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仕事と子育ての両立を選択した女性たちのサバイバル 

 

 

１ 研究の背景と目的 

 

 国立社会保障・人口問題研究所が 5 年毎に実施している出生動向基本調査

（夫婦調査）によれば、これまで、妊娠前に就業していた女性の第一子出産後

の就業継続率は 4 割前後で推移し、6 割は退職という状況が続いていた。とこ

ろが第 15 回調査（2015 年）では就業継続率が 53.1％と上昇、従業上の地位別

では、正規職の女性のうち、子どもが 1 歳児においても正規職であったのは

62.2%で、前回調査の 50.5％から大きく上昇した。 

 第 2 波フェミニズムは女性の自立を目ざし、性別役割分業の解消、女性の職

業参加の推進を主張してきた。これまで女性の労働力率や出産後の女性の就業

継続率はそうしたフェミニズムの成果を示す一つのメルクマールであった。日

本では、学校を卒業して一旦仕事に就くが、妊娠出産を機に退職、子どもがあ

る程度大きくなって再就職というライフスタイルをとる女性が多く、女性の労

働力率がM字カーブを描く。そこで、欧米の女性では台形を描くことに対し、

日本女性の社会参加の遅れが指摘されていた。しかし、そのM字の底も徐々に

上がり、『男女共同参画白書 令和 3年版』によれば、2020年の女性の労働力率

は、M字型の底の年齢階級の「35～39 歳」で 76％となった。 

こうして女性の労働力率、出産後の就業継続率もともに上昇し、それらの調

査結果からは、日本社会はフェミニズムが目ざした方向に進んでいるように見

える。しかし、実態としては、育児休業を取得し、職場復帰後も短時間勤務で

キャリア形成もままならず、仕事と子育ての両立に孤軍奮闘する女性たちの困

難な日常が、さまざまなメディアを通じて報告されている。こうした状況に対

し、国も働き方改革や男性の育児休業取得促進などの対策を進め、職場も子育

て支援制度を整備している。しかし、未だに女性が主たる担当者として子育て

を担っている状況が続いているのだ。 

では、こうした状況をどう改善すべきなのだろうか。国や職場による対策を

さらに充実させるべきだという意見がある一方で、それに対する疑念も提示さ

れている。つまり、いくら支援制度を整備しても、「子育てを自分がしたい」

「子育てを手放したくない」と女性自身が考えていれば、女性にだけ負担が偏

るのは改善しようがないのではないか、問題は女性の意識なのではないかとい

う疑念である。なぜ疑念が出されてきたかといえば、この「子育てを手放した

くない」という女性の意識は、これまで「子育ては母親がすべき」といった母

親規範や母親意識に基づくと考えられてきたからである。この母親意識や母親

規範は性別役割分業意識の一部であり、その持続が女性の職業参加を阻んでい

るとみられてきたのだ。 

もちろん、女性も労働市場に参入し、経済的な力をつけてきて、性別役割分

業意識の相対化が進んできている現在においては、性別役割分業意識も変化し
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てきている。ここから、性別役割分業意識を多元的に捉えて把握しようとする

研究が行われてきた（大和 1995; 島 1999; 西村 2001）。すなわち、「男は仕事、

女は家庭」といった狭義の性別役割分業意識は否定するが、それとは別次元の

母親に家事や子育てに向かわせる意識があるとし、大和と島は「（女性の）愛

による再生産役割」意識を、西村はそれに加えて「よい子育て」意識をあげて

いる。つまり、「男は仕事、女は家庭」といった狭義の性別役割分業意識が相

対化され、女性が経済的力を獲得しているにもかかわらず、女性は今もなお、

子育ての主たる担当者になっていることを問題として捉える。そして、狭義の

性別役割分業意識とは別次元の「母親に家事や子育てに向かわせる意識」があ

るとして、それこそが今も性別役割分業を維持させていると指摘されているの

だ。 

しかし、そのような捉え方は妥当なのだろうか？第一に、「子育てを大事に

したい」「子育てを手放したくない」と思うことは、性別役割分業意識の表れ

なのか？「子育てを大事にしたい」「子育てを手放したくない」と考えること

自体が性別役割分業の表れだとみなすのは、おそらくその意識が、「子育てす

るのは女性の仕事」というような、既存のジェンダー規範を単に内面化した結

果だと位置づけているからだと思われる。しかし、女性が自分自身で「子育て

を大事にしたい」「子育てを手放したくない」と選択することはあり得ないこ

となのか？女性が自分自身で「子育てを手放したくない」と選択している、と

する解釈もあり得るのではないか？第二に、性別役割分業が続いているのは、

女性が「子育てを手放したくない」と思ってしまうからなのか？女性が経済力

を獲得してもなお、子育てを引き受けているから、性別役割分業は維持されて

いるのか？ 

ここには、女性が「選択」したことであるかどうかに関わりなく、女性が

「子育てを手放さない」限り、女性がいくら労働市場に参入しても性別分業は

維持され続けることになってしまうという認識がある。このような認識は妥当

なのか？これらの問いについて考察したいというのが本稿の目的である。 

 

２ 先行研究 

 

 まずは、女性が労働市場に参入しても「子育てを手放さない」ならば性別役

割分業は維持・強化されるとした二つの先行研究について詳しくみてみよう。 

 

2.1. 性別役割分業の固定化を、「よい子育て」意識に求める先行研究 

女性も労働市場に参入し、経済的な力をつけているにもかかわらず、相変わ

らず家事や子育てを母親が引き受けているのは、母親の意識の問題だとして、

性別役割分業意識を多元的に捉えて把握しようとする研究（大和  1995; 島 

1999; 西村 2001）についてみてみよう。 

大和は、既存のデータを用いて性別役割分業意識の構造を明らかにするため

に因子分析を行い、「性による役割振り分け」と「（女性の）愛による再生産役
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割」の二つの次元を抽出する。「男は仕事、女は家庭」といった「性による役

割振り分け」は否定されるが、愛という特性をもつ女性の家事育児役割である

「（女性の）愛による再生産役割」は肯定されており、その意識が母親に家事

や子育てに向かわせていると論じている。そして、「『愛による再生産役割』を

否定する意識をつちかうのは、妻自身の、職業労働における安定した地位であ

り、結婚生活における経済的力・世帯収入に対する貢献力である」（大和 1995: 

120）と説明している。 

島は大和の研究を踏まえ、両性の性別役割分業観の差異、同質性の比較検討

を行い、妻が常雇で「（女性の）愛による再生産役割」を否定し夫の家事分担

を求める場合も、夫は他の場合と同様に妻の家事に愛情という意味を付与して

おり、家庭内役割を共有しないとの結果を得ている。「（女性の）愛による再生

産役割」論理が支持される限り、結局のところ、家事・育児は女性の役割であ

り続けると論じている（島 1999: 36）。 

そして、大和、島の議論に対し西村純子は、正規職という安定した地位を得

ている女性たちが家事や子育てを引き受けていることについて、もう一つ別の

次元を提示した。西村は、1999 年 10～11 月に東京都大田区と品川区に在住す

る 25～64 歳の女性を対象に行われた調査データから、配偶者をもつ者 260 名

について因子分析を行い、①狭義の性別分業意識、②「家事(や子育て)をする

ことで愛情を示す」（西村 2001: 147）という愛情規範に加えて、③「『よい子

育て』をするために子育てに主体的にコミットし、その主たる担当者となって

いくような意識」（西村 2001: 147）である「よい子育て」意識の、三つの次元

を抽出している。西村によれば、「狭義の性別分業意識や愛情規範は、女性が

経済力を持つことによって相対化されうる」（西村 2001: 147）が、「『よい子育

て』意識の規定要因は学歴であり、高学歴者ほど『よい子育て』意識が強い」

（西村 2001: 147）。ここから西村は、学歴の地位表示機能（天野 1983: 44）は

高学歴女性に、その地位を表示するにふさわしい「よい子育て」への規範的圧

力をかけていると論じている（西村 2001: 147）。そして、「女性が労働市場へ

参入し経済力をもってもなお、家事や子育ての主たる担当者であり続けるのは、

女性が経済力をつけることによっては流動化されえない子育てへの規範的圧力

が働いている」（西村 2001: 147）からであり、「従来学歴は、性別分業意識を

流動化させる要因としてとらえられてきた」（西村 2001: 146-147）が、今回の

分析結果は、「学歴はより積極的に性別分業をめぐる意識を固定化するような

効果をもちうることを示している」（西村 2001:147）と結論づけている。 

ただ、西村によれば、この意識は「夫の関与を拒まないという意味で、『協

業』の可能性はある」（西村 2001: 148）。しかし高学歴の女性にとっては、

「『よい子育て』は、それによって女性がアイデンティティを確認するもので

もあるため、女性が子育てを手放すことは考えにくい」（西村 2001: 148）と論

じている。 

西村の議論では、「子育てを手放す」とは「子育ての主たる担当者から降り

る」ことを意味していると思われ、本稿でも同様の意味で使うこととし、した
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がって「子育てを手放さない」ことは「子育ての主たる担当者になる」ことと

して使うことにする。ただし、「子育ての主たる担当者になる」とは、通常、

仕事も子育ても一手に引き受けて孤軍奮闘している状況をイメージするが、実

際のところは、人それぞれにさまざまなバリエーションがあると思われる。本

稿では、改めて「子育ての主たる担当者」の在り様についてもみていきたいと

考えている。 

 

