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誰が教師を信頼しているのか

―「モンスター・ペアレント」言説の検証と教師への信頼―
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１．分析課題１．分析課題

　教育不信の時代といわれる今日、教師や学校に対し、親たちはどのような意

識をもち、学校や教師に対していかなる態度をとっているのだろうか。本稿は、

子どもをもつ親への調査データをもとに、どのような親が学校や教師に対して

信頼をもち、またどのような親が学校へと要求や要望を出しているかの相互関

連を社会学的に明らかにすることを目的としている。

　新聞やマスコミ、さらにはインターネット情報を検索すると、「モンスター・

ペアレント」に関連する記事や意見の中で、「学校に要求する親」たちについて

次のような教育言説が主流となっていることがわかる。

「高学歴の親ほど、教師に不信感をもち、学校にクレームをつける」

「（無理難題をいう親は）不信感や子育てへの不安を（教師や学校に）ぶつけてい

る」（『朝日新聞』， 2007 年 7 月 29 日記事ほか）

「高学歴で教師を尊敬できない親が、学校に多くの苦情や要望を出して教師を

困らせている」「自己中心的な親が学校に理不尽な要求をする」などである。こ

れらを本稿では、「モンスター・ペアレント言説」と呼ぶことにする。

　とくに近年の親世代は高学歴化し、教師よりも高学歴の親も珍しくなくなっ
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たため、親たちの中には教師を尊敬できない者も増えているのではないかとい

う言説が多くみられた。

　このような教育言説は、子どもをもつ親の実態を本当に表しているのだろう

か。本稿の主な目的の 1 つは、このような教育言説の真偽を無作為標本データ

で実証的に検証することにある。マスコミやネット上で広がっている「親と教

師の関係」に関する教育言説は現実の親たちの思いや行動と必ずしも同じでは

なく、マスコミ記事などで伝えられているだけの「親像」だけが真実ではない

という側面を明らかにしよう。

　そこで本稿では、学校や教師への「信頼」を分析の中心にすえて、「教師への

信頼度スコア」を作成することにより、以下の分析課題を明らかにしていきた

い。主な仮説は次の通りである。

（1） どのような社会的属性の親が、教師を信頼しているのか。流布している

教育言説に従えば、次の仮説 1 が成立することになるが、これは実態を

反映しているのか。

  　仮説 1：「高学歴の親ほど、教師への信頼感や尊敬の度合いは低い」

（2） 教師を信頼できない親、尊敬できない親ほど、学校に対して多く要望を

出すという教育言説は本当か。

  　仮説 2：「教師を信頼できない親ほど、学校に多くの要望を出す」

（3） 親の学校への関与は、教師への信頼感を高める要因か。

  　仮説 3：「学校に関与する親ほど、教師への信頼感は高い」

（4） 教師に不満をもつ親ほど、学校に対して要望を多く出すのか。

  　仮説 4：「先生の教え方に不満のある親ほど、学校や園に多く要望を

出す」

（5） 教師へ信頼を寄せる親の子育て状況のどのような側面が、教師への信頼

と関連するのか。子どもの成績との関連を検討する。

  　仮説 5：「子どもの成績が高いほど、親は教師を信頼する」

（6） モンスター・ペアレントの特徴は自己中心的な価値をもっていることで

ある。自己中心的な価値観をもつ親が、実際に学校に多くを要求するの

かについても検証する価値がある。そこで仮説 6 を設定した。
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  　仮説 6：「自己中心的な価値観をもつ親ほど、学校に多くを要求する」

