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要約 

本研究は、子どもを介した母親同士の関係性について、ママ友間でのトラブルに焦点をあてて検討し

ていくことを目的とした。ママ友とのトラブルは，①子どもの習い事（特にスポーツ）での母親同士の

つきあい、②子どもの学校、幼稚園/保育園での母親同士のつきあいを取り上げ、調査を実施した。その

結果、ママ友間のトラブルについて、概ね70％は「全くない」と回答しており、ママ友とのトラブルを

経験している人はそれほど多くはないことが分かった。しかし、分散分析を行った結果、「トラブルあり」

群ではトラブルがない群に比べて、子育て不安／負担感が有意に高く、対人関係の様相が不安定である

ことが見出された。また、自由記述の内容では、それぞれの場面に特徴的なトラブルの様子が見られた。 
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1．問題と目的 

成人期女性の友人関係の１つに、「ママ友関係」がある。ママ友関係とは、子どもを持つ母親同士の

友人関係ということができるが、昨今、テレビや雑誌等、とくに子育て期の話題の中で頻繁に用いられ

る一般的な言葉となっている。 

ママ友との関係は，子育て情報を得たり，子育てに対する安心感を得たりするなど，身近な子育ての

サポート源である（實川・砂上, 2012）。だが一方で，子どもを介した間接的な関係であることから、通

常の友人関係にはない困難を伴う可能性がある（中尾, 2010）。ネット上などでも、ママ友とのトラブル

やママ友づきあいの難しさなどを話題として扱っているものは数多く見られる。宮木(2004)は，ママ友

に関するストレスについて，いること・いないことの両者がストレス源となるが，子どもの数が多くな

るとママ友が「いるストレス」が高くなる傾向があることを指摘している。子どもの年齢が高くなるに

つれ，子ども同士のトラブルによってママ友とのつきあいにも困難を生じることも考えられる。 

ママ友との関係についての研究では、中山・池田・東村・野村（2009）が、ママ友関係における役割

行動期待について検討しており、ママ友との親密度と役割期待の内容やつきあい方の違い、また、青年

期の友人関係との関連を検討している。また、中尾（2010）は、愛着スタイルの違いとママ付き合いに
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ついて検討している。しかし、「ママ友」に関する研究はまだまだ少ないのが現状である。また、実際の

ママ友関係でのトラブルについて検討している研究はあまり見当たらない。 

そこで本研究では，子どもを介した母親同士の関係性について、ママ友間でのトラブルに焦点をあて

て検討していくこととする。ママ友とのトラブルを捉える具体的な場面として，子どもの習い事（特に

スポーツ）での母親同士のつきあいにおけるトラブル、および子どもの学校、幼稚園/保育園での母親同

士のつきあいでのトラブルを取り上げ、調査を実施することとした。 

ところで、本研究では、成人期女性の対人関係におけるトラブルとストレスについて検討することを

目的としているが、対人関係におけるトラブルは、私たちの人との関係のあり様にもさまざまに影響す

ると考えられる。母親の過去の傷つき体験が現在のママ友関係の中で想起されやすいことも見出されて

いる（藤後・井梅，2013）。また一方で、個人のもつ対人関係のあり様が、対人関係のトラブルを引き

起こしやすく作用したり、ストレスを生じさせたりすることもあろう。いずれにせよ、個人のもつ対人

関係のあり様は、私たちの心理的適応や精神的健康を考える上で重要な要素の一つである（井梅, 2011）。

私たちの普段の人との関係の取り方、対人的態度はある程度一貫しており、それがその人らしさを形作

っているとも言える。このような対人的態度について、精神分析的な治療理論では、対象関係という概

念で扱われてきた。対象関係とは、自己と他者との関係性に関する概念であり，「対人場面における個人

の態度や行動を規定する，精神内界における自己と対象（他者）との関係性の表象」と言うことができ

る（藤山, 2002）。こうした関係性についての表象は，私たちが普段の生活の中で実際に人と接する際に

もさまざまな影響を与えていると考えられている（馬場，2002）。 

今回の調査では、実際の対人関係におけるトラブルの有無と、対象関係とを調べることにより、その

関連について検討することとする。また、あわせて、子育てに対する不安や負担感にどの程度関連して

いるかを検討していくこととする。 

 

