでに共同研

究の成果として，日米両国の中学生の問題行動

に関する統計的比較分析�，アメリカ合衆国に

おけるスクールカウンセリングの現状と特性�，

アメリカ合衆国の学校における生徒の問題行動

への取り組み��，子どもの問題行動と教師文

化との関連性に関する日米両国の比較�，不登

校といじめに関する中学生の行動の日米両国の

比較	などの研究を発表してきた。このうち昼

田ほか（２００３）では，福島市とナッシュビル市

の中学２年生へのアンケート調査から福島市の

方が同居家族数は多いものの子どもと家族との

コミュニケーションが十分にとれていないこ

と，福島市の子どもは規範意識が高い一方で自

己評価意識は低く，ナッシュビル市ではこれと

全く逆の傾向が認められること，などを明らか

にした	。また，中野ほか（２００２）では，福島

市とナッシュビル市の中学校教員へのアンケー

ト調査から，福島市の教員（特に担任）が長時

間，また学校のみならず地域社会においても子

どもに対して大きな指導上の役割を果たしてい

るのに対し，ナッシュビル市においては各教員

の職務が限定されており，それを超える部分に

ついては他の社会機関なども含めて対応を任せ

る傾向があるなど，生徒の問題行動への対応に

相違点があることをとらえた�。

本小論はこれらの研究の一環として，福島市

とナッシュビル市の保護者と子どもの関係の特

徴をとらえるとともに，保護者が中学生の問題

行動に対してどのような意識を持ち，行動して

いるのかを把握することを目的としたものであ

る。

２ 調査方法と研究対象地域の概要

本調査は福島市内の公立中学校に在籍する中

学２年生と，ナッシュビル市の公立中学校に在

籍する８年生（日本の中学２年生に対応）の保

護者を対象として実施したものである。福島市

においてはクラスを単位として調査対象を抽出

したため，１学年に１クラスしかない小規模校

を対象から除外，その他の全学校（１８校）を対
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象として第２学年全生徒の４分の１を無作為に