２．学校へのクレーム・要望２．学校へのクレーム・要望

　ベネッセ教育開発センター（2010）の調査では、数年前と比較して「学校にク

レームを言う保護者」が「増えた」と回答している小・中学校の教員が 78.4 %

いると報告されている。

　学校にクレームをつける親たちについては、日本では「モンスター・ペアレ

ント」という日本でのみ通用する新造語や「クレーマー化した親」、学校や教師

に「無理難題をいう困った親」あるいは「理不尽な要求をする親」という表現で

扱われ、マスコミ等でもしばしば話題になってきた。またこれに関連する多く

の研究が行われており、たとえば小野田（2006, 2008）や諏訪（2007）、尾木（2008）、

山脇（2008）、多賀（2008）などがあげられる。

　このほか教師や学校が保護者からの要望やクレームにいかに対応するかと

いった研究や教師―保護者関係に関する研究も多数あるが、ここでは紙数の関

係から紹介を省略する。

　また学校への信頼の構造を明らかにした優れた研究に露口（2012）がある。

露口をはじめとする学校組織の信頼研究が、学校組織への信頼をいかに醸成す

るかに研究の主眼を置いているのに対し、本稿は保護者の側により焦点をあて

て、学校や教師への信頼感と親の要求の問題を扱うことになる。

　ちなみに「モンスター・ペアレント」に関する記事がマスコミにどの程度登

場しているかを、朝日新聞と読売新聞の記事件数からみておこう（図 1）。1990

年～ 2006 年そしてそれ以前にはモンスター・ペアレントを明示した記事はな

く、2007年に初めて登場している。2008年が記事数のピークになっているのは、

この前後に「モンスター・ペアレント」に関する文献が多数出版されたことと

関連しているだろう。新聞社によって掲載数は異なっている。概ね 2008 年以

降は記事数が減少したが、2013 年では 8 件の記事がみられる。

　親の学校や教師への要求やクレームが増加したと言われるのは、なぜだろう

か。その背景には、新自由主義的な教育改革が進められた結果、学校教育の環

境が変化したこと、すなわちゆとり教育改革による教育内容の削減などが実施
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され、公教育への信頼感の低下や教育不信が親たちの間で広がっていることが

あげられる（尾木， 2008）。また学校選択制の増加によって、教育を受けるとい

うことが消費者の選択意識あるいは権利意識となり、サービスへの要求が増大

したということも言われている。さらに近年の親の権利意識の増大や常識の欠

如なども指摘されている。

　モンスター・ペアレント研究については、親をモンスターと呼ぶことへの問

題性も指摘されているが、ここでは、モンスター・ペアレントの実例を扱うの

ではなく、一般的な保護者のもっている教師への信頼の意識や学校への要求を

分析の対象としている。

３．調査の概要３．調査の概要

　関東圏に在住で 3 歳～中学 3 年生の子どもを持つ男性保護者と女性保護者を

母集団として、郵送法による質問紙調査を、2006 年 11 月 15 日～ 12 月にかけ

て実施した。調査地域は、東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、茨城、山梨の 1

都 6 県である。確率比例 2 段抽出法により、3 歳～中学 3 年生を住民票台帳か

ら無作為に 3000 名抽出し、その保護者の約 6000 名を調査対象サンプルとした。

子どもにきょうだいがいる場合は、もっとも誕生日の近い子どもを各世帯から

1 名抽出し、子どもの男性保護者と女性保護者あてに調査票を郵送し、回答を

えた。

　世帯単位の調査回収率は 44.03％で、有効回答は 2283 票（男性保護者 1016 票、

女性保護者 1266 票）、無効票は 1 票だった。なお、調査結果の概要、調査法の

詳細については、片岡編（2009）の調査報告書を参照されたい。　
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図 1　モンスター・ペアレント関連記事数の推移
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４．教師への信頼感の実態４．教師への信頼感の実態