2．方法 

(1)調査対象者 

インターネット調査会社に委託し、web調査を実施した。未就学児、小学校低学年の児童、および小

学校高学年の児童をもつ母親それぞれ 100 名、あわせて 300 名に調査を実施した。また，条件として，

子どもがスポーツに関する習い事を現在している，あるいは過去にしていたことがある人に限定して調

査を行った。 

(2)調査時期 

平成24年11月 

(3)調査項目 

a)属性 調査対象者の年齢，子どもの年齢および性別，就労の有無，について回答を求めた。 

b)スポーツの習い事場面での母親間のトラブルについて10項目を作成し，「非常に経験がある」から
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「全く経験がない」まで6件法にて回答を求めた。また，自由記述でトラブルについての具体的なエピ

ソードの記述を求めた。  

c)習い事場面以外での母親間のトラブルについて 10 項目を作成し，「非常に経験がある」から「全く

経験がない」まで6件法にて回答を求めた。また，自由記述でトラブルについての具体的なエピソード

の記述を求めた。  

d)母親の対人関係に関する質問項目  井梅・平井・青木・馬場（2006）の青年期用対象関係尺度の

5 下位尺度を使用した。下位尺度は「「親和不全」「希薄な対人関係」「自己中心的な他者操作」「一体性

の過剰希求」「見捨てられ不安」からなり，それぞれの下位尺度から4項目ずつ，計20項目を使用した。

「とてもそう思う」から「まったくそう思わない」までの6件法で回答を求めた。 

e)子育て不安に関する尺度 荒牧（2008）による育児感情尺度を参考に，4項目を設定した。「非常に

ある」から「全くない」までの6件法にて回答を求めた。 

f)ママ友関係についての悩みの相談相手 相談相手についての選択項目を提示し，複数回答を可とし

て回答を求めた。 

 

3．結果と考察 

(1)調査対象者の属性 

調査対象者の属性を以下に記す（表１）。母親の年齢は30代後半が全体の40.3％と最も多く，次いで

40 代前半が 33.3％であった。平均年齢は 38.37±4.38 歳である。子どもの人数は，1 人と答えた人が

35.3％，2人の人が53.3％で最も多く，3人以上は11.4％であった。子どもの人数の平均は1.77±0.66

人であった。母親の就労状況については，専業主婦が57.3％，パートタイム勤務が26.0％，フルタイム

勤務が14.0％、その他2.7％であった。 

表1 調査対象者の属性       N=300 

項目   N % 

平均年齢 38.37歳 SD=4.38

年齢の分布 29歳以下 6 2.0 

 30～34歳 51 17.0 

 35～39歳 121 40.3 

 40～44歳 100 33.3 

 45歳以上 22 7.3 

    

子どもの 1人 106 35.3 

人数 2人 160 53.3 

 3人以上 34 11.4 

子どもの平均人数         1.77人 SD=0.66

     

就労状況  専業主婦 172 57.3 

  パートタイム勤務 78 26.0 

  フルタイム勤務 42 14.0 

  その他 8  2.7 
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図1 スポーツの習い事場面でのトラブル(％) 

