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児童期の子どもの社会性に関わる要因の検討：
家庭内外におけるメディア生活に注目して　　
Factors�which�relate�to�the�sociability�in�childhood:

Focusing�on�the�children’s�media�life�with�family�and�peer.

酒井�厚・菅原ますみ・一色伸夫

1．はじめに

　本プロジェクトでは、対象児が2歳時点であった第3回調査以降、子どもの社会性とメディア

接触との関連について検討を行っている。とくに、子どもの多様な社会性の発達のなかでも、

“仲間との関係において適応的な対人行動がとれる能力”として、仲間集団内での「協調性・共

感性」と「能動性・自己主張性」の2つの下位概念を尺度化し検討を続けてきた（菅原・向田・

酒井・坂元・一色，2007）。児童期の子どもの場合、テレビ視聴と社会性の発達との関連性につ

いては、一方向メディアの長時間視聴によって対人的な双方向コミュニケーションの経験が制約

を受ける心配と同時に、教育的な内容の番組視聴によって認知的発達だけでなく社会的スキルの

発達も促進される可能性が示唆されてきている（Schmidt & Anderson，2007）。海外の研究

においても十分な検討がされていない当該分野において、本プロジェクトの第９回調査の結果

では、ある特定の番組（子ども向け教育番組と国民的アニメ）への子どものテレビ視聴に対する

親のフィルタリング行動（親子での番組内容の共有や親による番組選択）が、上記の2つの社会

性の側面の高さにつながる可能性を示していた（菅原・酒井・坂元・向田・一色，2012）。　今

回は、これまで検討してきた内容とともに、児童期中期の発達段階を迎えた子どもの社会性を考

える上で重要なさらに2つの要因を加えて社会性との関連について検討を行う。1つ目は、子ど

ものテレビゲーム接触時間である。本プロジェクトに参加している子どものテレビゲーム接触時

間の推移を見ると、小学校に入ってからの7歳と8歳ではテレビゲームの利用者が6割を超え、

テレビゲームが遊びの一形態として位置づいたことが伺われる。2つ目は、友だちとの関わり方

である。友だち集団や親しい友だちの存在が子どもの社会性の発達に関わることは多くの研究

（Newcomb & Bagwell, 1998 など）から示されており、本プロジェクトでも友だち集団の規

模が大きいほど協調性・共感性や能動性・自己主張性が高いという結果が得られている（酒井・

菅原，2012）。また、友だちとの遊びの種類の豊富さが社会的スキルや向社会的行動の高さと関

連することを報告した先行研究（渡辺・佐藤，2005）もあり、メディア利用を含めて友だちとど

のような活動をしているかが社会性の発達に関わることが予想される。本研究では、こうした児

童期から特徴的となる2つの要因を加えて、子どもの家庭内外におけるメディア生活に注目し、

子どもの社会性の発達との関連について検討を行う。
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2．方法