2.2.  仕事と子育てを両立するために職場の子育て支援制度を利用する女性た

ちが、ジェンダー秩序を維持・強化しているとする先行研究 

次に中野円佳の研究をみよう。この研究は、子育てを手放さずに仕事との両

立を図ろうとしたが、出産後、退職、転職、もしくはそのまま就業継続した 15

人の高学歴女性へのインタビューにもとづく。 

中野のインタビュー対象は、育児休業制度など仕事と子育ての両立支援が制

度的にも進み、仕事と子育ての両立が可能になってきた 2000 年代以降に出産

しており、「育休世代」と名付けられる。中野によれば、この世代には、「『男

なみ』に仕事で自己実現することをたきつけられる『自己実現プレッシャー』

と母として役割を果たすことを求められる『産め働け育てろプレッシャー』」

（中野 2014: 51）の二つのより高いプレッシャーがかかっている。そこで、育

休世代の女性たちはこの相反する時代の要請に応えようと、やりがいのある仕

事と子育ての両立に追い込まれていくと論じている。 

そして中野は、出産後も就業を継続して子育てとの両立を頑張っている女性

たちについて、出産後も男性と同等の競争意識を持っている「男なみ発想」で

家事も育児もこなしている女性たちか、職場のジェンダー秩序を受け入れ、職

場が用意した短時間勤務制度やその他の子育て支援制度を活用して就業継続し

ている女性たちであるとみる。そうした女性たちの行為は、「男性中心主義的

な組織の文化」に変化の契機を失わせることになり、実のところジェンダー秩

序を維持、強化していると結論づけている（中野 2014: 294-297）。 

中野の議論で使用されている「ジェンダー秩序」という概念については、江

原由美子のジェンダー秩序論を参考にして、「女性を男性のサポート役、性的

対象とするような社会的圧力や風潮を『ジェンダー秩序』と呼ぶ」（中野 2014:  

41）との説明があり、本稿でも江原のジェンダー秩序論に依拠して使用するこ

ととする。 

上記二つの先行研究では、女性が、とくに高学歴女性が仕事をもってもなお、

子育てを手放さないのは、学歴の地位表示機能による「よい子育て」への規範

的圧力により、さらに 2000 年代以降は、男なみに仕事で自己実現することを

たきつけられる「自己実現プレッシャー」と、母としての役割を果たせという

「産め働け育てろプレッシャー」の二つのより高いプレッシャーがふりかかる

ことによって、女性たち、とくに「よい子育て」意識が強い高学歴女性たちは、

やりがいのある仕事と「よい子育て」の両立を目ざすことになったからだとし

ている。 
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しかし、西村が論じているように、高学歴女性が仕事をもってもなお子育て

を手放さないのは、規範的圧力によって要請される「よい子育て」を果たすこ

とで、「高学歴女性」としてのアイデンティティを確認するためなのだろう

か？ そうではなくて、女性たちが子育てを手放さないのは、規範的圧力による

要請ということではなく、仕事と子育てを両立することで、従来とは異なる自

身のアイデンティティを確認するために、自らの選択として子育てを手放さな

いと解釈することもできるのではないだろうか？そして、もしそうした解釈が

できるとしたら、女性が子育てを手放さないで仕事との両立を図るために職場

が用意した子育て支援制度を利用しようとすることは、本当にジェンダー秩序

を維持、強化してしまうことになるのだろうか？  

ギデンズは、モダニティにおいては「脱埋め込みメカニズムに伴う時間と空

間の変容は、社会生活を旧来の教えと実践のくびきから解き放つ」（Giddens 

1991=2005: 22）とし、「自己は外的な影響に決定される受動的な存在ではない。

個人は、自らの自己アイデンティティの形成を通じて、その行為の文脈がいか

にローカルであろうと、結果的にはグローバルな社会的影響の一部をなし、そ

れを直接に推し進めるのである」（Giddens 1991=2005: 2）と論じている。つ

まり、現在においては、女性は「母親としての役割を果たせ」といった「旧来

の教えと実践のくびき」から解き放たれ、女性が自分自身で「子育てを手放さ

ない」と選択すると認識することも、あり得ると考えることができるだろう。

しかし、もし女性が「子育てを手放したくない」と自分自身が選択したと認識

しているのだとしたら、なおのこと女性が子育てを手放すとは考えにくく、性

別役割分業は残り続けることになってしまうのだろうか。それとも、女性が子

育てを手放さなくてもジェンダー秩序の変容の可能性はあるのだろうか。 

そこで本稿は、江原由美子のジェンダー秩序論、ギデンズの自己アイデンテ

ィティ論に依拠して、出産後も正規職として仕事と子育てを両立している女性

が、自己アイデンティティの形成を通じて、どのような行為を形にしてきたの

か、その具体的な状況をみていく。その作業を通じて、女性たちが仕事を持っ

てもなお、子育てを手放そうとしないのは愛情規範や「よい子育て」意識によ

るのか、それとも女性たちが自らの選択として子育てを手放さずに就業も継続

していると認識しているのか、そうした彼女たちの行為はジェンダー秩序の維

持や強化につながっているのか、それともジェンダー秩序の変容の可能性を見

出すことができるのか、これらの問いについて考察する。 

 

３ 理論枠組み 

 

まず、本稿が依拠する理論枠組みについて確認しておこう。 

 

3.1. 江原由美子のジェンダー秩序論 

江原はギデンズとブルデューの議論に依拠して、人びとが生み出し続ける男

女で異なる言説とふるまいの中に見出される頻出するパターンとしての構造特
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性、またはハビトゥスを、「ジェンダー秩序」として概念化し、「性別分業」と

「異性愛」という二つのパターンを特定した。 

「ハビトゥス」とは「持続性をもち移調が可能な心的諸傾向のシステムであ

り、構造化する構造として、つまり実践と表象の産出・組織の原理として機能

する素性をもった構造化された構造」(Bourdieu 1980=1988: 83)を意味する概

念である。この「ハビトゥス」について竹内洋は、「家庭や学校で長い時間を

かけて無意識裡に形成され日常的な慣習行動をもたらす血肉化された持続する

慣習」（竹内 1999: 190）と説明し、世代間で継承されていくものとしている。 

江原によれば、「『性別分業』という『ジェンダー秩序』は、『女』というカ

テゴリーを与えられた社会成員に、『他者の必要や欲求を実現する手助けをす

る活動』を割り当てる」（江原 2001: 134）一般的なパターンである。江原は、

女性は「他者の必要や欲求を実現する手助けをする活動」を行い続けることに

よって、「他者の欲求や必要」に対して大きな注意を払うようになり、「他者が

自分にしてほしいと望むこと」を、強制によるのではなく自分自身の感情にし

たがって選択するようになるとし、「このような身体化された知覚・評価図式

をともなう汎用的実践感覚はハビトゥスと呼んでよいだろう」（江原 2001: 135）

と結論づけたのである。したがって、女性がなぜ育児専業者として夫ではなく

自分を選択していくのかという問題について、経済的な見通しと夫婦のそれぞ

れの活動の満足感の多さあるいは後悔の少なさなどを考慮に入れた選択だと論

じている（江原 2001: 374-376）。 

以上、江原の議論では、ブルデューのハビトゥス論に依拠することによって、

自らジェンダー秩序に沿った活動を選択する女性のあり方が描かれ、結局ジェ

ンダー秩序は再生産され続けると主張しているように思える。しかし、江原は

最後に変動の可能性について言及し、次のように述べている。すなわち、

「個々の社会成員は、それぞれの社会的状況のなかで、充分社会を認識しなが

ら社会的実践を行うことができる。そうした社会的実践が結果的にこれまでと

同じパターンになってしまうこともある。けれども、結果的に同じパターンの

社会的実践でも、充分考えずに行うことと考えて行うことでは、異なるハビト

ゥスを産出することになるだろう。それはまた異なる表象の産出に結びつく可

能性がある。また、社会成員がこれまでとは全く別のパターンの社会的実践を

行うことも、充分に可能である。変動の契機はいくらでもあるのだ」（江原 

2001: 395）と。 

 

3.2. ギデンズの自己アイデンティティ論 

そして、江原が示した「個々の社会成員は、それぞれの社会的状況のなかで、

充分社会を認識しながら社会的実践を行うことができる」という議論に対して、

ギデンズは、「ハイ・モダニティ」と位置づけた現代を生きる人々が自分の生

き方を自ら選択するという、その在り様を描く自己アイデンティティ論を展開

した。ギデンズによれば、自己アイデンティティとは、「生活史という観点か

ら自分自身によって再帰的に理解された自己である。ここでのアイデンティテ
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ィはなお時間と空間にわたる継続性を前提としている」（Giddens 1991=2005: 