(2)ママ友とのトラブルについて 

a) スポーツの習い事場面での母親間のトラブルについて 

スポーツの習い事場面での母親間のトラブル

について，「非常に経験がある」から「全く経験

がない」までの6件法で回答を求めた。項目１

から 10 までの回答の平均を算出したところ，

72.5％が「全くない」との回答であったが、「ど

ちらかといえば経験がある」「少し経験がある」

「非常に経験がある」に回答した人は、あわせ

て 5.6%いることも分かった（図 1）。項目別に

見てみると，項目 2「皆で遊びに行くときに、

声をかけてもらえなかったことがある」では，

経験がある人の割合が最も多く，「どちらかとい

えば経験がある」「少し経験がある」「非常に経

験がある」のいずれかに回答した人は10.0％であった。 

次に自由記述にて，子どものスポーツの習い事場面での親同士のトラブルについて，これまで経験し

た具体的なエピソードの記述を求めたところ（特にトラブルがなければ記述なし），17 件の回答が得ら

れた。内容について見ていくと（表2）、お弁当の係や配車についてなど親で分担している当番でのトラ

ブルに関するもの、レギュラー選手の選抜や、試合中のミスなど、子どもの能力的な部分でのトラブル

や難しさなどが見られた。また、しつけなど養育方針に関するトラブル、母親間でのメールによるトラ

ブルなども見られた。 

表2 スポーツの習い事場面におけるトラブルの自由記述 

カテゴリー 具体的なエピソード 

当番に関するト

ラブル 

・当番を忘れたりする親や協力しない親は陰口をたたかれていることもある。 

・お弁当係をまかされたが毎回注文した品にダメだし。 

・配車の振り分けでうちだけ子供達一人も乗らず荷物のみ。 

・地域のサッカークラブで親のお当番でもめたことがある。 

子どもの能力的

な部分でのトラ

ブル 

・少年野球で4 年生のころ、6 年生を抜いてレギュラーに選ばれた時に影であまりよく言われなくて

辛かった。 

・試合中のミスに名指しでのクレーム…。誰だってミスするでしょうに…。 

・テストなどで受かると気まずくなる。 

しつけなど養育

方針について 

・3歳のときスイミングでうちの子がおしたことをどういうしつけをしているのかと注意された。 

・バレエ教室でぬいだ服を脱ぎ散らかしていたらしつけがなっていない的な嫌味を言われた（5 歳女

児）。 

母親間のメール

トラブル 

・あの人の言うことはおかしいと言う内容のメールを流されたことがある。 

・メールでの連絡網がとばされる。 



東京未来大学研究紀要 2014 vol.7 

－ 181 － 

図2 学校・保育所／幼稚園場面でのトラブル(％)