抽出し，その保護者に２０００年７月に実施した。

また，ナッシュビル市においては全２７校のうち

調査の協力が得られた７校の第８学年全生徒の

保護者を対象として２００１年２月に実施した。具

体的には，調査対象となった生徒が調査票を自

宅に持ち帰り保護者がアンケートに回答，それ

を封筒に入れ厳封して学校に提出したものを回

収した。有効回答数等は表１の通りである。な

お，調査はプライバシーの保護のために無記名

で行ったため，保護者の回答を生徒の特性と結

びつけてとらえることは不可能であり，あくま

で集団的な分析を加えるにとどまっている。

次に，調査対象地域の概要を示すことにした

い。本調査は福島県福島市とテネシー州ナッ

シュビル市において行われた。これは両市とも

巨大都市の影響を直接受けない地方政府の政治

的中心地であり，共通性が大きいと考えたため

である。ただし，相違点もある。

まず，人口についてみると，福島市が約２９万

であるのに対し，ナッシュビル市は約５７万人と

ほぼ倍の規模となっている（２０００年）。ただし，

行政区画の面積はナッシュビル市の方が約２倍

大きく，人口密度は同程度である。１９８０年から

２０００年までの人口増加率を見ると，福島市の

１０．８％に対し，ナッシュビル市は１９．３％となっ

ている。これは福島市が成熟過程に入っている

のに対し，ナッシュビル市はまだ成長過程にあ

ることを示している。このため，６５歳以上の人

口率は福島市の１８．１％（２０００年）に対しナッシュ

ビル市は１１．１％（２０００年）と，福島市の方がか

なり高くなっている。また１世帯あたりの平均

人員数を見ると，福島市の２．７４人（２０００年）に

対し，ナッシュビル市は２．３０人（２０００年）であ

り，１世帯あたりの規模は小さい。

本アンケート調査は中学２年生の生徒（以下，

「子ども」と略す）と保護者を中心とする家族

との関係（子どもと家族との会話の時間や内容，

家族で行うレクリエーションや保護者が考えて

いる子どもの育成方針など），子どもの問題行

動に関する保護者の認識（子どもの交友関係と

それに関する課題意識，子どもの問題行動に関

する規範意識など），および子どものいじめに

関する認知状況（中学校入学後に保護者が認知

した子どものいじめ状況など）を中心に調査を

行ったものである。本報告では，紙数の関係か

らこれらのすべてを取り上げることはできない

ため，以下，中学生の問題行動に関する保護者

の意識を中心として，アンケート調査の結果に

基づき検討を加えることにしたい。

３ 子どもと保護者との関係

ここでは，まず，アンケート調査結果に見ら

れる子どもと保護者との関係についてみること

にしたい。ただし，これにあたってはアンケー

ト調査の回答数は，福島市の７６０に対し，ナッ

シュビル市は２８０にとどまった点に留意しなけ

ればならない。今回の調査を行うにあたって，

ナッシュビル市内に立地するすべての中学校に

対して調査を依頼したが，保護者のプライバ

シーに対する意識が強いという理由で，約７割

の学校から調査への協力を拒否された。また，

調査の協力を得た学校においても調査への回答

はあくまでも任意であることを示した上で調査

表１ アンケートの回収結果

福 島 市 ナ ッ シ ュ ビ ル 市

対象数（人） 回収数（人） 回収率（％） 対象数（人） 回収数（人） 回収率（％）

生 徒 ８８４ ８３７ ９４．７ １，３７６ ８００ ５８．１

保 護 者 ８８４ ７６０ ８５．９ １，３７６ ２８０ ２０．３
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を依頼した。調査への協力が任意であることは