1）対象者

　　子どもに良い放送プロジェクト第9回と第 10 回両方の調査に参加した 789 家庭であった。

2）調査内容

　　本プロジェクトでは、家庭状況を把握するために様々な情報を収集している。そのうち、

本研究では解析に使用するデモグラフィック変数として、子どもの月齢、性別、出生順位、

両親の学歴を使用した。今回の解析で、社会性およびそれに関わる変数として他に使用した

調査項目は以下の通りである。

①子どもの社会性（9歳）

　　協調性・共感性については、「遊びの中で自分の順番を待てる」や「グループで活動す

るとき、他の子どもとの協力できる」に代表される7項目、能動性・自己主張性について

は、「自分からお友達を遊びに誘う」や「遊び仲間に入るとき、自分から「入れて」と言

う」に代表される7項目を用いて、母親に5段階（1：あてはまらない～5：あてはま

る）で評定してもらった（項目の詳細は、菅原他，2012 を参照のこと）。9歳時点の協調

性・共感性尺度の信頼性を示すα係数はα＝.87、能動性・自己主張性に関してはα＝.74

であった。

②母親が子どもに抱く信頼感（9歳）

　　酒井（2005）が作成した親が子どもに抱く信頼感を使用し母親に評定してもらった（10

項目，5段階評定，α＝.88）。

③母親および父親による子どものテレビ視聴に対するフィルタリング行動（9歳）

　　母親と父親それぞれに、子どもとテレビ視聴を共有しているか、見ている最中に内容に

関する話をするかどうかの2項目（5段階評定）と、子どもが見るテレビ番組を選択する

行動に関する3項目（5段階評定）について尋ねた。前者の2項目の合算を「母（父）親

テレビ共同視聴（母親はα＝.77，父親はα＝.77）」得点、後者の3項目の合算を「母

（父）親テレビ番組選択（母親はα＝.81，父親はα＝.77）」得点とした。

④子どものテレビ視聴時間とテレビゲーム接触時間（9歳）

　　家庭で記入した1週間分の視聴日誌から、テレビ視聴時間とテレビゲーム接触時間を算

出した。テレビ視聴時間については専念時間とながら視聴時間を合算した。

⑤子どもの生活時間（9歳）

　　視聴日誌とともに、一日単位で尋ねた子どもの外遊び時間と読書時間について、1週間

分を合算して使用した。

⑥子どもの友だち集団の規模（8歳）

　　酒井・菅原（2012）は、本プロジェクトの対象児が8歳の時点で、遊びのジャンル（外

遊びやメディアに関連する遊びなど）ごとに仲間数を尋ね、その情報を基にしたクラスタ

分析により友だち集団の形態を「遊び仲間小規模群」、「遊び仲間大規模群」、「メディア系
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遊び仲間少数群」、「メディア系遊び仲間多数群」に分類している。今回は、「遊び仲間小

規模群」と「遊び仲間大規模群」それぞれへの該当の有無に関する情報を基準として、友

だち集団の規模を表わすことにした。具体的には、8歳時点で「遊び仲間小規模群」に該

当していた場合には1、そうでない場合には0のダミー変数を作成し、得点の高さが友だ

ちの少なさを表わすようにした。「遊び仲間大規模群」に関しても同様の処理を行い、得

点の高さが友だちの多さを表わすようにした。

⑦親しい友だちとの活動頻度（9歳）

　　対象児に、親しい友だち（教示ではいつもいっしょに遊ぶとてもなかよしの友だちと説

明）と普段どのような活動をしているかについて尋ねた。用意した項目は、5つのカテゴ

リーを反映した9項目であった。各カテゴリーの内容と項目の対応は、第1カテゴリー

（勉強）が「勉強をする」、第2カテゴリー（おしゃべり）が「おしゃべりをしている」、

第3カテゴリー（活字メディア）が「ざっし・マンガを読む」、「本（ざっし・マンガ以外

を読む）」の2項目、第4カテゴリー（映像メディア）が「テレビやビデオを見る」、「テ

レビゲームをする」、「パソコンを使う」の3項目、第5カテゴリー（外遊び）は「外で遊

ぶ」である。用意した項目のなかで「けいたい電話を使う」に関しては、使用者が少なか

ったこと（男子で8割以上、表1を参照）から解析からは除外することにした。各項目

は、1：ぜんぜんない～5：いつもの5段階で評価され、各カテゴリー得点は構成する項

目の合算を用いることにした。

2．結果と考察

1）親しい友だちとの活動頻度の性差

　　表1は、9歳時点における親しい友だちとの活動頻度について、対象児の性別ごとに集計

したものである。活動の内容によって、男女にあまり分布差が見られないもの（例えば、ざ

っし・マンガを読むなど）と、分布差が見られるもの（例えばテレビゲーム遊び）があるこ

とがわかる。これらの項目に関する回答をもとに、先述の5つのカテゴリー（勉強・おしゃ

べり・活字メディア・映像メディア・外遊び）得点を算出し、性別を独立変数とする t 検定

を行った。その結果、勉強（t（763）＝5.20, p < .01）とおしゃべり（t（767）＝5.84, p < .01）に

関しては女子の方が男子よりも有意に得点が高く、映像メディアでは男子の方が女子よりも

有意に得点が高くなっていた（t（757）＝4.01, p < .01）。この結果は、Benesse 教育研究開発

センター（2010）が実施した調査結果の内容と同様であった。しかし、同調査による小学4

年生以上の結果では、女子は男子に比べて本を読む機会が多いと報告されていたが、本研究

の活字メディア得点に関して有意な性差は見られていない。この違いの解釈としては、本研

究の対象児が小学3年生であることによる発達差、もしくは、Benesse 教育研究開発センタ

ー（2010）が子ども本人の過ごし方を聞いているのに対して、本研究では友だちとの過ごし

方を尋ねていることによる違いが考えられる。今後は、子どもたちがいつ頃からどのような
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環境で過ごすことによって、性ごとに特徴的な遊びへと移行していくのかを詳細に検討する