b)スポーツの習い事場面以外での（幼稚園・保育園・学校生活での）母親間のトラブルについて 

子どもの学校、幼稚園/保育園での母親同士の関係について，同じく6件法にて回答を求めた。項目１か

ら 10 までの回答の平均を算出したところ，「全くない」と答えた人が 70.1％、一方で、「どちらかといえ

ば経験がある」「少し経験がある」「非常に経験がある」に回答した人は、あわせて5.6%となった（図2）。

項目別に見てみると，スポーツの習い事場面と同様，項目 2「皆で遊びに行くときに、声をかけてもらえ

なかったことがある」の経験がある人の割合が最も多く，「どちらかといえば経験がある」「少し経験があ

る」「非常に経験がある」のいずれかに回答した人は 12.6％であった。次いで，項目 3「私がいないとこ

ろで、私や子どもの悪口（うわさを流される）を言われたことがある」では，8.3％が経験ありと回答し，

項目1「個人やグループで無視されたことがある」では，8.0％が経験があると回答していた。 

次に自由記述にて，子どもの学校、幼稚園/保育園での親同士のトラブルについて，これまで経験した

具体的なエピソードの記述を求めたところ，34

件の回答が得られた。自由記述の内容では（表

3）、まず、（子どもが）乱暴をした、きつい言

葉を使った、いじめた、など子ども同士のトラ

ブルで関係が悪くなるといった記述が最も多く、

様々な年代で見られた。また、複数のママ友間

でのトラブルなど、直接子どもとは関係のない

ものも見られた。さらに、PTA役員に関連する

トラブルもいくつか見られた。 

自由記述でトラブルを報告した事例のうち、

幼稚園でのトラブルが8件、保育園が1件、小

学校が7件、不明が18件であった。 

表3 学校・保育園/幼稚園場面におけるトラブルの自由記述 

カテゴリー 具体的なエピソード 

子ども同士の問

題からのトラブ

ル 

・クラスの男の子とよくオモチャとかの取り合いが多くケンカしてました。だからか親から冷たく相

手にされました （4歳男児）。 

・乱暴な長男を苦手と感じた女の子が、親子でよそよそしくなりました(4歳男児)。 

・わが子が近所の子にきつい言葉をつかっていると指摘されたことがある（小学生）。 

・うちの子が他の子を仲間外れにしているといわれた（9歳男児） 

・幼稚園の子供同士のささいなけんかで、一方的に責められ、みんなに言いふらされた（5歳女児）。

・同じクラスの子の親から「今日幼稚園でお宅の子が、うちの子の○○をとっていやだった。子ども

が言ってるから電話しました。」みたいな内容で電話がきた。別にけがさせたわけでも、無理やりと

ったわけでもないらしかったけど、文句の一つでも言わないと気が済まなかったようだ（5歳男児）。

・園庭で遊んでいて、他の子が棒を振り回して危ないなと思ったが、その子の親は他の親と話してい

て注意もせず、イライラしていたらうちの子がその棒で足を引っ掛けられてこけて怪我をしたので

アタマにきて注意したら逆切れされた（3歳男児）。 

 

70.1

15.2

9.1
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全く経験がない あまり経験がない
どちらかといえばない どちらかといえばある
少し経験がある 非常に経験がある
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ママ友間トラブ

ル 

・その場にいない人の悪口を言う人がいて、別の友達から私のことも言われていると聞いたことがあ

る。結局その人はグループからのけ者にされ、私を頼ってきてしまい、板ばさみになってしまった。

・私より年上のママが、うちのやることに嫉妬をして、近所のママ達と急に私を誘わずに、お茶会を

しだし、近所で無視をされるように。 

・近所の人がおしゃべりで付き合いをやめた。その人が幼稚園のママたちに悪口、付き合わない方が

いいと言っていた。 

・上の子の時からの友達のママから露骨に無視を１年くらいされた。一緒にクラス役員をしていたマ

マもとばっちりで一緒に無視された（幼稚園男児）。 

PTA 役員にまつ

わるトラブル 

・クラス役員に推薦された。承諾していないのに勝手に決まったと情報をながされた（4歳男児）。 

・役員になった友達が別の母親グループに無視された（幼稚園男児）。 

・PTA役員の押し付け合い 

 

(3)悩みの相談相手 

ママ友とのトラブルで悩みを抱えた際の相談相手について複数回答を可として回答を求めた。結果を

表4に示す。相談相手では、「夫」を挙げている人が60.3％と最も高く、ついで「実家の親（48.3％）」、

「（他の）ママ友（43.3％）」、「学生時代の友だち（37.3%）」であった。web調査という特性もあるかと

思われるが、ネット上での相談も7.7％を占めている。一方、専門家への相談は0.6％と、まだまだ少な

い現状といえよう。また、「誰にも相談しない」と回答している人が6.3％いることも分かった。相談相

手として選択した人数の平均は母親 1 人辺り、2.55 人（「誰にも相談しない」を回答している人を除い

て算出）であった。 

表4 悩みの相談相手（複数回答可） N=300 

  N ％ 

夫 181  60.3  

実家の親 145  48.3  

実家のきょうだい 81  27.0  

夫の親 9  3.0  

（他の）ママ友 130  43.3  

学生時代の友達 112  37.3  

近所の人 16  5.3  

育児関係のチャット/HP/SNS 

など 
23  7.7  

子どもの学校（保育所/幼稚園）

の先生 
12  4.0  

専門家 

（子育て支援ｾﾝﾀｰ，SCなど） 
2  0.6  

その他 6  2.0  

誰にも相談しない 19  6.3  

 