福島市においても同様であるが，こちらでは多

くの保護者の協力を得ることができた。学校を

通した調査に対する意識の差が有効回答率の差

に表れたと考えられる。従って，ナッシュビル

市においては保護者全体の意見を代表した回答

とはいえない。おそらく，学校に対して協力

的，あるいは生徒の問題行動などに関して大き

な関心を寄せている保護者からの回答に偏って

いる可能性が高いと考えられる。このため，両

者を同列に比較することは困難である。しか

し，ナッシュビル市においてはこのような障害

から類似する調査はこれまでに行われたことが

ない。また，福島市においてもこの種の調査は

前例のないものであり，新たな知見が得られる

可能性が高い。そのため，詳細なデータ解析を

行うには課題が多く，その結果には限界がある

ものの，ここでは，このまま分析を続けること

にしたい。

まず，回答者と調査対象となる子どもとの関

係を表２に示した。質問用紙では，子どもと最

も関係の深い保護者に回答を求めており，家族

内での子どもと保護者との関係をここからうか

がうこともできる。

福島市は回答者の８９．５％を母親が占める。ま

た，父親の比率は９．１％であり，両者を合わせ

ると９８．６％に達する。ナッシュビル市において

も，回答者で最も多いのは母親で，全体の７８．９

％を占める。一方，父親の回答率は１０．７％で，

福島市と大差なかった。両者の合計は８９．６％で

ある。ナッシュビル市においては，「祖父」「そ

の他」などの比率がやや高く，それが両親の合

計の比率を低下させている。

次に，子どもとその家族が日常的にどれぐら

い関係を持っているかをとらえるため，平日１

日に何時間ぐらいの会話があるかを調べた（表

３）。なお，この質問は家族合計を問うており，

その対象は必ずしも回答者に限定されない。

福島市で最も多い回答は，「３０分くらい」の

３７．２％で，「１時間くらい」の３２．５％がこれに

次ぐ。約７割の家庭で，子どもと家族との語ら

いが１日１時間以内となっている。これは調査

対象となっている子どもと家族全員の会話時間

の合計であり，福島市の場合，家族内での会話

が少ない状態になっている。一方，ナッシュビ

ル市で最も多い回答は「４時間以上」の２６．８％

であり，「２時間くらい」の２１．８％がこれに次

ぐ。全体の６割以上の家庭で，毎日２時間以上

の会話がなされている。「１時間以内」は全体

の３割強に過ぎない。福島市とナッシュビル市

を比較すると，ナッシュビル市の方が家族の会

話が毎日長い時間なされていることが分かる。

同様の傾向は，子どもが保護者に学校のこと

をどのくらい話しているかとの質問の回答にも

表２ 回答者と子どもの関係
（単位：人，％）

福 島 市 ナッシュビル市

（人） （％） （人） （％）

父 ６９ ９．１ ３０ １０．７

母 ６８０ ８９．５ ２２１ ７８．９

義理の父 ０ ０ ０ ０

義理の母 ０ ０ ２ ０．７

祖父 ０ ０ ０ ０

祖母 ４ ０．５ １４ ５．０

親戚 １ ０．１ ２ ０．７

兄 ０ ０ １ ０．４

姉 ０ ０ ２ ０．４

その他 ２ ０．３ ７ ２．５

無回答 ４ ０．５ １ ０．４

表３ 保護者と子どもが平日に話し合う時間
（単位：％）

福島市 ナッシュビル市

ほとんどない ４．６ ４．３

３０分くらい ３７．２ １１．８

１時間くらい ３２．５ １９．６

２時間くらい １５．８ ２１．８

３時間くらい ６．８ １４．６

４時間以上 ２．１ ２６．８

無回答 ０．９ １．１
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表れている（表４）。「自分からよく話す」との