必要があろう。

表1　親しい友だちとの活動頻度に関する回答分布

2．結果と考察

1）親しい友だちとの活動頻度の性差

表 1 は、9 歳時点における親しい友だちとの活動頻度について、対象児の性別ごとに集計したものである。

一見して、活動の内容によっては男女にあまり分布差が見られないもの（例えば、ざっし・マンガを読むなど）と、

性差が見られるもの（例えばテレビゲーム遊び）があることがわかる。これらの項目に関する回答をもとに、先述

の 5 つのカテゴリー（勉強・おしゃべり・活字メディア・映像メディア・外遊び）得点を算出し、性別を独立変数と

するｔ検定を行った。その結果、勉強（t(763)=5.20, p<.01）とおしゃべり（t(767)=5.84, p<.01）に関しては女

子の方が男子よりも有意に得点が高く、映像メディアでは男子の方が女子よりも有意に得点が高くなっていた

（t(757)=4.01, p<.01）。この結果は、Benesse 教育研究開発センター（2010）が実施した調査結果の内容と

同様であった。しかし、同調査による小学 4 年生以上の結果では、女子は男子に比べて本を読む機会が多い

と報告されていたが、本研究の活字メディア得点に関して有意な性差は見られていない。この違いの解釈とし

ては、本研究の対象児が小学 3 年生であることによる発達の差、もしくは、Benesse 教育研究開発センター

（2010）が子ども本人の過ごし方を聞いているのに対して、本研究では友だちとの過ごし方を尋ねていることに

よる違いが考えられ、子どもたちがいつ頃から、どのような環境で過ごすことで、性別に特徴的な遊びへと移行

していくのかを詳細に検討する必要がある。

2）子どもの社会性に関わる要因の検討

つぎに、9 歳時点における子どもの社会性に関連する要因について検討した。協調性・共感性と能動性・自

己主張性それぞれに関連する要因として用意したのは、表 2 に示した子どもの年齢・性別・出生順番、親の学

歴、母親の子どもへの信頼感、親による子どものテレビ視聴に対するフィルタリング行動、子どものメディア接触

時間と生活時間、子どもの友だち集団の規模、親しい友だちとの活動頻度であった。また、この解析はすべて

の変数に回答していた 432名を対象に行っている。協調性・共感性との間に有意な関連が見られたのは（表 2

の r の列を参照）、子どもの月齢・性別・出生順番、母親の子どもへの信頼感、友だち集団が小規模であること、

そして親しい友だちとの活動における勉強、おしゃべり、外遊びの頻度であった。つぎに、各要因と協調性・共感

性との関わりの強さを相対的に比較するために、協調性・共感性を従属変数とする重回帰分析を行った。その

項　目
ぜんぜん
ない

ほとんど
ない

ときどき たいてい いつも
ぜんぜん
ない

ほとんど
ない

ときどき たいてい いつも

勉強をする 49.0 16.8 17.5 8.8 8.0 27.4 17.8 32.9 12.6 9.3

おしゃべりをしている 9.7 10.7 27.1 21.9 30.6 3.3 7.1 18.3 25.3 46.0

ざっし・マンガを読む 44.9 19.0 20.3 10.5 5.3 48.8 21.5 21.0 6.5 2.2

本（ざっし・マンガ以外）を読む 57.4 20.8 14.0 4.8 3.0 45.1 24.0 18.9 8.2 3.8

テレビゲームをする 16.8 8.6 26.7 26.7 21.2 26.6 14.4 30.1 23.0 6.0

テレビやビデオを見る 36.7 21.6 20.1 13.1 13.1 38.8 19.0 24.7 9.8 7.9

パソコンを使う 68.2 12.5 11.5 4.3 3.5 72.0 15.2 8.4 3.8 0.5

けいたい電話を使う 81.5 9.0 5.8 1.8 2.0 75.1 9.2 8.1 5.7 1.9

外で遊ぶ 3.2 3.4 16.8 33.7 42.9 2.7 7.9 19.5 30.9 39.0

男　子 女　子

2）子どもの社会性に関わる要因の検討

　　つぎに、9歳時点における子どもの社会性に関連する要因について検討した。協調性・共

感性と能動性・自己主張性それぞれに関わる可能性がある要因として用意したのは、表2に

示した子どもの年齢・性別・出生順番、親の学歴、母親が子どもに抱く信頼感、親による子

どものテレビ視聴に対するフィルタリング行動、子どものメディア接触時間と生活時間、子

どもの友だち集団の規模、親しい友だちとの活動頻度であった。また、この解析はすべての

変数に回答していた 432 名を対象に行っている。協調性・共感性とのあいだに有意な関連が

見られたのは（表2一番左の r の列を参照）、子どもの月齢・性別・出生順番、母親が子ど

