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問題と目的

　近年，保育の現場において男性保育者の数が増加して
おり，保育所でその姿を見る機会が多くなった。しかし，
全体的に見るとその数は依然として少数である。総務省
の国勢調査によれば，2000年の男性保育士は4,666人（全
体の約1.3％）であった。それ以降，男性保育者の数は，
2005 年では 9,277 人（全体の約 2.2％）に，2010 年には
12,100人（全体の約2.5％）と少しずつ増えてきているが，
依然として，全体の割合では数％にとどまっている。
　男性保育者が女性保育者に比べ圧倒的に少ない理由と
して，齋藤・平田（2008）は以下の3つの理由を挙げて
いる。第一に経済的な問題であり，厚生労働省の社会保
障審議会少子化対策特別部会の第一次報告書でも，男性
保育士の平均賃金（22.9 万円／月）が全産業平均賃金

（37.3 万円／月）に比べ低い現状にあることが示されて
いる。第二に，保育職に対するジェンダーのステレオタ
イプが根強く残っているということである。中田（2003）
も，保育士は女性がふさわしいという社会通念，特に低
年齢児の保育は母性的な世話が必要なために男性には無
理だという偏見があることを指摘している。第三に，性
別による人数比の違いからくる，職場における人間関係
の困難さである。中田（2002）は，先行研究のレビュー
から，男性保育者が少数派であることによって不利な立
場に置かれがちであると指摘している。男性は少数であ
るために「男性」保育者の典型例として注目され，あら
ゆる行動が「男性」的な行動ととられ，圧倒的多数派で
ある女性保育者とは異なる「男性」としての意見・行動
を求められる傾向があるというのである。しかし，それ
ら女性保育者と異なる行動がすべて受け入れられるわけ
ではなく，保育園の文化や伝統に合わない行動を男性が
とった場合，その行動は「男性」的で異質であるとみな

され，圧倒的多数の女性保育者からの攻撃にあうとされ
ると述べられている（中田，2002）。青野（2009）の 6

名の男性保育士を対象としたインタビューの中でも，大
多数を女性が占める職場である保育の現場において，男
性保育者が様々な困難を感じていることが報告されてい
る。
　これらの先行研究から，男性保育者が職場において感
じる困難さの要因に，同僚である女性保育者から期待さ
れる役割意識と，男性保育者自身が自覚する役割意識と
の間にズレが生じているということが想定される。
　ここで言う保育者の役割意識とは，保育者自身が「保
育者」をどのように定義しているか，どのような保育者
像を持って子どもたちと向き合っているのかということ
である。これまでの研究でも，男性保育者の役割意識に
ついて検討が行われてきた。本多他（2007）は，保育現
場において認識されている男性保育者の特徴を，園長や
理事長などのいわゆる管理職への質問紙調査を通して明
らかにしようとした。その結果，「からだを使うダイナ
ミックな遊びができる」，「園行事などの際に力仕事の主
力となる」，「安全管理や不審者対応に期待できる」など
といった「男性らしさ」・「体力」等と関連する項目が調
査した保育所・幼稚園の70％以上において男性保育者
の特徴として認識されていることを明らかにした。また，
中村（2010）は，若年層の女性保育士を対象に，男性保
育士に対する女性保育士の意識と性役割観について検討
し，女性保育士は保育士として「男女同じ保育」を理想
としながらも，「保育士として」よりも一般的かつ個人
の中に深く根ざす性別役割分業観を自らもっていること
を報告している。また，菊地（2002）は女性保育者，保
護者，保育を専攻する学生を対象に，男性保育者に対す
る態度を調査した。その結果，男性保育者に対する不安
は，男性保育者のいる保育園の方が少なく，いない園の
方が不安が高いことを明らかにした。しかし，これらの
男性保育者の役割意識の研究は，女性保育者や管理職か
らみたものを検討しており，男性保育者自身がどのよう
に自らの役割意識を捉えているかについての検討はされ
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ていない。
　また，中田（2003）は，女性保育士を勤続年数別に分
け，それぞれの段階の女性保育士が男性保育士に期待す
る保育，そして自分自身が考える保育観を調査し，その
結果から，女性保育士の多くは「男女同じ保育」を志向
していること，さらに男性保育士に対しても，自らが考
えるものと同じ「男女同じ保育」を期待すること，この
傾向は年齢を重ねるにつれ強まると結論づけた。
　中田（2004）は，男性保育者に対するインタビュー調
査から，男性保育者の役割意識には保育の経験にとも
なって3段階のシークエンスがあると述べている。そこ
では，男性保育者が自らを「保育所の父」と定義する段
階を第1段階とし，ある程度経験を積んだ男性保育者は，
第2段階として「ジェンダーの偏りを是正するもの」と
して男性の視点を保育に取り入れようとする。そして，
第3段階として，かなり経験を積んだ男性保育者は，「子
どもの発達を促すもの」として自らを定義しているので
ある。このように男性保育者に対するインタビュー調査
では，男性保育者の役割意識が保育経験により差が生じ
ることが示唆されるが，それに対して女性保育者はどの
ように認識しているのか，また，両者の認識は一致して
いるのかどうかについての検討はされていない。
　したがって本研究では，男性保育者の役割意識とそれ
に対する女性保育者の認識に着目して研究を進めること
とする。男性保育者の役割意識について，男女双方の視
点から検討を行うことは，性別によって構成比が異なる
保育園という職場で男性保育者がより活躍できる素地作
りに寄与すると考えられる。
　本研究では，先行研究に倣って，男性保育者がもつ役
割意識の保育経験による差異について検討を行い，男性
保育者が考える差異と女性保育者が考える差異との違い
を明らかにすることとする。