57）。 

ギデンズが示したポスト伝統的な秩序であるモダニティでは、脱埋め込みメ

カニズムに伴う時間と空間の変容が「社会生活を旧来の教えと実践のくびきか

ら解き放つ」（Giddens 1991=2005: 22）。そこで、それを背景にして、「新しい

知識と情報を行為の環境につねに組み入れることで行為の環境が再構成され、

再組織されるというモダニティの再帰性」（Giddens 1991=2005: 279）が生み

出される。そしてギデンズは、このモダニティの再帰性が自己の核心部にまで

及ぶとして、個人はつねに自己アイデンティティに修正を加えながら継続的に

自己を構築していくことになることから、「ポスト伝統的な秩序においては、

自己は再帰的プロジェクトとなるのだ」（Giddens 1991=2005: 36）と論じてい

る。 

ギデンズによれば、モダニティでは「『いかに生きるべきか』という疑問に、

いかに振る舞うべきか、何を着て何を食べるべきか――そしてその他多くの事

柄――についての日々の決断を通じて答えなくてはならないし、また自己アイ

デンティティが展開する時間の流れのなかでこの疑問を解釈しなくてはならな

い」（Giddens 1991=2005: 15-16）。このように「モダニティは個人を複雑多様

な選択に直面させ、さらにそれは根拠づけられていないゆえに、どの選択肢を

選ぶべきかについては、ほとんど助けてくれない」（Giddens 1991=2005: 89）

としている。そこで、最重要になってくるのがライフスタイルで、ギデンズに

よれば、ライフスタイルは「自己アイデンティティの物語に実質的なかたちを

与えるがゆえに、個人が受け入れている多かれ少なかれ統合された実践のセッ

トとして定義されうる」（Giddens 1991=2005: 89-90）。「ライフスタイルはル

ーティーン化された実践であり、服装、食事、行為の様式、他者と出会うのに

好ましい環境などに関する習慣に組み込まれているルーティーン」（Giddens 

1991=2005: 90）であり、「ライフスタイルの選択や生活設計は、ただ単に社会

的行為主体の日常生活の『なか』に、あるいはそれを構成しつつ存在している

だけではなく、行為主体が行為を形づくる制度的な環境」（Giddens 

1991=2005: 95）でもあると論じている。 

以上の自己アイデンティティ論とライフスタイル論を女性にそくして敷衍す

ると、女性たちは成育時に身体化された慣習行動に規則づけられながらも、

「旧来の教えと実践のくびき」から解き放たれ、新しい知識や情報をつねに行

為の環境に組み入れつつ、自ら複数の可能な選択肢の中からライフスタイルを

選択することで、行為主体として行為を形づくり、それまでの自己との継続性

を確保できるような、自己アイデンティティを再帰的に構築していく。そして、

ギデンズが「自己アイデンティティの再帰的な構築は、過去を解釈することと

同程度に将来に向けて準備することにかかっている」（Giddens 1991=2005: 94）

と論じているように、日常生活において自身が形づくった行為を解釈しつつ、

将来に向けた準備としての自己に対する理解が常に更新されていくと考えるこ

とができるだろう。 
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しかし、ライフスタイルを自ら選択するといっても、ギデンズは、「現在の

特定のライフスタイルに依拠している者は」（Giddens 1991=2005: 91）、その

選択が「社会経済的状況によるほか、周囲からの圧力と役割モデルの認知度に

よって影響される」（Giddens 1991=2005: 91）こともあるとしている。それで

も「現在の特定の」ライフスタイルを選択することで形づくられたさまざまな

行為は、周囲からの圧力にただ流されて行われたということではなく、様々な

知識や情報、社会経済的状況に鑑みて自ら形にしたもの、すなわち江原の「充

分に考えて行う社会的実践」と考えることができるだろう。 

そこで、本稿では、正規職として就職し出産後も同じ職場で正規職として就

業を継続し、仕事と子育てを両立するという「現在の特定の」ライフスタイル

を選択した女性たちが、とくに「仕事をする」、「子どもを産む」、「仕事と子育

てを両立する」ことの選択において、どのような行為を形づくってきたのか、

その具体的な状況をみていく。その作業により、女性たちが子育てを手放そう

としないのは愛情規範や「よい子育て」意識によるのか、それとも女性たちが

自らの選択として子育てを手放さずに就業も継続しているのか、そうした彼女

たちの行為はジェンダー秩序の維持や強化につながっているのか、それとも変

容の可能性を見出すことができるのかについて考察する。 

 

４ 研究の方法 

 

本稿は女性たちの自己アイデンティティの形成を通じて形づくられた行為に

注目するため、子育て中の女性に自己物語を語ってもらうという方法を取っ

た。自己物語とは「個人や他者が自己アイデンティティを再帰的に理解する手

立てとなる物語」（Giddens 1991=2005: 278）であり、幼児期から現在までの

記憶をたどりながら、主な出来事とそれにまつわる当時の思いや現在の思い、

そしてそのことが自分にとってどういう意味をもっているのか、その後の自分

にどうつながっているのかなどについて、自由に語ってもらうものである。 

調査協力者を選定するにあたっては、2001年の育児・介護休業法の改正な

ど、両立支援が進んだ 2000年代以降に出産を経験し、正規職として就職し、

出産後も正規職として仕事と育児との両立をめざした高学歴女性であること

を、条件とした。 

調査協力者を高学歴に限定した理由は次のとおりである。本稿は、高学歴女

性に言及した先述の二つの先行研究に対して筆者が抱く疑念について考察する

ことを目的とするからである。加えて現在日本社会ではジェンダー平等を推進

するため、女性の管理職率を上げていくことが急務になっていることから、管

理職として方針決定過程に関わる可能性が高い高学歴女性の仕事と子育ての両

立についての状況を調査することにした。 

 

調査方法：現地訪問により、半構造化面接法を用いた。 
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調査項目： 

① 基本情報：家族関係とくに父親と母親の関係性・学歴・職歴 

② ライフイベント：就職・結婚・妊娠・出産 

③ 出産後の状況 

④ 現在の状況 

⑤ その他 

 

調査協力者の選定：筆者の知人の紹介を通じて、上記の調査協力者の選定条件

に基づいて、スノーボールサンプリングを行い、6人の女性に協力を依頼し

た。 

 

インタビュー調査は、2016 年から 2017 年にかけて行った。調査協力者を A、

B、C、D、E、F のアルファベットで示し、調査協力者のプロフィールは以下

の表１のとおりである。 

 

表１ 調査協力者プロフィール 

 

 定位家族 学歴 職歴 子どもの数 
第一子の 

出生年 

A 
両親と 

弟二人 
大学卒業 

1997年入社 

2001年転職、現在に至る 
二人 2007年 

B 
両親と 

姉二人 
大学卒業 

2002年入社 

2004年転職 

2005年転職、現在に至る 

二人 2007年 

C 両親と妹 大学卒業 

1999年派遣 

2000年入社 

2004年転職 

2008年転職 

2009年退職 

現在パートで働く 

二人 2006年 

D 
両親と 

姉と弟 
大学卒業 

1999年入社 

2001年転籍、現在に至る 
二人 2009年 

E 両親と妹 大学院修了 2003年入社、現在に至る 二人 2007年 

F 
父方の祖母 

両親と弟 
短期大学卒業 

1991年入社 

2016年転籍、現在に至る 
二人 2005年 

 

５ 成育時の家庭環境 

 

まずは、6 人の女性たちがのような家庭環境のなかで育ったのか、とくに強

く心に残っていることなど、成育時の家庭環境について触れておく。 

A は 3 歳のとき、父親の転勤で以後 4 年間の海外生活を送った。帰国後、下

の弟が生まれ、Aが 11歳のときに母親が外で仕事や活動を始めている。母親か
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らは低学年のころはもっと干渉されたが、外に出ている方が楽しそうで、母親

が外に出て寂しいと思うことはなかった。下の弟を保育園に預けていたので、

A が迎えを頼まれたこともあった。母方の祖母は家庭を守ることが女性の仕事

という考えで、A は立ち位置が違う二人をみていたと語っている。父親は母親

が仕事をすることに協力的ではなかったが、A の就業継続にはサポートをして

くれるので、女性も仕事をもって続けていた方がいいと考えていたと思うと語

っている。 

 B は、地方で自営業を営む両親のもとで育ち、3 人姉妹の末っ子で、両親は

勉強することには大いに賛成であった。B は、小さい頃は寂しくて、絶対専業

主婦になると思っていたが、中学、高校の頃になると、働く母の様子をみてい

て楽しいのかなと思ったと語っている。大学の頃は、店で並んでいる両親の姿

をみて、女性も働くべきだと思うようになった、これまで、どういう方向に進

むかの選択については家族や友人、先輩たちの存在が大きいと語っている。 

C は、地方で二人姉妹の長女として育った。C の母親は短大卒業後小学校の

教員をしていたが、C が生まれて退職、退職後は自宅で書道教室と個人教授専

門の塾を開いた。その後、父親の転勤で転居した先でも書道教室と塾をやって

いた。母親は教育熱心で、将来の選択肢が多くなるということで学歴に対する

思いが強かった。母親自身がもっと勉強したかったという思いもあったのでは

ないかと思うと語っている。 

D は、両親と姉と弟と 5 人家族で、小学校 2 年のときから父親の転勤で海外

で学校生活を送り、大学は母親の勧めで日本の大学に進んだ。D の母親は D が

難聴ということで小さい頃から言葉の発生の練習に付き合い、聾学校ではなく

普通の学級に行けるように力を尽くしている。D は小さい頃は母の言うことは

正しいと信じて、海外での学校生活を経験させてもらったことを感謝している

が、大学に入って日本で暮らすようになり、海外で暮らす母と考え方が変わっ

てきて、反発することもあったと語っている。 

 E は二人姉妹の長女として生まれた。父親は転勤族で、最初は家族で異動し

たが、小学校 3 年のとき東京に戻ってからはそのまま東京でくらした。母親は

父親の転勤先と東京の二重生活だった。E は母親とは性格が正反対、どちらか

というと父親似で、母親とは全く違うタイプだと思っていた。母親は真面目な

人なので、子どもの頃に厳しくされたときは反発を感じたこともあったが、今

は的確なアドバイスをくれる良き相談相手であると語っている。 

 F は両親と弟とのほかに父方の祖母という 5 人家族のなかで育った。祖母も

母親も専業主婦だったので、常にバトルを繰り返していた。母親に対してもっ

と自由にやればいいのにと思ったこともあったが、それを言うとそれまでの母

親の生き方を否定することになってしまうので何も言えなかった、でも母親が

最期まで祖母の面倒をみていたのはすごいことだと思うと語っている。母親が

祖母の世話や家事に追われていた分、F は父親と良い関係を築いている。F の

父親はサラリーマンだったが、出世よりも子どもと過ごすことを優先したので、

毎日夕方 7 時前後には帰ってきて、必ず夕食は一緒に食べた。父親とは考え方
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が似ているので、相談したいことがあれば父親に相談してきたと語っている。 