　保護者は、自分の子どもが通っている学校や園の教師に対して、どの程度の

信頼をよせているのだろうか。調査においては次の質問を行ない、①教師への

信頼、②教師への尊敬、③教師の教え方への不満の 3 つの側面から、教師への

信頼感を測定した。

　まず、これらの単純集計と学校段階別の集計結果をみておこう。

　図 2 より、「学校や園の先生の言うこ

とは、信頼できる」に「よくあてはまる」

14.1％、「ややあてはまる」63.6％となり、

信頼感を寄せている親は全体の 77.7％

であった。図 3 からは、先生を尊敬し

ているという意見に、「よくあてはまる」

13.0％、「ややあてはまる」55.4％で、合

計 68.4％であった。また図 3 より、「教

問 現在、お子さんの通っている学校や園について、あなたは次のことに

どの程度あてはまりますか。

①　学校や園の先生の言うことは、信頼できる

②　先生を尊敬している

③　学校や園の先生の教え方には、不満がある

図 3　先生を尊敬している

（n=2224）

図 4　先生の教え方には不満がある

（n=2223）

図 2　先生の言うことは信頼できる

（n=2224）
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え方に不満がある」という意見に対し、

「よくあてはまる」3.8％、「ややあては

まる」28.1％で、合計 31.9％であった。

　以上の結果から、全体として、7 割

前後のかなり高い比率で親は子どもの

先生に対し、信頼や尊敬の念をもって

いるということが明らかになった。

　子どもの学校段階別に集計すると、図 5 および図 6 に示すように、教師への

信頼や尊敬の度合いは、学校段階が上がるほど低下していくことがわかる（x 2

検定でいずれも 0.1％水準で有意）。さらに図 7 で明らかなように、先生の教え

方への不満は、逆に子どもの学校段階が上がるほど増加していることがわかる。

５．「教師への信頼度スコア」と親の社会的属性　５．「教師への信頼度スコア」と親の社会的属性　

　親の「教師への信頼」は、親の性別、学歴、職業等の属性要因によってどの

程度異なるだろうか。なぜなら教育言説は「高学歴の親は教師を信頼できない

傾向がある」「教師に不信感をもつ親が、学校にクレームをつける」というもの

であったからだ。さまざまなインターネット上の教育言説が示すように、学歴

や地位の高い親たちが、学校教師への高い不信感をもっているのかを調査デー

タで検証してみよう。

　クロス分析で傾向は把握できるものの、やはり教師に対する信頼の指標を作

図 6　先生を尊敬している

（p<.001）
図 5　先生の言うことは信頼できる

（p<.001）

図 7 先生の教え方には、不満がある

（p<.001）
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成して、親の属性との関連性を統計的に検定しておく必要がある。そのために、

上記の①「学校や園の先生の言うことは、信頼できる」と、②「先生を尊敬して

いる」の 2 項目から、「教師への信頼度スコア」を作成した。①と②の 2 変数間

の相関係数は、0.726（p<0.01）と強い相関関係が認められた。すなわち、教師

を信頼している親は、その多くが教師を尊敬しているのである。回答選択肢の

「よくあてはまる」＝ 3 点、「ややあてはまる」＝ 2 点、「あまりあてはまらない」

＝ 1 点、「あてはまらない」＝ 0 点と得点化し、合計得点の平均値を算出し、「教

師への信頼度スコア」とした。主な知見は以下のとおりである。

　教師への信頼度スコアを使って、父母学歴別のスコアを算出した結果が図 8

である。母親（女性保護者）の平均スコアが 3.86、父親（男性保護者）が 3.43 で、

父母間で有意な差が生じていた（p<.01）。

　教師への信頼度スコアは、親の学歴と有意な関連性をもち、学歴が高い親ほ

ど教師を信頼していることが明らかとなった。学歴が同じであれば、母親の方

が父親よりも子どもの教師（先生）への信頼度は有意に高い（図 8）。

　図 9 は、父母の職業別の「教師への信頼度スコア」である。女性保護者は全

図 9 教師への信頼度スコアと父母の職業図 8　教師への信頼度スコアと父母学歴

父、母共に学歴間での平均値の差の検定 p<.001
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体として男性保護者よりは高い信頼を教師によせているといえよう。同じ職種