方法

予備調査
　本調査で使用する質問紙を作成する前に，若手・中堅・
ベテラン保育者の区別の基準を設定する必要があるかを
確認するためにA県内の私立保育園の保育士38名（男
性保育士3名，女性保育士35名，年齢は23歳から60歳
で平均年齢は36.92歳，SD=12.17）を対象に質問紙を用
いて予備調査を行った。その結果，同じ保育園内であっ
ても多様な若手・中堅・ベテラン保育者の判断基準が存
在することが明らかとなった。したがって本研究は，質
問紙ではあえて若手・中堅・ベテランの判断基準を設定
せず，それぞれの保育者が思い浮かべる若手・中堅・ベ
テラン保育者像を尋ねることとした。

調査対象者　A県内の保育園に在籍する保育者を対象と
した。
手続き　男性保育者の役割意識についての質問紙調査を
2013年6月から11月にかけて実施した。質問紙調査は，
調査に対する同意の得られた県内22箇所の保育所の園
長・所長を通して質問紙を各保育所の保育者に配布され
た。各保育所にて保育者が無記名で記入した後封入し，
各保育所で回収された。また，一部の男性保育者に対し
ては郵送にて質問紙の配布・回収を行った。
質問紙の内容　質問紙を用いて，男性保育者と女性保育
者それぞれに若手・中堅・ベテラン男性保育者がもって
いると考えられる役割意識について質問した。質問の教
示としては，「若手（中堅・ベテラン）男性保育者はど
のような男性保育者像をもって子どもと関わっていると
思いますか。以下の項目を5段階で評価してください。」
とし，それがどの程度当てはまるかを5点（とてもそう
思う）から1点（全くそう思わない）の5件法で評定を
求めた。
保育者の役割意識尺度の作成　保育者の役割意識尺度
は，中田（2004）が先行研究や男性保育士へのインタ
ビューから析出した，男性保育士が「保育」に付与する
意味の4タイプのうち，本研究の目的に合う「第二の家
庭の父」，「男性の視点の強調」，「男女同じ養護・発達教育」
の3つを下位概念と設定して質問項目を作成した。それ
に加えて，従来の女性中心の保育において保育者の役割
として重きを置かれてきた「女性の視点の強調」を下位
概念とした質問項目を追加した。調査項目の選定にあた
り，本多他（2007），齋藤（2002），中村（2010），齋藤・
平田（2008），菊池（2002）が用いた保育者の役割意識
に関する質問項目を参考にし，本研究の目的に合う40