 

 6 人の女性たちが育った家庭は基本的には性別分業家族だったと思われるが、

彼女たちが生まれた 1970 年代は「母親たちの『子育て』と『自分の生き方』

との葛藤が明確になってきた」（江原 2000: 34）時期だと言われている。Aの母

親も Aが 11歳から仕事を始め、Bの母親は父親とともに家業を営んでいた。C

の母親は、出産退職後は自宅で仕事を始め、娘たちの教育には熱心だったとい

う。そうした母親たちに対して娘たちは、A は「外に出ている方が楽しそうで、

母親が外に出て寂しいと思うことはなかった」、Bは「店で並んでいる両親の姿

をみて、女性も働くべきだと思うようになった」、Cは「母親自身がもっと勉強

したかったという思いもあったのではないか」と語っている。A、B、C は家庭

内役割だけではない母親自身の生き方にも触れることができた家庭環境で育っ

たと思われる。とくに A は、母親だけでなく家庭を守ることが女性の仕事とい

う考えの母方の祖母についても言及し、世代によって立ち位置が違う女性の生

き方にも触れていた。 

D や E の母親は夫の転勤で仕事を持つことはなかった。D は日本での大学生

活で海外で暮らす母親の考え方に反発を感じたこともあったが、難聴の自分の

教育に力を尽くし、「海外での学校生活を経験させてもらったことを感謝して

いる」と語っている。Eも母親には子どものころは厳しくされたが、「今は的確

なアドバイスをくれる良き相談相手である」と語っている。F の母親も姑との

同居で仕事を持つことはなかった。F も、姑とバトルを繰り返す母親だったが、

「母親が最期まで祖母の面倒をみていたのはすごいことだと思う」と語ってい

る。D、E、F は、今では母親の生き方を肯定的に受け止め、母親も仕事を持つ

娘の生き方に協力を惜しまず、理解を示しているようで、よい関係を築いてい

る。さらに F は出世よりも子どもと過ごすことを大切にした父親の生き方にも

触れている。 

6 人の女性たちは自身の母親の生き方を肯定的に受け止めつつ、母親とは違

う自分自身の生き方を振り返っていると思われる。 

 

６ 仕事をする 

 

 それでは、6 人の女性たちの「仕事をする」ことの選択において、どのよう

な行為を形にしていたのか、それぞれの語りをみていこう。 

 

A：大学を卒業してすぐ入社しました。その会社には４年いました。あんまり

仕事が好きになれなくて、激務で、もう無理みたいな感じでいっぺんリセット

したいなと思って転職先を探して、企画系の部門がある会社を探したんです。

そして、今の会社に転職しました。私も転職してから仕事を楽しめるようにな

ってきたんですけど、もういやでいやでたまんなくてまいっちゃってたときは、

自分がお金を稼がなきゃいけない状況から逃げ出せないのがつらいなと思った
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ことがあるんですけど、でも１年くらい休んでもいいやという気持ちはなかっ

たですね。自分のなかで親に頼っては、社会人になったから転職先が決まらな

いで辞めちゃうのはいやだと思って。 

 

B：コンサルティング会社にインターシップで 1 週間東京に来て、コンサルテ

ィングが面白いからやってみようと思ってコンサルティング会社に 2 年働いた

んですけど、やっぱり昼夜問わない仕事でちょっと疲れたなと思ってコンピュ

ーターの会社に転職をして、メーカーってどんなもんなんだろうというので働

いてたんですけど、やっぱりコンピューターで身近に感じないなと思って、1

年後に今の会社に転職して 10年になります。 

 

C： 私も全然定まってなくて、フラフラしたまま 5 年間通って卒業して、でそ

の時点で仕事がないわけで、家にずっとってわけにもいかなくて、でどうしよ

うってなったときに日本語教師になろうと思って、海外に住みたかったんです

よね、そのときは。で資格があればやってけるっていうので、日本語教師を目

ざしたんですよ。 

日本語教師の資格を取れたから、日本語教師として雇ってくれるところをい

よいよ探すんですけど、なかなか新規で仕事が見つかんなくて、これじゃ生き

ていけない、でそのときに派遣で何か働くわって言って、もう親からすればど

うしたのこの子はみたいな感じですよね。でもあんまりとくに言われなかった

んですよね。意外と教育熱心だった割には親はそこはそんなに、まあこの子な

りに模索してると思って割と見守ってくれてて、で派遣で飛び込んで、で翌年

になって年明けぐらいに社員にならないかって言ってもらって、で何かすとん

と社員にしてもらって。 

 

D：保育士になりたいなって言ってたんですけど、それも母が経済的なところ

が心配だから保育士はやめたほうがいいって言われて、やっぱりそのときは分

からないんで、なんでって思ったんですけど、まあそんなに言うんならばって

べつの学科、行けるところって、だから体育学科だったんです。体育学科は自

分の希望で、普通の体育ではなく、まあ学校でいえば保健体育みたいな、レジ

ャー、レクリエーションみたいなのがあったんで、これなら私もできるかなっ

て。 

在学中にコンピューターに興味を持ち始めて、何か面白いなあと思って、こ

ういうことができる何か仕事があるかなあと思ったら、何かいつのまにか大学

とは違ってそこにいっちゃったと。 

 

E：大学院はみんな行くことが前提、それもまた流されてるんですけど、当然

行くもんだし、今ならこれ何か推薦枠で食い込めるぞみたいになって、楽して

入れそうだったんで、じゃ行っとくかみたいな。 

 就職を考えだしたときに、この分野のまま突き進むのはどうしようかなと思
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ってたときに、一個上の先輩でこの会社に入ってる人が二人いて、でその先輩

二人から結構君にはこういうのあってると思うよみたいなことを聞かされたと

きに、ああそれいいかもみたいなことがあって、で、建築系で行くんだったら

何かもっと世の中を動かす的な感じがあるなと思って不動産系もいいなと思っ

たり、それかこの会社かみたいな感じで就活をしていて、でまあご縁があって

今の会社から内定をいただいてしまったので。 

ガンガン仕事をして、何かやっぱり働きすぎてたんでしょうね、やっぱり腸

炎になって、1 年半ぐらいかな、そのときに、上司から多分、このまま働いた

ら精神的にもだめになるから休みなさいと言われて。 

 

F：その当時不動産屋さんばっかり受けてたんですよね。それは多分、お給料

が高そうって思ったからだと思うんですけど。仕事自体のやりがいとかはあま

り考えてないですね。経済的にちゃんと収入を得て、社会人として仕事をして

っていうのが大事ですね。あんまりそこに自分が、キャリアパスとかそういう

のがないような仕事です。そうしたいと思ったら職転したりする道もあるんで

すけど、上の子が生まれて、今度下が生まれて、期間が長すぎて、何かもうで

きないっていうか。 

今から思うと、私がずうっと仕事を辞めない理由は、別に仕事が好きとかで

はなく、いざというときの道を消したくないっていう、そういうことなだけで、

多分自分が辞めて家にいても生活は成り立つんでしょうけれども、でも何か自

分で、自分の自由になるお金とかそういうものがないと不安ですね。それは多

分母を見たからじゃないかと思います。 

 

1986年の男女雇用機会均等法の施行により、とりあえず女性も経済的自立を

果たし総合職としてキャリアを伸ばしていくことが可能になった。近年は、女

性の四年制大学への進学率も上昇し、女性有業者に占める大学・大学院卒業者

の割合も高まっている。こうした社会状況のなか、女性も仕事をもって経済的

に自立するというライフスタイルは、女性の自立を叫ぶフェミニズムの運動や

少子高齢化が進み労働力不足に悩む現代の日本社会の要請などもあって、今や

女性たちの当たり前の生き方になっている。6人の女性たちも、家庭内役割だ

けではなく、仕事をもっていた母親の生き方や、Fが「多分母親を見たから」

と語っているように仕事を持てなかった母親の生き方を間近で見てきたことも

あり、仕事をもって経済的に自立することを当然のことと認識していたと考え

ていいだろう。 

しかし、A が「もういやでいやでたまんなくてまいっちゃってたときは、自

分がお金を稼がなきゃいけない状況から逃げ出せないのがつらいなと思った」

と語り、C が「なかなか新規で仕事が見つかんなくて、これじゃ生きていけな

い」と語り、D が母親から「経済的なところが心配だから保育士はやめたほう

がいい」と言われて断念したと語っているように、それぞれ経済的に自立しな

くてはならないといったプレッシャーも感じていたと思われる。 

しかし、6 人の女性たちが就活した時期は、1991 年頃から 2005 年頃に社会
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人になった世代が該当するとされるバブル崩壊後の就職氷河期である。それで