もに抱く信頼感、友だち集団が小規模であること、そして親しい友だちとの活動における勉

強、おしゃべり、外遊びの頻度であった。各要因による協調性・共感性との関わりの強さを

相対的に比較するために、協調性・共感性を従属変数とする重回帰分析を行った。その結果

（表2左から2番目のβの列を参照）、子どもの月齢の高さと出生順番の遅さ、母親が子ども

に抱く信頼感の高さ、読書時間の多さ、友だち集団が小さくないことが協調性・共感性の高

さを有意に予測していた。つぎに、能動性・自己主張性とのあいだに関連が見られたのは

（表2左から3番目の r の列を参照）、子どもの出生順番、母親が子どもに抱く信頼感、母親

による子どもとのテレビ共同視聴、友だち集団が小規模であること、親しい友だちとの活動

における外遊びの頻度であった。能動性・自己主張性を従属変数とする重回帰分析を実施し

たところ、表2（一番右βの列を参照）に示したように、母親が子どもに抱く信頼感の高

さ、友だち集団が小さくないこと、親しい友だちと外で遊ぶ頻度の高さが能動性・自己主張

の高さを有意に予測していた。

Airam

Airam

Airam

Airam



— 107 —

表2　子どもの社会性に関わる要因の検討：相関（ r ）と重回帰分析（β）の結果

r β r β

基本属性

　　子ども月齢

　　子ども性別

　　出生順番

　　母学歴

　　父学歴

親との関係性：9歳

　　母親が子どもに抱く信頼感

　　母親テレビ共同視聴

　　母親テレビ番組選択

　　父親テレビ共同視聴

　　父親テレビ番組選択

メディア接触時間：9歳

　　テレビ視聴時間

　　ゲーム接触時間

生活時間：9歳

　　外遊び時間

　　読書時間

子どもの友だち集団の規模：8歳

　　友だち集団小規模群（1：該当，0：非該当）

　　友だち集団大規模群（1：該当，0：非該当）

親しい友だちとの活動頻度：9歳

　　勉強

　　おしゃべり

　　活字メディア（マンガ・本）

　　映像メディア（テレビ・ビデオ・テレビゲーム・パソコン）

　　外遊び

調整済み 2

* p<.05; **  p<.01

協調性・共感性 能動性・自己主張性

R

　これらの結果から、子どもの協調性・共感性と能動性・自己主張性の発達に対して、児童期に

おけるテレビやテレビゲームといった映像メディアへの接触量、および映像メディアをめぐる家

庭内外の対人関係との間には有意な関連が認められなかった。両者に共通して関連が見られたの

は、親が子どもに抱く信頼感が高く友だち集団の規模が小さくないことであり、子どもが安定し

た親子関係のもとで複数の友だちと関わりながら社会性を学んでいくとする従来の発達心理学理

論の内容と合致するものであった（Bowlby, 1969, Harris, 1995）。その一方で、弱い関連性では

あるが、対象児自身の読書時間の多さが協調性・共感性の高さを、親しい友だちとの外遊びの頻

度の多さが能動性・自己主張性の高さをそれぞれ予測するという特徴的な結果も得られていた。

読書時間の多さと協調性・共感性との関連について、今回は読書の内容を確認していないが、読

書を通じて様々な登場人物の立場から考える行為を続けていれば、実際の対人関係場面でも相手
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の気持ちをうまく察することができるようになると考えられるかもしれない。こうした登場人物

の立場から考える要素はテレビのドラマ番組にも同様に求めることができ、今後は読書の内容や

ドラマ番組の視聴量との関連からも検討していく必要があろう。また、親しい友だちとの外遊び

の頻度が、能動性・自己主張性の高さを予測していたことについては、同様な結果を佐藤・渡辺

（2005）の研究に見ることができる。この研究では、児童が学校にいるときと帰宅後に行う遊び

の種類の豊富さと社会性との関連について検討しており、鬼ごっこのような伝統的な外遊びや複

数の子どもによるボール遊びが多い子どもほど、遊びのルールを積極的に主張したり、リーダー

役割を担うことが多いと報告している。

　以上のように、本研究では、9歳時点の子どもの社会性の発達に関わる要因について、家庭内

外における親や友だちとのメディア生活に注目して検討してきた。今回は、テレビゲーム接触量な

ど映像メディアとの関連は見られなかったが、現在3年生（一部は4年生）である対象児が高学

年になるに伴い、友だち集団の構成や遊び方は性差も含め個人差が大きくなり、テレビゲーム遊

びに傾倒する子どもとそうでない子どもに明確に分かれていくことが予想される。今後も、子ども

の友だち集団での生活について情報を収集し、社会性の発達との関連について検討していきたい。
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