(4)母親間のトラブル経験に関連する種々の因子との関係 

a)トラブル経験による群分け 

スポーツの習い事場面でのトラブル（以下「習い事トラブル」とする），および学校・幼稚園/保育園
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図3 子育てに関する不安感／負担感（項目ごとの度数分布）(%) 

でのトラブル（以下「学校トラブル」とする）のそれぞれについて，「非常に経験がある」を6点，「全

く経験がない」を1点として，項目１から項目10までの項目得点の合計を算出した。 

それぞれの合計得点から，調査対象者を 3 つの群に分けることとした。得点分布の様子から，「習い

事トラブル」では，項目合計得点が 10 点だった人を，「トラブル皆無群（N＝159）」，11 点から 29 点

までを「トラブルほぼなし群（N＝110）」，30点以上を「トラブルあり群（N＝31）」とした。次に，「学

校トラブル」の項目得点により，項目合計得点10点を「トラブル皆無群（N＝141）」，11点から28点

までを「トラブルほぼなし群（N＝126）」，29点以上を「トラブルあり群（N＝33）」とした。なお，「ト

ラブルあり群」は，それぞれのトラブルについて，概ね全体の10％となるようカットオフポイントを設

定した。この3つの群を以下の分析で用いた。 

b)子育てに関する不安・子育てに対する感情 

現在，子育て中の母親が自身の子育てについてどのように捉えているか，不安感や負担感をどの程度

感じているかを測定するため，荒牧ら（2008）の育児感情尺度を参考に4項目を尋ねた。4項目の得点

分布を図3に示す。「全くない」から「非常にある」までの6件法で尋ねたところ，項目1「子どものこ

とで、どうしたらよいかわからなくなることがある」および，項目 3「子どもがわずらわしくて、イラ

イラしてしまう」では，“どちらかといえば”も含めて50%以上の人が，「ある」と回答している。日常

の育児場面において半数以上の母親が、ときには「どうしたらよいかわからなくなる」「イライラする」

といった気持ちを抱いていることが分かる。内閣府の調査（2001）でも、子育ての自信がなくなること

が「よくある」または「ときどきある」と答えた人は、有職者では約半数、専業主婦では7割に達して

おり、同様の結果が得られたと言えよう。一方，項目4「育児によって、自分が成長したと感じられる」

では，70％以上の人が「ある」と回答しており，子育ての不安や苦労を感じながらも、多くの母親が子

育てに対する肯定的感情も同時に持っていることが分かる。 
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4項目のまとまりを主成分分析にて確認したところ、項目1～3のまとまりは良かったものの（第1主成