も Aと Bは、入社してみて自分がどんな職場でどんな仕事をしたかったのかを

自覚し、自分がしたかった仕事を見つけるために A は 1 回、B は 2 回転職して

いる。C も D もやりたいと考えていた仕事には就けなかったが、C は派遣から

入り社員として就職し、その後転職、D は大学に入って、それぞれ自分の仕事

を見つけている。E はやりがいがあってやってみたい仕事をいくつか考えてい

たが、「ご縁があって今の会社」に入ることを決め、入社後は病気になるほど

仕事に打ち込んでいる。F は最初から経済的に自立することを求め、とくに仕

事にやりがいなどは求めず、高給を期待できそうな現在の会社に事務方として

就職している。 

「仕事をする」ことについては、それぞれ「仕事をする」ことに対する向き

合い方に違いはあるものの、6 人全員が、就職氷河期にもめげずに経済的自立

をめざして、自分がこれならやれると感じられる仕事を見つけて、正規雇用者

として就職することを選択したと認識していると言えるだろう。 

 

７ 子どもを産む 

 

 その後 6 人の女性たちはそれぞれ結婚して「子どもを産む」ことを選択して

いる。７節では、「子どもを産む」ことの選択について、それぞれの語りをみ

ていこう。 

 

A：子どもを欲しいとか、子どもを産みたいとか、母親になることは普通に当

たり前だとは思わなかったんですが、でも私は産みたいなと思っていて、逆に

女の人は子どもを産まなきゃいけないみたいな考え方はすごいいやだったんで

すよ。それは女性が選ぶもので、欲しいと思えば産むし、欲しくない人が無理

に産む必要はない、自分は子どもがいるのは面白いのかなと思って、子どもが

好きなわけでは正直ないんですけど、でもやっぱり自分の子どもは欲しいなと

思って、家庭にネガティブなイメージがなかったので、割と家族仲良くやって

きたから、結婚して子どもを産むことに関しては迷いはなく、主人もそういう

感じだったと思うし、年も 32歳だったのでなるべく早く産みたいなと、二人産

みたいなと。 

 

B：子どもは欲しかったです。家族を持ちたいと思ってました。 

 

C：自然に恵まれればっていうか、欲しいっていうのはありましたね。一応、

自分が二人姉妹なので、二人は欲しいっていうのはありましたね。私は二人が

よかったので、実は 3人欲しいなって思う時期はあったんですけど。  

 

D：子どもが欲しいっていう気持ちが強かった。生まれてから母親の自覚がで

てきたっていうの、夫がまあどっちでもいい感じで、でも不妊治療には協力し
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てくださったので、もともと二人以上は欲しいと思ってたんで、産んでよかっ

たと思います。 

 

E：少なくとも 30ぐらいになってからでいいかなと思ってたんですけど、27だ

ったんですよね、妊娠したときが。まだもうちょっとで会社も 4 年目とかで何

か結構認められてこれから頑張ろうかなみたいな感じのときだったので、あれ

っみたいな、できちゃってたんですね。まあ本当に目の前にできちゃったこと

はできちゃったので、まあそこに対して向かってくっていうことでしかやって

なかったですけど、欲しくないってことはなかったですけど、もうすこしキャ

リアを重ねたいなっていう気持ちは確かにありました。 

 

F：子どもに興味がなかったんですよね。子どもが子どもを育てるような感じ

になっちゃいそうだったので、まだ今はその時期じゃないと自分で思ったんで

す。子どもは嫌いでした。別にいなくてもいいってずっと思ってたくらいなの

で、自分が結婚して何回か海外旅行にも行ったりとかして、F1のレースも好き

で見に行ったり、やりたいと思ったことはやったかなっていうのがあって、次

に進んでもいいかなって、そのときに、34 のときに初めて思ったんですよ。そ

れでやったことないのはきっと多分、子どもを育てることだけで、子育てをし

てみようかなって、生まれて初めて思った時期だと思うんですよ、そうしたら

割とすぐ出来て。 

 

「子どもを産む」ことについては、A、B、C、D は、「子どもが欲しかった」

と語っている。とくに D はそのために不妊治療を行っている。E は、「欲しく

ないってことはなかった」が、「もう少しキャリアを重ねたい」という気持ち

もあったとし、それでも「本当に目の前にできちゃったことはできちゃったの

で、まあそこに対して向かってくっていうことでしかやってなかった」と語り、

産むことを選択している。F は子どもは「欲しくなかった」が、34 歳になって

やったことのないのは子どもを育てることだけで、子育てをしてみようかとい

う気持ちになったと語っている。それまで「子どもを産む」ことは考えていな

かった Eと Fだったが、Eは妊娠を契機に、Fは 34歳という 35歳で高齢出産

になるギリギリのところで、それまでのライフスタイルを変更し「子どもを産

む」ことを選択したと言えよう。A が「女の人は子どもを生まなきゃいけない

みたいな考え方」があるのを知りつつも、「それは女性が選ぶもの」と言い切

っているように、女性たちは、今や「子どもを産むこと」は女性自身が選択す

ることと認識していると思われる。 

30 歳代、40 歳代、60 歳代と三世代を対象に子どもを産む理由について調査

（2000年）した柏木によれば、今や「女性にとって子どもの価値は絶対的なも

のではなくなり、他の価値と並ぶ相対的なものになって」（柏木 2001: 74）、

「子どもを産むこと」は女性が生きていく上での選択肢の一つになった。しか

し、調査の結果から、「子どもをもつことにともなうマイナスを考慮しつつも、
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それ以上に子どもがもたらすプラスの価値を大きく認めている、それはどの世

代の母親にも共通するところ」（柏木 2001: 75）であることが分かると結論づ

けている。 

6 人の女性たちそれぞれの「子どもを産む」ことの選択について、柏木の議

論を踏まえるなら、それぞれ育った家庭環境のなかで子どもは価値あるものと

いった心的傾向を受け継ぎ、「子どもを産む」ことを選択したと認識している

と考えることができるだろう。 

 

８ 仕事と子育てを両立する 

 

 6 人の女性たちは出産後、「とりあえず仕事は続けようと思った」「仕事を辞

めることは考えなかった」と語り、2000年代以降、育児休業制度など仕事と子

育ての両立支援が制度的にも進み、仕事と子育ての両立が可能になってきたこ

とで、当然のように「仕事と子育てを両立する」ことを選択している。女性た

ち自身が「子どもを産む」ことを選択し、「仕事をする」ことについても、経

済的自立をするために正規雇用者として就職することを選択した女性たちであ

るから、仕事を辞めるという選択肢はなく、出産後は育児休業を取得し、復帰

後は子どもを保育園に預け、短時間勤務制度も利用することを選択している。

８節では、「仕事と子育てを両立する」という「現在の特定の」ライフスタイ

ルを」選択した女性たちが、どのような行為を形にしていったのかについてみ

てみよう。 

 

8.1. 育児休業・短時間勤務の利用 

 まず、育児休業復帰後に短時間勤務制度を利用することで、「仕事をする」

ことについてどのような問題があったのか、その問題についてどのように対応

したのかについて、女性たちそれぞれの語りをみていこう。 

 

A：年俸制だから、1時間時短しても同じ給料が保証されるんですよ。子どもが

3 歳になるまでは 1 時間時短してもお給料が減らされない、そういう制度があ

って、それはすごく感謝してるんですけど、でも逆に成果を出さなきゃいけな

いというプレッシャーがあって、短い時間で成果をだすとか、みんなの役にた

たないと不公平だ、いる間は集中してやろうと、周りからは表立ったクレーム

はなかったです。 

 

B： 時短で重要な仕事をさせてもらえないというような不満を感じたことはな

く、むしろいろんな仕事をやらせてもらえて、有難く思ってたんですけど、去

年は自分でもついついアクセルを踏んでしまって、やっていた仕事がやりがい

もあるし、注目も浴びてやってたんですけど、そうなるとやっぱりどこかに破

綻、生活が破綻してしまって、子どもが全然宿題をやらなくなり、結構成績も

下がったりしたのがあって、子どもにそうやってしわ寄せがいくのはよくない
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なと思ったのと、まあ、今はしばらくは子どもに手がかかるので、もうちょっ

とアクセル踏むのは後でもいいかなと、今、ちょっとゆっくり働けて、それな

りに面白そうな部署がみつかったので、異動しました。 

 

C：戻る前提での育休に入って、で翌々年の 4月に復帰して、9月に倒産するん

です。だから半年は保育園に入れて、お迎えしてみたいなことをやってたんで

すね。育休から復帰した後、時短ていうか 5 時までにしてもらったんですね。

5時までって逆に区切ると、3割くらいお給料を減らすっていうか、でもそれで

もいいから、とにかく 5 時っていうのが保証されるほうがありがたかったので。 

そのあと、日系の会社に移ったんですね。でもなんか何を日本人として求め

られているだろうみたいなところがあって、翌年の 4 月末で退職しました。風

当たりが強くっていろんなことを教えてもらえないっていうか、やりづらいな

っていうのでストレスがたまってきて、でそうこうするうちに原点にもどって、

そもそもここで踏ん張ってやることをやりたいのかなって思って、しがみつい

てまでやりたいって思えなくなっちゃって、で 5 時からいろんな会議が始まる

のが、6時からだったりする、でも私も 5時で帰ったので、6時からやってるこ

とってわかんなくって、もうだめだ、ここではもう絶対昇進も出世できないと

思って、だめだわ私、もう辞めようって思って、で決断して。 

 