項目を選定した。

結果

分析対象者の属性　県内22箇所の保育所に在籍する320

名の保育士に質問紙を配布し，回収を得た291名（回収
率90.9％）の回答のうち有効回答であった男性保育者23

名（平均年齢28.9歳，SD=7.3），女性保育者240名（平
均年齢34.2歳，SD=11.7）の計263名の回答を対象に分
析を行った。
因子分析　作成した保育者の役割意識尺度について因子
構造を確認するためにすべてのデータをもとに探索的因
子分析を行った。男性保育者の役割意識に関する回答
40項目について，因子分析（最小2乗法，Promax回転）
を施した。固有値の減衰状況と解釈可能性を考慮し，2

因子構造を採択した上で，因子負荷量が .40未満であっ
た1項目を除き，再び因子分析（最小2乗法，Promax回転）



― 131 ―

資　　　　　　　　　料

を施した。Promax回転後，得られた2因子に対して .35

以上の負荷量の絶対値が複数の因子に現れた3項目につ
いては判断力が乏しいと考えられることから分析から
除外し，残った36項目を分析対象として採用し，「男性
保育者役割意識尺度」と命名した。因子分析の結果を
Table 1に示す。
　第一因子は18項目で構成され，「女の子の遊びをする
ことができる」，「従来（女性中心）の保育ができる」な

ど女性の視点を活かした従来の保育ができる役割意識に
関する項目が高い負荷量を示しており，「従来の女性中
心保育」因子と命名した。第二因子は18項目で構成され，

「男の子らしい遊びができる」「父親的役割を担うことが
できる」など男性の視点を活かした保育に関する項目が
高い負荷量を示していたため，「男性の視点の強調」因
子と命名した。なお，それぞれの因子ごとのα係数は第
一因子が .95，第二因子が .94であった。

Table 1　男性保育者役割意識尺度の構造
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男性保育者役割意識尺度における2因子の段階別平均値
の比較　男性保育者の役割意識の発達的変化についての
認識が性別によって異なるかを検討するために，各保育
経験段階における男性保育者役割意識尺度の因子得点を
従属変数，性別（男性・女性）と段階（若手・中堅・ベ
テラン）を独立変数とする2要因分散分析を行った。そ
れぞれの因子における因子得点の平均値と標準偏差を
Table 2に示す。
　分散分析の結果，従来の女性中心保育因子におい
て性別×段階の交互作用が有意であった（F（2,522） = 

3.38, p< .05）。単純主効果の検定を行ったところ，若手
男性保育者（F（1,261） = 5.44, p< .05），中堅男性保育者 

（F（1,261） = 16.31, p< .001），ベテラン男性保育者（F

（1,261） = 13.17, p< .001），全ての段階において性別の単
純主効果が有意であった。有意であった。従来の女性中
心保育因子の性別における因子得点の変化をFigure 1に
示す。
　また，男性の視点の強調因子では交互作用は有意でな
く（F（2,522） = 0.94, n.s.），性別の主効果（F（1,261） = 

7.22, p< .01），段階の主効果（F（1,522） = 71.54, p< .001）
が有意であった。Bonferroniの方法による多重比較の結
果，全ての段階において0.1％水準で有意な差がみられ
た。男性の視点の強調因子の性別における因子得点の変
化をFigure 2に示す。

考察

保育経験による役割意識の差異の検討　男性保育者役割
意識尺度において性別に関わりなく保育経験による役割
意識の差異がみられた。このことから，男性保育者の役
割意識の保育経験によるシークエンスをインタビュー調
査によって検討した中田（2004）の結果と同様に，男性
保育者の役割意識には保育経験によって差異が生じてい
ることが確認された。また，女性保育者からのデータに
おいても保育経験による差異がみられたことから，女性
保育者も同様に保育経験によって男性保育者の役割意識
に差異が生じると考えていることが確認された。

　しかし，2要因分散分析の結果では，男性保育者役割
意識尺度における従来の女性中心保育因子において性別
と保育経験の有意な交互作用がみられた。このことから，
女性の視点の強調に関係する因子では，保育経験を経る