分における寄与率53.5%）、項目4については一つの因子にまとまることは難しかったことから、項目4

を除外し、項目1～3の平均得点を「子育て不安/負担感」因子として以下の分析で使用することとする。

この 3 項目でクロンバックのα係数を求めたところ、α＝.79 となり、一定の安定性を確認することが

できた。 

c)母親の対人関係の様相について 

本研究では、母親の人との関係の取り方について，対象関係尺度を使用し、測定することとした。対

象関係尺度は井梅ら（2006）が作成したもので，「親和不全」「希薄な対人関係」「自己中心的な他者操

作」「一体性の過剰希求」「見捨てられ不安」の 5 つの下位尺度 29 項目からなる。本調査では，質問紙

作成の都合上，各下位尺度4項目ずつ，計20項目を使用した。4項目でのそれぞれの下位尺度の信頼性

を確かめるため，クロンバックのα係数を算出した。その結果、「親和不全」ではα＝.88，「希薄な対人

関係」ではα＝.83，「自己中心的な他者操作」ではα＝.81，「一体性の過剰希求」ではα＝.78，「見捨

てられ不安」ではα＝.78 の値が得られ、一定の安定性が確認されたといえよう。各下位尺度の項目平

均得点を尺度得点として使用することとする。 

d)トラブル経験の有無と子育て不安／負担感、および対象関係との関連性 

「習い事トラブル」および、「学校トラブル」の経験の有無によって、母親の子育て不安／負担感や

人との関係のあり様に関連があるかを検討するため、トラブル経験の程度を独立変数、子育て不安／負

担感、および対象関係についての5下位尺度を従属変数として分散分析を行った。その結果、子育て不

安／負担感では，「習い事トラブル」および「学校トラブル」どちらも，その経験の有無によって有意差

が認められた（表5,6）。「トラブルあり群」の子育て不安／負担感の得点が，「トラブル皆無群」の得点

よりもいずれも高く，「トラブルあり群」の方が子育ての不安／負担を強く感じていることが推測された。 

 

表5 子育て不安/負担感のトラブル（習い事）有無別の平均値と分散分析結果 

  
皆無群 

(G1) 

ほぼなし群 

(G2) 

あり群 

(G3) 
F値 多重比較 

N 159 110 31    

不安/負担 3.21  3.48  3.89  5.30** G1<G3 

  (1.18) (1.09) (1.15)     

（  ）内は標準偏差  **p<.01 

 
表6 子育て不安/負担感のトラブル（学校）有無別の平均値と分散分析結果 

  
皆無群 

(G1) 

ほぼなし群 

(G2) 

あり群 

(G3) 
F値 多重比較 

N 141 126 33    

不安/負担 3.14  3.54  3.78  6.25** G1<G2,G3 

  (1.20) (1.08) (1.09)     

（  ）内は標準偏差  **p<.01 
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また，対象関係各下位尺度についても，すべての従属変数で有意差が見られた（表7,8）。対象関係の

各下位尺度は、「親和不全」では、他者との親密な人間関係を苦手と感じ、避ける傾向を測定しており、

「希薄な対人関係」では、親しい人との間で持続的、安定的な関係を築けるかを測定している。「自己中

心的な他者操作」では、対人関係において自己中心的で、人を利用しようとするなど操作的な傾向、「一

体性の過剰希求」では、他者との心理的距離を過度に近く持とうとする傾向、「見捨てられ不安」では、

親しい人からの拒絶や取り残されることへの不安の高さを測定しており、今回の調査では、すべての下

位尺度で「トラブルあり群」の得点が有意に高く、これらすべての傾向がトラブルのない群に比較して

強いことが推測された。 

 

表7 対象関係下位尺度のトラブル（習い事）有無別の平均値と分散分析結果 

  
皆無群 

(G1) 

ほぼなし群 

(G2) 

あり群 

(G3) 
F値 多重比較 

N 159 110 31    

親和不全 3.04 (1.07) 3.44 (0.98) 3.90 (1.03) 11.33** G1<G2,G3 

希薄対人 2.68 (0.93) 2.99 (0.95) 3.49 (1.05) 10.59** G1<G2<G3 

自己中心 2.28 (0.80) 2.49 (0.78) 3.04 (0.92) 12.01** G1,G2<G3 

一体希求 2.29 (0.83) 2.43 (0.76) 2.94 (1.01) 8.12** G1,G2<G3 

見捨不安 2.86 (0.92) 3.29 (0.80) 3.56 (0.83) 12.97** G1<G2,G3 

（  ）内は標準偏差  **p<.01 

 

表8 対象関係下位尺度のトラブル（学校）有無別の平均値と分散分析結果 

  
皆無群 

(G1) 

ほぼなし群 

(G2) 

あり群 

(G3) 
F値 多重比較 

N 141 126 33    

親和不全 3.08 (1.06) 3.38 (1.02) 3.74 (1.11) 6.41** G1<G3 

希薄対人 2.77 (1.01) 2.85 (0.88) 3.48 (1.03) 7.50** G1,G2<G3 

自己中心 2.38 (0.84) 2.38 (0.76) 2.86 (0.97) 5.01** G1,G2<G3 

一体希求 2.34 (0.88) 2.38 (0.76) 2.81 (0.92) 4.41* G1,G2<G3 

見捨不安 2.87 (0.98) 3.23 (0.75) 3.48 (0.89) 9.18** G1<G2,G3 

（  ）内は標準偏差  **p<.01，* p<.05 

 