E：時短勤務っていうところで、それが結構意外とネックで、それの上司の評

価みたいなところとか、私は割と割り切ってますけどね、今 9 時半 4 時半で、

だからと言って、最悪、朝の 5 時半までプレゼン作業をしていたときもあるし

みたいなとか、やるときはやるよっていう、私は今まで幸いなことに周りの人

間関係には恵まれてきたので、みんな一応それなりの評価はしてくれて。 

保育園に預けてかわいそうみたいなことは全然思わないんですけど、結局こ

うやって預けてまで働いてて、でも働くうえでは時短勤務でパフォーマンスは

発揮しきれてなくて、すごい両方とも中途半端になってるよなっていうのが常

にぶつかる壁で、やっぱりそれは定期的にきますね。でも昔より減りましたけ

どね。今は二人いるから、子ども中心でしかるべきというか、ま、でもやって

る仕事の内容も変わったので、そういうのもあるかもしれないんですけど、や

りがいみたいなところが、割と今の部署だと感じられるというか。 

 

A は育休明けに復帰後、マミートラックに追いやられるということはなく、

A の職場では 1 時間時短しても給料が減らされないということで、短い時間で

成果を出してみんなの役に立たないと不公平だとして、その分集中して仕事を

したと語る。B は復帰後いろんな仕事をさせてもらって、仕事にのめりこんで

子どもにしわ寄せがいってしまったとして、「ちょっとゆっくり働けて、それ

なりに面白そうな部署」をみつけて異動している。そして、「今はしばらくは

子どもに手がかかるので、もうちょっとアクセル踏むのは後でもいいかな」と

語っているように、「子育てを手放したくない」、「子育てを大事にしたい」が
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仕事に対する意欲をなくしたわけではないという自身の思いも認識していると

思われる。 

それとは対照的に、C は育休復帰後に短時間勤務制度を利用していたが、会

社が倒産して転職した職場では短時間勤務の利用で出世コースから外され、そ

のことで退職を決めている。転職前の会社では 5 時に帰ってもマミートラック

に追いやられることはなかったようで、そのまま仕事を続けることができてい

たと思われる。女性が出産後も就業を継続できるかどうかは職場のサポート体

制の充実が大きく関わっていることは確かなことだと言えるだろう。 

他方、E は短時間勤務制度を利用したことで、仕事も子育てもどちらも中途

半端になっていることが定期的にぶつかる壁だと語っている。二人いるから子

ども中心でよしと思いつつ、それでもやりがいが感じられる部署にかわること

で何とかこの問題をクリアしている。とは言え、「今 9時半 4時半で、だからと

言って、最悪、朝の 5 時半までプレゼン作業をしていたときもあるしみたいな

とか、やるときはやるよっていう」と語っているように、「子ども中心でよし」

として子育てを大事にしつつも、必要な時は徹夜業務もいとわず、仕事を優先

している自分の生き方に満足感を得ていると思われる。 

女性たちは、E が「保育園に預けてかわいそうみたいなことは全然思わない」

と語っているように、出産後に育児休業を取得し、復帰後に保育園に子どもを

預けることについては当然のことと捉えていると思われる。Aも Bも Eも「仕

事と子育てを両立する」にあたり、職場の短時間勤務制度を利用しながらも、

仕事で成果を上げることから完全には降りることなく、B や E は何とかやりが

いが感じられる、将来につながる部署への異動という行為を形にすることで、

「子育てを手放さずに仕事も大事にする」というライフスタイルを選択したと

言えるだろう。 

  

8.2. 夫の子育て、祖父母、その他のサポート 

 つぎに、仕事と子育てを両立するために、子育てのサポート体制について、

どのような行為を形にしていったのか、それぞれの語りをみていこう。 

 

A：第二子が 5 歳で、去年の 9 月に転園して、預かり保育のある幼稚園にいっ

てます。幼稚園までは自転車で 10分くらいで、お迎えはときどき私の父親に行

ってもらったりしてます。主人は今単身赴任で何もできないので送りも私がし

てます。土日はほぼ毎週帰ってくるので、主人がいるときは 1/3 くらいはやっ

てもらってます。仕事と育児の両立に関しては両親の近くに住んでいるので、

比較的恵まれているのかなと思ってます。両親には手伝ってもらいたいから、

最初からそうしましょうという感じでした。 

完ぺきな家事をちゃんとやる母親にはもうなれないなと思ってたんですけど、

子どもとある程度一緒の時間を過ごせる、自分が母親にしてもらったような、

近いことをしたいなというのはあります。たとえば自分の会社でもベビーシッ

ターに子どもを預けて夜 9 時まで働いていた人がいたけど、それは私のやりた
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いことではないなと、出世しなくてもいいから 5 時に帰りますって言って、そ

のできる範囲のなかで子育ての時間は取りたいなと。 

 

B：今の部署には子どもの年齢が大体同じくらいのママたちが集まっているの

で、もともとは一人のママが自分で知っているママたちに声をかけて草の根運

動して集めてきて、それは最初すごく心強くて、分からないことだらけだし、

社内での立ち振る舞いも分からないし、違うチームの人ともその当時は全然つ

ながりがなかったので、ママたちとのつながりがあるだけですごく有難くて、

今はたまにランチに行ったりとか、息抜きができました。このグループができ

たのは、ちょうど一人目を産んだくらいです。 

 

D：一人目のときは夫には父親であるっていうことに責任をもたせたかったっ

ていう気持ちもあったんで、毎日ではないですけど、出産して 1 週間は半日取

ってもらって、徐々に時間休みをもらって、そのあとは仕事が忙しくなったみ

たいで。 

最初一人目のときに、生まれたあと里帰りしないで最初から自分の家でやっ

たらしんどかったっていうのがあって、できれば夫にやってもらいたい、母に

来てもらうより夫にやってもらう方が安心だって口説いたんです。でも本人も

やりたがってたんで、育児休職を、夫は出産してすぐだったので、9 月の半ば

から 11月の終わりまで育休を取って、第一子のときはまだ前例がなかったので、

育休がとれるっていう認識がなかったんですね。女性のものだと思ってたらし

いんで、会社自体が、アピールしてなかったので、第二子のときは夫が 2 か月

とることで、結構広まってきたんですね。 

一応、急に休んでも大丈夫なようにお願いしてあるので、仕事を抑えてもら

ってるんで、割と理解のある職場なので、それは助かってます。あんまり私ば

っかり休むと年休がなくなっちゃうので、そういうときは俺がやるって言って

くれるので、夫が休めるときはお願いする、ただ、そのお陰もあって夫の方は

出世できないので、もう後がないなって。 

 

E：二人目のときは 2 年ぐらい休んだんですけど、もう最後の方とか、まあそ

ろそろ復帰してもいいかなと思ってました。何か一通りやったなあみたいな、

何となく専業主婦ルーティンとネットワークもできたし、分かったしみたいな

のはあって、ネットワークが広がったのはすごい大きかったです。今日だって

まだ夏休み中なんで、家でお昼ご飯食べて遊ばせとこうかなんて言ってくれる

ありがたいママさんとかがいて、今日は母もいないんで、もう分担です。昨日

は旦那が休んで自由研究に付き合い、一昨日は私が休んで読書感想文やらせて

みたいなことやってるんですけど。何か一人でご飯食べさせるのだけはちょっ

と嫌で、それは自分が専業主婦の家庭に育ってるからなのかな、分かんないん

ですけど、お昼ご飯をレンジでチンして食べるっていう、それはすごいかわい

そうだなと思って、2 年育児休暇を取ったのも、息子が 1 年生の夏休み明けぐ
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らいから 3年生の 10月まで取ってたので、ずっと夏休みとかも一緒にいてあげ

られたんですよね。 

 

F：上の子のときは時短ていうもの自体がなかったです。それで、1回も時短を

取らずにいきました。そのときは旦那さんも家にいて。今でいうイクメンてい

うか、しょうがなくてなるしかなかった、私がいなかったんで、多分働き続け

るんだったらそれをやるしかない、私が復帰する部署は火、水休みしかないっ

て言って、それでも働いた方がいいんだったら土日一人で面倒見てるしかない

よっていう話をしたら、彼の方でじゃやるって言ってやったんですけど、最初

の 1、2年はちょっと辛そうでした。まあ思い通りにいかないので、何かちょっ

と自分の時間もないし、彼にしてみれば、月曜日から金曜日まで働いて土日も

そこでやんなきゃいけないから、多分疲れてたと思うんですけど。まあでも最

初は本当に焼きそばとチャーハンぐらいしか作れなかったのが、子どもが卒園

する頃には今日これ作っといてっていったものは作って待ってるようになりま

した。5 年間かかってお料理とか 1 日の流れ的な洗濯含め、いろんなものもち

ゃんとできるようになってたので。 

 

 A は、夫が単身赴任で土日しかあてにできないので、A の両親の家の近くに

住居を構えて、両親に手伝ってもらえる体制をつくっている。「自分の会社で

もベビーシッターに子どもを預けて夜 9 時まで働いていた人がいたけど、それ

は私のやりたいことではないな」と自分の気持ちに向き合い、子どもと一緒の

時間を過ごしたい、そのためには出世しなくてもいいから 5 時には帰って子育

ての時間を取りたいと、「子育てを大事にしたい」「子育てを手放したくない」

という思いがあるのを言葉にしている。実家が地方で、夫も仕事で両方とも多

くをあてにできない B は、異動した部署のママたちがつくっているグループと

つながることで精神面でのサポートを受けている。D は「一人目のときは夫に

は父親であるっていうことに責任をもたせたかったっていう気持ちもあったん

で」と語っているように、子育てについて夫との協業体制を築こうとしている。

そのため、里帰り出産をせずに、二人目の出産のときは夫に 2 か月の育児休業

を取るように働きかけ、実現している。E は「何か一人でご飯食べさせるのだ

けはちょっと嫌で、それは自分が専業主婦の家庭に育ってるからなのかな、分

かんないんですけど」と語っているように、二人目のときに 2 年間の育児休業

を取得して近隣の専業主婦とのネットワークを構築し、実家の母親と夫に加え

て専業主婦ネットワークからなる子育てサポート体制を作り上げ、上の子の夏

休みの一人の昼食問題をクリアしている。F は一人目のときは短時間勤務制度

がなく、土日出勤でウィークデイが週休日だったことから土日の子育ては夫に

任せるという体制を作り、5 年間かかってちゃんとできるようになったと語っ

ている。 

5人は仕事を辞めることなく、とくに A、B、Eは仕事で成果を上げることか

らも完全に降りることなく、Aが語っているように「できる範囲のなかで」「子
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育てを大事にしたい」「子育てを手放したくない」という思いから、保育園や