回答はナッシュビル市の子どもの方が福島市の

子どもよりも約２０％上回っており，ナッシュビ

ル市の子どもの方が保護者とより積極的に会話

していると考えられる。

次に，保護者が子どもを指導するポイントに

ついてみると（表５，回答は３つ以内），福島

市で最も多い回答は「起床時間等の生活習慣」

で４６．８％，次いで「言葉づかい」の４４．３％，「学

校の成績」の４３．８％，「お金の使い方」の３１．１％，

「外出先や遊びの内容」の２８．０％，「服装や髪

型」の２３．３％となる。全体的に生活指導面に中

心がおかれ，勉強等に関する内容は少ない。こ

れは調査時点が中学２年生の７月であり，夏休

みを控えて生活指導面の課題が，特に重視され

る時期であったことも影響していると考えられ

る。これに対し，ナッシュビル市で最も多い回

答は「学校の成績」の６９．３％で，「進学」の３８．６

％，「外出先や遊びの内容」の３５．４％，「言葉づ

かい」の３４．６％がこれに次ぐ。勉強面の指摘が

生活指導面を上回っているが，これには学校制

度の影響があると考えられる。すなわち，日本

が６・３・３制をとっているのに対し，ナッ

シュビル市のあるテネシー州は６・２・４制を

とっており，ナッシュビル市では中学２年は受

験の年にあたる。アメリカ合衆国においても高

校受験は大学受験のための予備的な競争という

側面を持っており，進学する高校が進学する大

学を事実上左右している。このため，「学校の

成績」や「進学」が重視されているものと考え

られる。

また，全体的な比率はそれほど高くはないも

のの，交友面においては，福島市が同性との交

友関係に注意する回答が多いのに対し，ナッ

シュビル市では異性との交友に注意する回答が

多い。両市の間では，異性との交友関係に差が

あるものと考えられる。

次に，子どもの交友関係について見ることに

したい。

親しい友人の数を見ると（表６），福島市で

は４～６人が約半数を占めるのに対し，ナッ

シュビル市では１～３人が最も多いという結果

になった。親しい友人がいないとの回答も，わ

ずかではあるがナッシュビル市が福島市を上

回っている。

保護者が子どもの交友関係の問題点として考

えていることを見ると（表７），福島市では，

約３分の２の保護者が「特に気になることはな

い」と回答しており，交友関係の問題は少ない

ものと考えられる。最も多く指摘されている問

題点は，「友人はいるが親友はいないようだ」

の２１．１％である。前問では「親しい友人」の数

がかなり多く回答されていたが，その一方で

表４ 子どもが学校のことをよく話すか
（単位：％）

福島市 ナッシュビル市

自分からよく話す ４６．７ ６７．９

聞けば話す ４６．３ ２４．２

あまり話さない ５．４ ４．６

全く話さない ０．７ ２．５

無回答 ０．９ ０．７

表５ 保護者が日常的に行っている子どもへの注意
（単位：％）

福島市 ナッシュビル市

学校の成績 ４３．８ ６９．３

進学 １０．９ ３８．６

服装や髪型 ２３．３ ５．４

持ち物 ３．０ １．４

お金の使い方 ３１．１ １３．６

言葉づかい ４４．３ ３４．６

読んでいる本や雑誌 １．７ ３．２

見ているテレビやビデオ ６．６ ２１．４

外出先や遊びの内容 ２８．０ ３５．４

起床時間等の生活習慣 ４６．８ １０．４

同性の友人とのつきあい １３．３ ６．１

異性の友人とのつきあい １．６ １６．１

その他 ４．５ ５．４

特になし ４．３ ５．４

無回答 ３．８ ５．４
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「親友」がいないと指摘されている。一方，