Table 2　男性保育者役割意識尺度における因子得点

Figure 1　 従来の女性中心保育因子における因子得点
の保育経験による差異

Figure 2　 男性の視点の強調因子における因子得点の
保育経験による差異
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につれて女性保育者が考える男性保育者の役割意識と男
性保育者自身の役割意識との間に差が生まれやすいとい
うことが明らかになった。男性保育者は保育経験を積む
につれ女性の視点の強調に関係する役割意識が男性の視
点強調に関係する役割意識と同様に高くなっていくにも
かかわらず，女性保育者は女性の視点に関係する役割意
識は男性の視点の強調に関係する役割意識ほど高くなら
なかった。言い換えると，男性保育者自身は保育経験を
積むことによって性別に関係なく一人の保育者としての
役割意識をもつが，女性保育者はたとえ充分に保育経験
を積んだ男性保育者であったとしてもその役割意識には
性差が存在すると考え，両者の考える男性保育者の役割
意識には差異が生じていた。このことは，中田（2003）
で指摘されている男性保育者による低年齢児保育の困難
さや，男性保育者が語る保育所内における女性保育者か
らの期待と自身の役割意識との葛藤（中田，2004）とい
う先行研究の結果を裏付けるものと考えられる。
　このような女性保育者が考える男性保育者の役割意識
と，男性保育者自身がもつ役割意識の差異を減らすため
には何が求められるのだろうか。中田（2004）は，男性
保育者は経験豊富な女性保育者と保育観を議論しあうこ
とで「女性保育者の保育」，「男性保育者の保育」という
限定された枠組みから逃れて「自分の保育」を確立する
ことができるようになり，また女性保育者もその男性保
育者に対して「男性保育者の保育」を求めなくなったと
述べている。男性の保育職参入をきっかけに「女性保育
者の保育」，「男性保育者の保育」という2つの「保育」
が突如としてあらわれる。そのような中で「女性保育者
の保育」，「男性保育者の保育」という限定された枠組み
で行われている男女保育者の保育の役割意識の照らし合
わせは，お互いをまず一人の「保育者」として認め，同
じ土俵でお互いの保育観を議論しあい，限定された枠か
ら逃れて「自分の保育」を見出すことで解消されていく
と考えられる。
本研究の課題と今後の展望　今回の調査では，女性保育
者と比べ男性保育者からのデータが少なく，その結果，
全体的な分析の結果は女性保育者のデータに強く影響を
受けていることが考えられる。したがって，結果の解釈
には留意しなければならない。今後，さらにデータを積
み重ね，より詳細な検討を行っていく必要がある。さら
に，本研究では女性保育者をひとくくりにして分析を
行った。しかし，中田（2003）が指摘しているように女
性保育者側にも保育経験による役割意識の差異が生じて
いると考えられる。また，菊池（2002）では男性保育者
との勤務経験の有無が女性保育者の男性保育者への態度
に影響を与えると述べられている。これらのことを踏ま

えた，より詳細な分析が今後求められるといえる。
　本研究では，これまで多くの先行研究で単一の枠組み
でしか捉えられていなかった男性保育者に保育経験によ
る役割意識の差異が生じていることを明らかにした。ま
た男性保育者の役割意識とそれに対する女性保育者の認
識との間にどのような差異が生じているのかを検討し
た。本研究で明らかになったことは今後の男性保育者研
究に対して，男性保育者には保育経験によって役割意識
に差異が生じているという重要な視点を与えるものとな
るだろう。
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ABSTRACT

The Consciousness of Working Role of Male Nursery Teachers: 
Focus on the occupational careers and the cognition from 

female nursery teachers

Takahiro NAKAJIMA and Masako NAGATA

This study examined how male nursery teachers change their consciousness of working role with 

occupational careers. A self-report questionnaire survey was conducted on 23 male nursery teach-

ers and 240 female nursery teachers. Through the exploratory factor analysis, we found two factors; 

one is the role which were considered as female work, the other is the role which emphasized male 

perspective. The results of two way analysis of variance indicated the interaction between sex and 

occupational careers only in the factor which were considered as female work. From this result, the 

following two points were found. At first, the veteran male nursery teachers had higher consciousness 

of working role in which are considered as female work than young male teachers. Secondly, female 

nursery teachers did not realize such a change of male nursery teachers’ consciousness of working 

role through occupational career.

Key words: male nursery teachers, consciousness of working role