4．総合考察 

今回の調査から、ママ友とのトラブルについて、スポーツの習い事場面、および学校（保育園/幼稚園）

場面でそれぞれ、概ね70％の人は「全くない」と回答しており、実際にママ友とのトラブルを経験して

いる人はそれほど多くはないと言う事ができよう。しかし、割合は少なくとも、「トラブルあり」に分類

された群では、トラブルがない群よりも子育て不安／負担感が有意に高く、対人関係の様相が不安定で

あることが見出された。今回の調査では、対象関係の各下位尺度すべてで有意差が見られており、どの

ような対人関係のパターンがどのようなトラブルや困難と関連しているかについては明らかにすること

ができなかったが、今後、より詳細に検討していく必要があるだろう。 



成人期女性の対人関係のトラブルとストレス 

井梅由美子・藤後 悦子 

－ 186 － 

ところで、今回の分析の際には、概ねトラブル得点の上位 10%を「トラブルあり群」と設定したが、

トラブルがない群と比べると様々な点で有意差が見られた。また、子育てに関する不安感／負担感の項

目 1～3 について、概ね 5～10％の人が「非常にある」と回答している。項目の内容を考えると支援の

必要性を感じる群である。さらに、悩みを抱えた時の相談相手を選択してもらった結果では、「誰にも相

談しない」人が 6.3％であった。これらの調査結果から考えると、少々強引ではあるが、子育て期の母

親たちの中で潜在的に 5～10％程度は何らかの支援を必要としていると見ることもできよう。しかし、

悩みの相談相手を見てみると、専門家への相談は 0.6％に過ぎず、こうした層への育児支援が親子のメ

ンタルヘルスを考える上で大変重要であると思われる。 

ママ友トラブルについて、自由記述の内容をもとにした分析では、様々な具体的記述が得られた。ス

ポーツの習い事場面では、特にチームで行うスポーツ（サッカー、野球、（ミニ）バスケなど）において、

親が担うことになる当番にまつわるトラブルなどが見られた。また、子どもの（当該スポーツの）能力

に起因するトラブルやストレスも見られ、この辺りの困難についても、スポーツの習い事に特徴的なも

のといえよう。一方、学校・幼稚園/保育園でのトラブルで最も記述が多かったのは、子ども同士の問題

から端を発しているトラブルであった。子どもが低年齢の時期には、育児情報の交換や、同じように経

験している育児にまつわるストレスの共有など、ママ友関係が母親のストレス軽減にプラスに働くこと

も多いが、子どもの年齢が上がるにつれて、子ども同士のけんかや子どもが乱暴、（他の子を）いじめた、

など、子ども同士の関係性や性格などが加味され、母親同士の関係もより複雑化することが推測される。

木戸・内山・北川・林（2005）は、母親への育児支援に関して、乳幼児期にある子どもを持つ母親への

支援の研究報告は多いのに対して、学齢期にある子どもを持つ母親への支援の薄さを指摘しており、イ

ンタビュー調査を行っている。この調査において、学齢期では、子どもを介した母親同士のつきあいで

のストレスも多く、学齢期に入ってから知り合う母親同士の関係で育児上の悩みを話し合える友人関係

には発展しがたい可能性を示唆している。また、子どもの年齢が高くなると、子どもの問題行動が起こ

ったときに、母親はこれまでの自分との関係性で捉えようとする自責的な傾向が強いことなども指摘さ

れており（永松, 2001）、ますます、周囲に相談やサポートを表出することが困難になることも考えられ

る。本研究では、子どもの活動が様々な形で出てくる幼児期から学齢期にある子どもを持つ母親への調

査を行い、母親間のトラブルについて検討した。今後さらなる検討を重ね、この時期の親子にどのよう

な育児支援が必要かを明らかにしていきたい。 
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