であっても、父親か母親かによって、教師への信頼度はかなり異なっているこ

とがわかる。

　また男性保護者間における職業差は、F 検定で p<.002、女性保護者の職業差

も p<.001 で、いずれも職業によって統計的に有意な差が生じていた。傾向と

しては、母親は、職種間で信頼度に有意な差があるものの、父親ほど大きな差

異はない。専業主婦層の信頼度が最も高く 4.0、次いで管理職（3.93）、専門職

（3.89）、事務職（3.88）と教師への信頼度は、専業主婦とホワイトカラー女性を

中心に高い。母親で教師への信頼が低いのは販売・サービス職とブルーカラー

職である。

　男性保護者については、無職層の父親の教師信頼度は最も低い（2.88）が、そ

もそもデータの数がここだけ 8 名と少ないので確定的なことはいえない。しか

し他のカテゴリーについては、それぞれ十分なカテゴリー人数であった。とく

に父親では、ブルーカラー職と管理職において、教師への信頼度が低くなった

（3.27）。同じ男性ホワイトカラーであっても、専門職と管理職では、教師への

信頼度はかなり差異があることがわかる。

　ここで、女性保護者に絞って、学歴と職業別の教師信頼度をみておこう。表

1 では、学歴と職業を回答した女性保護者 1142 名のデータについての集計結

果である。母親の教師への信頼度は、学歴が高いほど、また職業階層が高いほ

ど、高くなる傾向にある。学歴と職種による交互作用効果については検討の余

地があるが、ここでは素データの提示にとどめておきたい。

表 1　母親における教師信頼度スコア×学歴・職業別

母親の職業

5 分類
学歴 平均値 標準偏差 N

専門職 中学 5.00 . 1
高校 3.71 1.006 31

専門学校 3.67 1.248 52
短大・高専 4.02 1.281 54
四年制大学 4.13 1.113 56
大学院 3.40 1.673 5
総和 3.90 1.202 199
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　以上より、インターネットやマスコミ等で流布している「高学歴、高階層の

親ほど、教師に対する不信感が高い」という教育言説はデータでは支持されず、

逆に高学歴・高階層の親ほど、子どもの先生に高い信頼をよせていることが

管理職 中学 4.00 . 1
高校 6.00 0.000 2

専門学校 5.00 1.414 2
短大・高専 2.00 . 1
四年制大学 3.38 1.188 8

総和 3.93 1.492 14
事務職 中学 3.50 0.707 2

高校 3.63 1.214 93
専門学校 3.79 1.234 38
短大・高専 4.00 1.218 59
四年制大学 4.31 1.278 35
大学院 4.00 0.000 2
総和 3.86 1.235 229

販売・サービス職 中学 3.40 1.342 5
高校 3.65 1.378 122

専門学校 3.63 1.306 46
短大・高専 3.52 1.169 46
四年制大学 3.88 1.317 17

総和 3.63 1.313 236
ブルーカラー職 中学 4.00 1.000 3

高校 3.72 1.068 46
専門学校 3.71 1.047 17
短大・高専 3.88 1.126 8
四年制大学 4.00 1.673 6

総和 3.76 1.094 80
無職・専業主婦 中学 3.40 1.430 10

高校 3.88 1.309 138
専門学校 4.03 1.067 66
短大・高専 4.09 1.378 97
四年制大学 4.11 1.202 71

大学院 6.00 0.000 2
総和 4.00 1.278 384

総和 中学 3.59 1.221 22
高校 3.74 1.272 432

専門学校 3.81 1.196 221
短大・高専 3.94 1.291 265
四年制大学 4.10 1.214 193
大学院 4.11 1.616 9
総和 3.86 1.259 1,142
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見出された。

　仮説 1：「高学歴の親ほど、教師への信頼感や尊敬の度合いは低い」は否定さ

れる。

　ただし一部、例外的に、管理職層の父親だけは、職業威信スコアが高いにも

かかわらず、教師への低い信頼を示した。

６．学校への関与と教師への信頼６．学校への関与と教師への信頼

　仮説 3 では保護者の学校への関与と教師への信頼の関連性を扱っている。親

の学校への関与を測定するために 2 つの質問を行った。「保護者懇談会に、積

極的に参加している」と「学校や園の行事には、必ず参加している」である。い

ずれも「よくあてはまる」～「あてはまらない」の 4 択で回答を求めた。

　親たちの学校関与の頻度を「学校関与スコア」として算出した。回答の「よく

あてはまる」（3 点）、「あてはまる」（2 点）、「あまりあてはまらない」（1 点）、「あ

てはまらない」（0 点）として、合計得点をスコア化した。

　父母別の学歴別の学校関与スコアの集計結果は、図 10 に示すとおりであり、

父親の関与度は母親よりかなり低いことがわかる。学歴別にみると、父母とも

図 11　学校関与スコア（父母職業別）図 10　学校関与スコア（父母学歴別）

（p<.001）
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に中学卒、高校卒の親の学校への関与が相対的に低いことがわかる。もっとも