ナッシュビル市では「特に気になることはない」

との回答は半数に満たず，福島市に比べて多く

の保護者が交友関係に何らかの問題点を感じて

いる。特に異性との付き合い方と，友人との交

友から生活が乱れることを懸念する意見が目

立っている。なお，「友人はいるが親友はいな

い」との回答は比較的低い比率にとどまってお

り，前問との矛盾はない。

両市を比較すると，ナッシュビル市の方が交

友関係に関して問題点を多く認識していること

がわかる。友人とのつきあい方を取り上げた３

項目（異性とのつきあい方が気になる，友人と

のつきあいで生活が乱れる，好ましくない友人

とつきあっている）を合計すると，交友関係に

関する問題点の指摘の比率は単純に見れば福島

市の６倍に達しており，子どもの交友関係に対

する保護者の目は厳しい。一方，福島市では交

友関係に問題を感じている保護者は全体の１割

程度に過ぎない。

次に，子どもの問題行動に関する意識につい

て検討を加える。

４ 子どもの問題行動に関する保護者の

意識

まず，保護者が子どもの様々な問題行動につ

いてどのような認識をもっているのかを検討す

る（図１）。

福島市においては，ほとんどの項目で「とて

も悪い」との回答が目立ち，保護者の規範意識

はきわめて強いと考えられる。ただし，９０％以

上の保護者が「とても悪い」と回答した項目は

「麻薬・覚せい剤」「シンナー」「暴力」「恐喝」

など，言わば刑事犯罪に属する行為にとどまっ

ている。また，法律違反となる行為であっても

「万引き」「無免許運転」「（学校の）器物損壊」

などは「とても悪い」との回答は減少し，「悪

い」との意識はあっても，その程度は低下して

いる。また，「他人をいじめる」「授業を妨害す

る」「喫煙」「飲酒」「深夜徘徊」「学校への凶器

持参」など，学校での授業中の問題行動や生活

指導上の問題などに関しては２割前後の保護者

は「とても悪い」ことではないとの認識を示し

ている。「授業中用もないのに席を離れる」「学

校をサボる」に関しては，半分程度の保護者が

「とても悪い」ことではないと考えている。ま

た，同様の傾向は「ポルノ雑誌やアダルトビデ

オを見る」「異性と性的な関係を持つ」等にも

認められる。福島市の保護者の規範意識は全体

的に強いものの，学校内部での問題行動や生活

上の問題，それに性的な行動などに関しては相

対的に「悪い」との認識は弱いといえる。

一方，ナッシュビル市においても，保護者の

規範意識は強いことがうかがわれる。しかし，

「とても悪い」が８０％を超えるのは「先生を脅

表６ 子どもがつきあっている親友の数
（単位：％）

福島市 ナッシュビル市

いない ０．１ ２．１

１～３人 ２５．１ ４２．１

４～６人 ５０．１ ２５．０

７～９人 １１．７ ７．１

１０人以上 ８．７ １７．９

わからない ０．１ ４．６

無回答 ３．２ １．１

表７ 子どもの交友関係で気になること
（単位：％）

福島市 ナッシュビル市

友人がいないようだ １．２ １．４

友人はいるが親友がいな
いようだ

２１．１ １２．９

異性とのつきあい方が気
になる

２．１ ２５．０

友人とのつきあいで生活
が乱れる

１．８ ２３．２

あまり好ましくない友人
とつきあっている

７．１ １０．０

その他 １．８ ４．３

特に気になることはない ６５．８ ４８．６

無回答 ６．３ ３．６
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とても悪い� 悪い� それほど悪くない� 悪くない� 無回答�

100％�80％�60％�40％�20％�0％�

学校にナイフなどの凶器を持っていく�

異性と性的な関係を持つ�

オートバイや自動車の運転をする�

万引きする�

夜中まで盛り場で遊ぶ�

ポルノ雑誌やアダルトビデオを見る�

麻薬や覚醒剤を使用する�

シンナーを吸ったり薬を乱用する�

酒やビールを飲む�

タバコを吸う�

学校のものを壊す�

友人を脅したり暴力を振るう�

授業中に騒いで授業を妨害する�

授業中用もないのに席を離れる�

学校で他人をいじめる�

学校をサボる�

注：Ｆは福島市，Ｎはナッシュビル市を示す。Ｎの空白部は調査せず。

（単位：％）

図１ 子どもの問題行動に対する保護者の意識
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したり暴力をふるう」「シンナー・薬の乱用」「麻