預かり保育のある幼稚園に預けながら、それぞれの状況に合わせて、父親であ

る夫、実家の両親（子どもにとっては祖父母）、職場の女性グループ、近隣の

専業主婦ネットワークなどからなるそれぞれの子育てサポート体制をつくって

いた。女性たちは「子育ては母親がすべき」と考えているわけではないことが

分かる。 

そして、A が「自分が母親にしてもらったような、近いことをしたい」と語

り、勉強することには大いに賛成であった両親のもとで育った B が成績が下が

ったことでもっと子どもに手をかけたいと願い、海外で教育を受けてきた D が

「夫には父親であるっていうことに責任をもたせたかった」と語り、E が夏休

みに子どもに「何か一人でご飯食べさせるのだけはちょっと嫌で、それは自分

が専業主婦の家庭に育ってるからなのかな、分かんないんですけど」と語り、

出世より子どもとの時間を大切にした父親をもつ F は土日の子育てを夫に任せ

ていた。 

こうした女性たちの語りから、彼女たちは子育てについて具体的なイメージ

をもっていると思われ、そのイメージは自身が育った家庭環境のなかで培われ

たものと関わっていると推測される。それは、「子育ては母親がすべき」とい

った規範的な圧力のようなものではなく、あくまでも自身が育った家庭環境の

なかで培われたものから作られていったであろう自分自身がしたい子育てのイ

メージである。そして、そうした自分自身がしたい子育てができるようにそれ

ぞれの子育てサポート体制を整えることによって、母親だけが背負うのではな

い「したい子育て」を実践すること、それこそが彼女たちの「子育てを手放さ

ない」「子育ての主たる担当者になる」という、彼女たちの「子育て」の在り

様だと考えることができるだろう。 

とするなら、「子育てを手放さない」「子育ての主たる担当者になる」という

女性たちの「子育て」は、西村が論じた高学歴女性がアイデンティティを確認

するための「よい子育て」というよりは、新たな子育て情報を組み入れながら、

自身が育った家庭環境のなかで、両親、とくに自身の母親との関係のなかで培

われたものからでき上ったであろう「したい子育て」ではないかと考えること

ができるだろう。 

 

8.3. 仕事も子育ても 

 最後に、仕事と子育てを両立することについてのそれぞれの語りをみていこ

う。 

 

A：私にとっては、フルタイムで仕事をしつつ子育てをしてるというのが、大

変だと思うときもあるけど、バランス的にはいい、自分の精神的にはいいと思

ってます。仕事だけしてたときは逆にすごい変に頑張っちゃって何か空回りみ

たいな部分も多分あったと思うんで、どっかで子どもが待ってるともうそこで

スパッと切っちゃうから、気分の切り替えにもなるし、その両方があることが
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精神的にもいいのかなと。 

 

B：子どもが生まれてからすごい強くなった気がしていて、それまでふらふら

ふらふらしながら自分でも自信が持てないし、親に囲われて親のところでは生

きられるけどみたいな自分でも思ってた、劣等感があったんですけど、何かそ

れなりに仕事をして自分の社会の中のポジションを何となく、会社の友達であ

るとかに守られていたりだとか、助けてもらえて、差し伸べてもらえるような

状況を何度も感じて社会のなかでもそれなりにやってこれたかなっていう自信

は大分出てきて。 

できれば子どもはメインで子どもの成長を楽しみに、まあ自分もできればま

たチャンスがあれば何かチャレンジするタイミングがあればいいかなと思って、

もうとりあえず無難に 6 時まで働こうかみたいな感じではないんですけど、で

もあんまりガツガツせずに、流れにのりながら周りの人と楽しみながらやって

いけるのが一番幸せかなって最近思います。 

 

D：自然体のままでいたいんで、自然体で子どもと触れ合っていきたいし、仕

事も欲張らずにやれればいいかなって。今はお給料が夫だけでは大変で、無理

せずのびのびと、自分の時間が欲しいっていうのもあります、子どもとばっか

りいると疲れちゃうので、保育園に預けてほっとする時間がほしいから。 

自分で成果を上げるっていうのは難しいんですけど、求められてやって応え

るっていうのはできてる、仕事もやりつつ子育てもする五分五分ですかね。 

 

E：母親の自分と仕事をしている自分、だからその二つを持っていること自体

がなんかすごい私のなかでは大事で、何か一つしかないよりは二つあった方が

バランス取れるっていうか、だから母親である自分は全く別なように思われる

このキャリア形成においても絶対に何かしら影響を及ぼしている、いい影響、

悪い影響もあるかもしれないけど、いい影響も絶対およぼしていると思うんで

すよね。全く別方向ではないと思います。私のなかでは、別ではなくてお互い

が相乗効果的なところもあるような気はするんですよね。 

この会社のなかで何か子どもに誇れる何か一つやり遂げなきゃいかんなと思

っていて、ちゃんと働いてそういうことをやってるっていうふうに子どもから

認めてもらえるみたいなことになったらいいなって。 

 

以上、女性たちの語りから、短時間勤務制度の利用によるプラスとマイナス

を検討するなかで、子どもとの時間を確保できる部署への異動や、さらには家

族や職場、その他の支援者による子育てサポート体制を整えることで、E のよ

うに仕事への意欲も残しつつ、自分が「したい子育て」を実践し、仕事と子育

てを現時点での最善のバランスで両立することによって、自分自身が精神的に

もバランス的にも安定してきたと感じていることが分かる。もちろん、女性た

ちが「子育てを手放さない」なら、現状ではまだまだ母親である女性たちが子
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育ての責任の多くを担うことになり、性別役割分業を維持させているという問

題は解消されずに残り続けることになる。 

転職後に退職を選択した C は、第二子の出産に合わせて都内から首都圏に移

り住み、そこでパートをしながら子どもの教育に力を注ぎ、仕事をどうしよう

か考えていると語っている。新たなライフスタイルの選択ということも視野に

入れていこうとしていると思われる。 

 

９ 考察 

 

本稿では、6 人の女性たちに成育歴も含め仕事と子育てについてのインタビ

ューを行った。正規職として就職し出産後も同じ職場で正規職として就業を継

続し、仕事と子育てを両立するという「現在の特定の」ライフスタイルを選択

した女性たちが、とくに「仕事をする」、「子どもを産む」、「仕事と子育てを両

立する」ことの選択において、どのような行為を形づくってきたのか、その具

体的な状況をみてきた。「仕事をする」ことについては、就職氷河期にもめげ

ずに経済的自立をめざして、転職や派遣なども経験しながら自分がこれならや

れると感じられる仕事を見つけて、正規雇用者として就職することを自ら選択

したと認識していた。「子どもを産む」ことについては、子どもを産むか産ま

ないかは女性が決めるものという認識のもと、それぞれ育った家庭環境のなか

で子どもは価値あるものといった心的傾向を受け継ぎ、自ら子どもを産むこと

を選択したと認識していた。「仕事と子育てを両立する」ことについては、「仕

事をする」ことに対する向き合い方に違いがあったが、女性たち自身が「子育

てを手放さない」というライフスタイルを選択したと認識することで、職場の

育児休業制度や短時間勤務制度などを活用しながら、それぞれの子育てサポー

ト体制を整えて、自身の「したい子育て」を実践していた。女性たちはそうし

たさまざまな行為を形づくることによって、子育てを手放さずに仕事と両立す

る自己という自己アイデンティティを確認してきたと考えることができるだろ

う。 

そして、こうした女性たちの「子育てを手放さない」という選択は、A が子

どもを産むことについて、「女の人は子どもを産まなきゃいけないみたいな考

え方はすごいいやだったんですよ。それは女性が選ぶもので」と語り、E が

「保育園に預けてかわいそうみたいなことは全然思わないんですけど」と語っ

ていたように、「女性は子どもを産んで一人前」や「子どもを保育園に預ける

なんて可哀そう」、「子どもは母親の手で育てるべき」といった「旧来の教えと

実践のくびき」（Giddens 1991=2005: 22）から解き放たれたうえでの、彼女た

ち自身の選択であったということだ。つまり、女性たちが「子育てを手放さな

い」のは女性に対する規範的な圧力によってなされた選択ではないということ

が言えるだろう。 

したがって、江原が女性がなぜ育児専業者として夫ではなく自分を選択して

いくのかという問題について、経済的な見通しと夫婦のそれぞれの活動の満足
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感の多さあるいは後悔の少なさなどを考慮に入れた選択だと論じていたように