高い関与を示すのが、母親では短大卒で、次いで高校卒と四大卒母が高い。父

親では専門学校、短大・高専、大学院がほぼ同じ値を示している。

　また図 11 の父母×職業別に集計した学校関与スコア平均をみると、父母間

の差が大きい（p<.001）。職業別にみると差異は小さいが、父親の職業別の平均

値の差の検定では 1％有意、母親でも同様に 1％有意となり、職業による差異

は有意という結果であった。すなわち母親では無職・専業主婦層で学校関与が

高く、父親では専門職と事務職層で有意に学校関与が高いといえる。

　次に、親の学校への関与と教師への信頼感の関連性をみておこう。

学校関与スコアと教師信頼度スコアとの相関係数は、r=0.261（p<.01, n=2221）

で有意な関連性が認められた。すなわち学校に関与する親ほど、教師への信

頼度は高いといえる。父母別に同じ相関をとると、父親では r=0.219 （p<.01, 

n=989）、母親では r=0.185 （p<.01, n=1233）で、父親のほうが関連が少し高い。

このことから父親がより学校に関与するようになれば、教師－親間の信頼を築

くことは有効であるとも考えられる。

　学校関与が教師への信頼を醸成していることはわかったが、学校に関与でき

ない親もいることは事実である。ここで扱った学校行事や保護者懇談会といっ

た関与だけではない、親と学校や教師との関与が存在すれば、教師と親の関係

性はさらに改善される場合もあると考えられる。

７．学校に要望を出す親の特徴７．学校に要望を出す親の特徴

　マスコミ等では「教師に不信感をもっている親が、学校にクレームをつける」

という教育言説が多かったが、今回の保護者調査からは、そうしたマスコミの

論調とは少し異なる親の姿の一面が、浮かび上がった。

　調査では、学校や園に対して、要望（苦情とは限らない）をどの程度出すか

について、質問した。その結果、図 12 に示すように「学校や園に対して、親

の要望を伝えることがある」という質問に対して、「よくあてはまる」5.2％、「や

やあてはまる」32.5％で、合計で 4 割弱の親たちは、要望を出すことがあると

答えている。「あまりあてはまらない」43.8％、「あてはまらない」18.5％であった。
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　親が学校に要望するという質問形式をとったのは、なにを苦情（クレーム）

と考えるかは主観的な問題でもあるからである。また要望が出せるということ

は、子どもの教育に対する関心の高さとも関連している可能性がある。必ずし

も苦情ばかりではない、親の学校への要望の中身は不明だが、学校に要望を出

す親の特徴をみておこう。

　学校や園に要望を出すかどうかについては、親の属性によって大きな差があ

る（表 2）。父親では、「あてはまらない」という回答が 32.8％と非常に多い。母

親では、「よくあてはまる」8.0％と「ややあてはまる」40.6％で、約半数の母親

が学校や園に親としての要望を伝えていることがわかる。

　では、父母別にどのような親が、学校や園に要望を出しやすいのかをみてお

こう。表 3 は、子どもの年齢段階を 3 つに分類し、3 歳～就学前、小学校、中

学校で、どの程度、親が学校や園に要望をだすかを集計した結果である。女性

保護者（母親）の場合は、子どもの年齢段階と要望の提示の間に有意な関連が

あり、子どもの年齢が小さいほど要望を出す親が多いことがわかる（p<0.023）。

しかし父親に関しては、子どもの年齢段階に関わらず、ほぼ一定の割合で出現

していた（n.s.）。

図 12　学校や園に要望を伝えることがある親

（χ 2=295.628　p<.001）

表 2　学校への要望×父母別

保護者

学校や園に対して、親の要望を伝えることがある
合計よく

あてはまる
やや
あてはまる

あまりあて
はまらない

あてはまら
ない

女性保護者 8.0 40.6 44.2 7.1 100（n=1234）
男性保護者 1.5 22.4 43.3 32.8 100（n=989）
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　次に、学校への要望と親の社会的属性の関連を、親の学歴と職業からみてお