薬・覚醒剤の使用」「万引きをする」「学校に凶

器を持っていく」の５項目のみであり，図中に

示した様々な行為が「悪い」ことであるとの認

識は幅広く持つ一方で，「とても悪い」とは考

えていない傾向が認められる。これは特に「授

業中用もないのに席を離れる」「授業中に騒い

で授業を妨害する」「オートバイや自動車を運

転する」などの項目に顕著である。ナッシュビ

ル市の保護者の規範意識は，福島市に比べて弱

いものになっている。

５ 子どものいじめ経験と保護者の対応

それでは，両市の保護者は子どもの問題行動

に対してどのような対応を取っているのであろ

うか。問題行動に対する保護者の具体的な対応

を探るため，子どもにとって切実な問題である

いじめ経験とそれへの対応を例に取り，検討を

加えることにしたい。ただし，ここで取り上げ

るいじめ経験は，あくまで保護者が認知してい

るものであり，子どもが経験しているすべての

いじめを示すものではない。

まず，福島市における保護者のいじめ認知状

況を見よう。表８は中学校入学後の子どものい

じめ経験を保護者がどの程度認知しているかを

問うたものである。福島市においては，「悪口

を言ったりからかう」ことの経験者が約半数に

達していることを除けば，いずれも「したこと

もされたこともない」との回答が８割前後を占

める。このことは逆にいえば，２割程度の生徒

が中学校入学後ほぼ１年間に悪口やからかい以

外のいじめを経験していると保護者が認知して

いることを意味する。これらを行為別に見る

と，「悪口を言ったりからかう」「無視したり仲

間はずれにする」「持ち物を隠す」などは１割

以上の保護者からの回答がある。

なお，福島市ではすべての項目で「されたこ

とがある」との回答が「したことがある」を上

回っている。しかし，ここで注目されるのは

「したこともされたこともある」との回答であ

る。この回答は，数的には少ないものの，「言

葉で脅す」「殴ったり蹴る」のような悪質ない

じめになるほど経験者の中で「したこともされ

たこともある」比率が上昇する傾向があること

が認められる。

一方，ナッシュビル市においては，「無視し

たり仲間はずれにする」「悪口を言ったりから

かう」の項目について，過半数の保護者が経験

があると回答している（表９）。その他の項目

も約３０％以上の保護者が経験があると回答して

おり，ナッシュビル市における保護者のいじめ

認知度は福島市を大きく上回っている。それで

は，このような状況に保護者はどのように対応

しているのだろうか。

表８ 福島市におけるいじめ経験の認知
（単位：人）

し た された 両方ある 両方ない 無回答

無視したり，仲間外れにする ３３ ９５ ２６ ５５５ ５１

悪口を言ったりからかう ７７ １２０ １１２ ３９５ ５６

持ち物を隠す １６ ８０ ６ ６０７ ５１

持ち物を汚したり壊す １７ ４６ １０ ６３０ ５７

言葉で脅す １７ ４１ １５ ６３３ ５４

殴ったり蹴る １２ ２６ ２３ ６４６ ５３

お金や物を取る ５ １６ ０ ６８９ ５０

着ているものを脱がす ２ ５ ２ ７０１ ５０

使い走りをさせる ９ １６ ４ ６８１ ５０

人が嫌がることを無理にさせる ９ ２１ ９ ６６１ ６０
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表１０は両市の保護者に対し，自分の子どもが

いじめられたときに取る行動を質問したもので

ある。福島市において圧倒的多数を占めるの

が，「担任の先生に相談する」（８２．６％）である。

これ以外の回答で４０％を超えるものはない。次

いで「子どもを慰め，激励する」（３９．９％），「学

年主任，校長，教頭に相談する」（２９．５％），「い

じめている子の保護者に注意する」（２９．１％）

の順となる。ここで注目されるのは，担任の先

生への依存が高い一方で，子どもに対応すると

回答した保護者が半数にすぎないことである。

また，平均回答数も１人あたり３．３項目にとど

まっており，学校（特に担任）にいじめの解決

を依存している傾向が認められる。

一方，ナッシュビル市においては，最も多い

のが「教頭・校長に相談する」（７６．４％，ナッ

シュビル調査においては「学年主任」が欠落）

で，「担任の先生に相談する」（６９．６％），「子ど

もを慰め，激励する」（６２．５％），「いじめてい

る子の保護者に注意する」（４９．６％）と続く。

この他，福島市では配置が遅れているために両

市を比較する表１０中には示さなかったが，ナッ

シュビル市においては４８．６％の保護者から「ス

クールカウンセラーに相談する」との回答がな

されている。

ナッシュビル市の保護者は，福島市に比べて

「教頭・校長に相談する」比率が５０％近く多く

なっている。また，保護者が被害にあっている

子どもと直接向き合って慰めたり激励したりし

ている比率が福島市より２０％以上多いことも重

要である。平均回答数も１人あたり４．９であり，

様々な手段でいじめに立ち向かっていることが

うかがわれる。

いじめへの対応に関しては，両市の保護者の

対応は大きく異なる。担任を中心とする学校に

基本的に依存する福島市と，学校を中心としつ

つも様々な方法を組み合わせて対応するナッ

表９ ナッシュビル市におけるいじめ経験の認知
（単位：人）

し た された 両方ある 両方ない 無回答

無視したり，仲間外れにする ３６ ３８ ６６ １１９ ２１

悪口を言ったりからかう ４２ ４５ ９０ ８９ １４

持ち物を隠す ２９ ２４ ４６ １６５ １６

持ち物を汚したり壊す ２２ ２８ １９ １９７ １４

殴ったり蹴る ２４ ２５ ４５ １７０ １６

お金や物を取る ２０ ３９ １２ １９２ １７

着ているものを脱がす １１ １１ ５ １８６ ６７

使い走りをさせる ２４ １３ ３３ １８５ ２５

人が嫌がることを無理にさせる １４ １４ １７ １６５ ７０

表１０ 子どものいじめに対する保護者の行動
（単位：％）

福島市 ナッシュビル市

黙って様子を見る １６．８ ２５．４

子どもを慰め，激励する ３９．９ ６２．５

やり返せと子どもを叱る １０．５ １４．６

子どもの友達に相談する １４．９ ２５．４

担任の先生に相談する ８２．６ ６９．６

学年主任，教頭，校長に
相談する

２９．５ ７６．４

保健の先生に相談する ７．０ ３．２

知人に相談する ２７．９ ２４．３

教育委員会などに相談す
る

７．４ ２４．６

公立の相談所に相談する １７．０ １０．７

警察に相談する ６．６ ２２．９

いじめている子に直接注
意する

１７．５ ２６．８

いじめている子の保護者
に注意する

２９．１ ４９．６

その他 ５．１ ６．４

無回答 １．６ ２．１
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シュビル市との違いは明瞭である。中でも最も