（江原 2001: 374-376）、「子育てを手放さない」というライフスタイルについ

ても、女性たちが成育歴のなかで培われたものやさまざまな知識や情報から選

択可能なライフスタイルそれぞれに対する満足感の多さあるいは後悔の少なさ

などを考慮に入れたうえでの女性たち自身の選択だと考えることができるだろ

う。 

しかし、こうしたライフスタイルが女性たち自身による選択であったとした

らなおのこと、女性たちが子育てを手放すはずもなく、子育てを手放さないの

であれば女性たちに大きな負担がのしかかってくることは確かだ。現時点では

まだ、誰であれ子育てを大事にしたいと思う人は、全力で子育てに当たらざる

を得ないという状況にあるからだ。子どもは誰かがケアしなければ生命を維持

することが難しい「依存者」である。したがって、子どもが欲しくて産むこと

を選択した女性たちであれば、自ら進んで子育てというケア労働を引き受けて

いくのは当然と言えば当然と言えるだろう。だが、父親である夫たちは、妻た

ちの語りから察するに、自分ができる範囲で子育てに関わっているように思わ

れる。ただし、D と F の夫は妻からの提案にに対し、育休取得と土日の子育て

を自ら選択していると考えられるが、共に子育てを担うところまでは至ってい

ないと思われる。そして、その結果、男女間の育児負担に差が生まれれば、西

村の議論にあったように、女性たちが経済的自立をしても性別分業は維持され

続けるということになってしまう。 

それでは、性別役割分業が続いているのは、このように女性が「子育てを手

放さない」からなのか？女性が経済力を獲得してもなお、子育てを引き受けて

いるから、性別役割分業は維持されているのか？女性が自身の選択として子育

てを手放さないとしたら、性別役割分業は維持され続けるのか？結論を先に述

べれば、筆者は女性が子育てを引き受けてもジェンダー秩序の変動の可能性は

あると言いたい。なぜなら、先述したように、江原がジェンダー秩序の変動の

可能性について次のように論じているからである。すなわち、「個々の社会成

員は、それぞれの社会的状況のなかで、充分社会を認識しながら社会的実践を

行うことができる。……結果的に同じパターンの社会的実践でも、充分考えず

に行うことと考えて行うことでは、異なるハビトゥスを産出することになるだ

ろう。……また、社会成員がこれまでとは全く別のパターンの社会的実践を行

うことも、充分に可能である。変動の契機はいくらでもあるのだ」（江原 2001: 

395）と。 

本稿で調査協力をお願いした女性たちは、確かに出産後は仕事と子育てを両

立するために子どもを保育園に預け、育児休業制度や短時間勤務制度を利用し

て、所謂子育ての主たる担当者として子育てを手放さないという、これまで多

くの研究者によって問題化されてきたライフスタイルを選択していた。しかし、

本稿でみてきたように、彼女たちはそうしたライフスタイルを充分考えて自ら

選択し、さまざまな行為を形にして実践していた。 

A と E は、母親にしてもらったことを子どもにしてあげたい、夏休みに一人
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で昼食を食べさせるようなことはしたくないといった「したい子育て」をする

ために、A は祖父母や夫、E は祖母や夫に加えて育児休業中に構築した専業主

婦ネットワークをも動員した子育てサポート体制を作っていた。こうした行為

から、母親だけの子育てではなく、複数の人びとによる子育ての可能性が拓か

れていくことが期待できるだろう。B は復帰後、仕事にのめりこんで子どもに

しわ寄せがいってしまったとして、ゆっくり働けるが面白そうな部署に異動し、

そこで出会ったママたちのグループに参加して精神的なサポートを受けている。

この最初は数人だったママたちのグループが今では 50人ほどのフォーマルな組

織になり、このママたちのグループの働きかけが職場のサポート体制も充実さ

せているという。こうした女性たち自身が作る職場のサポート体制が、女性た

ちの仕事に対する意欲を落とすことがないような形で充実してくれば、やがて

多くの女性たちが再び仕事へのアクセルを踏むことも可能になるだろう。D は

第一子のときは夫には父親であるということに責任をもたせたかったとして、

里帰り出産をせずに頑張っていた。だが、それではさすがに大変だったという

ことで、第二子出産後は夫にも育児休暇を取るように口説き、夫は 2 か月の育

児休業を取得している。そのことで D の夫の職場では男性の育児休職取得の情

報が広まってきているという。F は土日の子育ては夫に任せることで夫を生活

的に自立させている。D や F は、とくに仕事にやりがいを求めてはいないが、

夫にも単なる手伝いではない、子育ての協業を働きかけている、これまでとは

違うパターンの行為を形づくっていた。こうした行為が周知され、広がってい

けば、両親による子育ての協業の可能性が高まるだろう。 

つまり、女性たちはただただ「外的な影響に決定される受動的な存在ではな

い」（Giddens 1991=2005: 2）のだ。女性たちは就業を継続するために、ただ

ただジェンダー秩序を受け入れて職場が用意した子育て支援制度を利用してい

るだけではない。女性たちは、「女性だから子育てを手放さない」のではなく、

D や F のように、「親であれば男女関係なく、子育てを手放すべきではない」

という認識や、B の職場の女性グループのように、「職場や社会は、労働者が

子育てと仕事を両立できる環境を準備する責任がある」という認識を持ったう

えで、「現状では自分が中心にならざるを得ないが、母親だけが子育てを担っ

ているという状況を変えていくことが必要なのだ」という認識のもと、それぞ

れ考えた末の行為を形にして、実践していると言えるだろう。 

そして、そうした行為が、母親だけではない複数の人びとによる子育ての可

能性を拓き、ママたちのグループの働きかけが職場のサポート体制を充実させ、

さらには夫の意識を変えることで、職場に男性の育児休業の情報を広めていた。

このことは、仕事と子育ての両立というライフスタイルを選択した女性たちが、

子育てを手放さずに仕事との両立を図る自己という自己アイデンティティの形

成を通じて形づくった上記のような行為を実践することが、言い換えれば、女

性たちそれぞれが自分自身の個人的な状況を変えていくことが、それを取り巻

く周囲の状況を変えることにつながっていくということだろう。まさに先述し

た「個人は、自らの自己アイデンティティの形成を通じて、その行為の文脈が
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いかにローカルであろうと、結果的にはグローバルな社会的影響の一部をなし、

それを直接に推し進めるのである」（Giddens 1991=2005: 2）というギデンズ

の議論を体現していると言えるのではないだろうか。 

そして、このことはさらに、４節で触れた江原の議論、すなわち、「個々の

社会成員は、それぞれの社会的状況のなかで、充分社会を認識しながら社会的

実践を行うことができる」（江原 2001: 395）とし、そうした実践はジェンダー

秩序の変動の可能性を秘めていると論じたことの実例と考えることもできるだ

ろう。とするならば、職場が用意した短時間勤務制度やその他の子育て支援制

度を利用して就業継続している女性たちの行為は、職場のジェンダー秩序を受

け入れることで性別分業構造を維持強化することになるという中野の議論につ

いては、一概にそうだと言うことはできないだろう。 

こうして、仕事と子育ての両立を頑張っている多くの女性たちが起こすであ

ろうジェンダー秩序の変動の芽に気づいて、その芽を育てるような支援制度を

国や地域や職場が整備する可能性もある。さらには E が、「この会社のなかで

何か子どもに誇れる何か一つやり遂げなきゃいかんなと思っていて、ちゃんと

働いてそういうことをやってるっていうふうに子どもから認めてもらえるみた

いなことになったらいいな」と語っているように、仕事と子育ての両立を頑張

っている多くの女性たちの生き方やそれに触発された男性たちの生き方は、次

世代の子どもたちに伝わるはずである。だとすれば、両親が共に担う子育て、

さらには、E が自分と夫だけでなく自身の母親や近隣のママ友までも巻き込ん

で夏休みの子どもが共に昼食を取れる状況を作り出しているように、両親だけ

でなく地域の人びとも参加する複数の人びとによる子育てという形での性別分

業の変容をもたらすことができるのではなかろうか。 

さらには、B や E のように、仕事に対する意欲を落とすことなく子育ても大

事にしてきた女性たちが、子どもの成長に合わせて仕事へのアクセルを踏み始

めるならば、仕事と子育て両方を大事にしようとする部下たちをよく理解でき

る管理職になり、これからの時代を背負うことが期待できるかもしれない。そ

して、もしそうなれば女性たちは出産後も就業を継続することができるように

なり、女性の労働力率はより台形に近くなるだろう。 

 

１０ 今後の課題 

 

本稿は、正規職に就き出産後も同じ職場で正規職としての仕事と子育てを両

立するという、「現在の特定の」ライフスタイルを選択した 6人の女性たちの自

己アイデンティティの形成を通じて形づくられた行為に注目するということで、

上記の考察は極めて限定的であり、かつローカルな文脈で得られた知見である。

しかし、ギデンズがこうした行為の文脈がいかにローカルであろうと結果的に

はグローバルな社会的影響の一部をなし、それを直接押し進めると論じていた

ように、女性たちが自己アイデンティティの形成を通じて形にしたさまざまな

行為は、まだまだ社会の様々な文脈で根強く残るジェンダー秩序の変容につな
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がる可能性があるということができるだろう。 

今後の研究課題としては、まずは、子育て世代の女性たちが成育歴において

具体的にどのようなことが培われたのか、家庭環境や母親、父親の生き方など

についての詳細な調査が求められるだろう。そして、次には父親である男性た

ちについて、彼らが育った家庭環境のなかでどのようなことが培われてきたの

か、そしてそのことがその後の生き方とどう関わっているのかを丁寧にみてい

くことが求められるだろう。そのことを父親自身に語ってもらうことで、父親

である男性にとって子どもとはどのような存在なのか、仕事と子育てについて

どのように考えているのか、まずは父親である男性自身に自身の自己アイデン

ティティを確認してもらうことが必要だと考えている。 
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