異なるのが，子どもへの対応である。「黙って

様子を見る」比率もナッシュビル市のほうが高

いものの，「慰め，激励」したり，「叱咤」する

比率は，福島市の５０．４％に対し，ナッシュビル

市は７７．１％に達する。また，ナッシュビル市で

は学校においても担任の他，教頭や校長，ス

クールカウンセラーなど様々な職種の者に対応

を求めている。この点，対応が担任に特化する

福島市とは大きく異なる。また，教育委員会や

警察などの関連機関への相談もナッシュビル市

では多く見られる。いじめている子の保護者，

いじめている子に直接注意する比率もナッシュ

ビル市が福島市を大きく上回っており，注目さ

れる。いじめに対する保護者の対応はナッシュ

ビル市の方が福島市よりも積極的であるといえ

る。

６ おわりに

以上，福島市とナッシュビル市の中学校２年

生の保護者を対象とした子どもの問題行動に関

するアンケート調査に分析を加えた。その結果

は以下のとおりである。

まず家族関係についてみると，子どもと保護

者との関係は福島市に比べてナッシュビル市の

方が対話の時間も長く，学校や友達に関する話

し合いも多い。

子どもの指導についてみると，福島市の保護

者が生活指導を重視しているのに対し，ナッ

シュビル市の保護者は勉強面を重視している。

これは学校制度の違いからナッシュビル市では

中学２年が受験の年にあたるという要因がある

ためと考えられる。ただし，子どもの交友関係

などに関する保護者の関心はナッシュビル市の

方が高く，ナッシュビル市の保護者が子どもの

生活指導面に無関心であるわけではない。

子どもの問題行動に関する保護者の規範意識

は，福島市の方がナッシュビル市よりも強く現

れた。ただし，両市とも学校内部での問題行動

や生活上の問題などに対してはこれを「悪い」

とする認識は相対的に弱くなる傾向があること

が認められる。

いじめについては，福島市よりもナッシュビ

ル市の保護者の方が認知度が高い。そのため，

いじめに対する対応もナッシュビル市の方が積

極的である。子どもに対するいじめへの対応に

ついては，福島市では担任教諭への依存が圧倒

的であるが，ナッシュビル市では様々な方法に

よっていじめに対応するという態度が明瞭であ

る。子どもへの働きかけもナッシュビル市の方

が強い。

以上，限られた有効回答の分析ではあるが，

福島市に比較してナッシュビル市の方が家族内

の対話が多く，いじめなどの問題行動に対して

も，保護者が積極的に活動していることがとら

えられた。前述のように今回の調査では両市の

間で有効回答率が大きく異なるなどの問題点が

あり，これによって得られた結論の有効性には

限界性があることも否定できない。そのため，

これを直ちに日米両国の比較のレベルまで拡大

することは危険であるが，わが国の家族関係の

課題の一つを提示することができたのではない

かと考える。ただし，この問題の解明にはさら

に多方面からの検討が必要であり，今後も継続

的に研究を進めたい。

本研究を進めるにあたり，調査にご協力頂き

ました各学校関係者，生徒，保護者の皆さまに

心より感謝いたします。また，ナッシュビル市

の調査にご協力頂いたミドル・テネシー州立大

学 のJane Williams，Phillip Waldrop，Bella

Higdon，Doug Heffington，Billie Pickleseimer

の各氏にお礼申し上げます。

また，本小論の投稿にあたり，匿名のレフ

リーからは多くの適切な指摘を受け，完成度を

高めることができました。感謝申し上げます。

本研究を進めるにあたり，科学研究費補助金
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