こう。

　図 13 は、「学校や園に対して、親の要望を伝えることがある」に「よくあては

まる」と「あてはまる」の回答合計の％を示す。結果から、父親と母親では有意

（女性保護者　p<.023）　（男性保護者　n.s.　p<.583）

表 3　子どもの年齢段階別×父母別の要望頻度

学校や園に対して、親の要望を伝えることがある
合計よく

あてはまる
やや
あてはまる

あまりあて
はまらない

あてはまら
ない

女
性
保
護
者 

就学前 12.0 43.5 39.2 5.3 100（n=283）

小学生 7.9 39.7 44.6 7.8 100（n=605）

中学生 5.0 39.8 48.0 7.3 100（n=342）

男
性
保
護
者

就学前 2.3 23.5 42.4 31.8 100（n=217）

小学生 0.8 21.3 43.4 34.5 100（n=484）

中学生 2.1 23.8 43.6 30.5 100（n=282）

職

図 13 学校への要望を出す親の比率

（父親 n.s.  母親 p<.050）
図 14　学校への要望スコアと職業

（父親 p<.001, 母親　n.s.）
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な差があり、どの学歴でも母親のほうが要望を出す率が高い。さらに学歴別に

みると、父親は学歴による有意な差（5％水準）は生じていないが、母親では 5％

水準で学歴差が生じていた。

　図 14 は、学校への要望への回答をスコアとしてカウントし（よくあてはま

る＝ 4 点、あてはまる =3 点、あまりあてはまらない＝ 2 点、あてはまらない

＝ 1 点）、その平均点を父母の職業別に比較した結果である。平均値の差の検

定では、父親は 0.1％水準で有意差があったが、母親では 5％水準で有意差は

認められなかった。傾向としていえることは、ブルーカラー職の母親ではやや

要望の頻度が少なくなり、父親では専門、管理、事務のホワイトカラー層と無

職層で頻度が高まる傾向にある。

　世帯収入の差異についても検討したが、統計的に有意な差は見いだせなかっ

た。

８．教師の教え方への不満と保護者の「学校への要望」の関係８．教師の教え方への不満と保護者の「学校への要望」の関係

　教師に不満をもつ親ほど、学校に対して要望を多く出すという教育言説は本

当だろうか。最初に、教師の教え方への親の不満の度合いについてみておこう。

　表 4 は、小学生と中学生の子どもをもつ親に絞って、公立学校と私立学校で

の先生の教え方への不満を親に尋ねた結果である。小学生では、公立と私立の

間で、先生の教え方に対する不満は％では差が生じているものの、サンプル数

が少ないため統計的に有意な関連は見いだせなかった。しかしどちらかといえ

ば、子どもが私立小学校の場合に、先生の教え方に不満をもつ親がやや多いと

いう傾向がみてとれる。

　中学生の親では、明らかに公立中学校の先生の教え方に不満をもつ親が多

く、公立中学では 3.3％が「よくあてはまる」、40.0％が「ややあてはまる」で、

43.3％が不満と回答していた。しかし私立中学では、8.2％が「よくあてはまる」、

17.3％が「ややあてはまる」となり、不満をもつ親は 25.5％である。「あてはま

らない」の回答も、私立中学で 16.3％と公立中学の 6.3％より多く、私立中学

の親たちの方が、教師の教え方に不満は少ない。
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　ここで仮説 4 を再度提示しておこう。

　仮説 4：「先生の教え方に不満のある親ほど、学校や園に多く要望を出す」

　これについては、表 5 の結果より教師の教え方に不満のある親ほど、要望を

よく出すといえる。

９．自己中心的な親と学校への要求９．自己中心的な親と学校への要求

　「モンスター・ペアレント」言説では、自己中心的な親が学校や教師に無理

難題を要求するという。なにが無理難題であるかの判断はできないので、学校

や園への要求の頻度と親の価値観の関連性をみておこう。

　仮説 6 は、自己中心的価値の親ほど、学校へ要望を出すというものである。

ここでは自己中心的価値を「他人に迷惑をかけなければ、何をしようと個人の

自由だ」と設定した。

　この質問に対する親の回答は、「そう思う」2.5％（父親 3.95 ＞母親 1.3％）、「や

やそう思う」16.3％（父親 19.1％＞母親 14.2％）、「あまりそう思わない」39.2％（父

（参考：小学生：χ2 =2.855 n.s.）　 中学生：χ2 =27.581  p<.001

表 4　「公立・私立学校」×「教師の教え方への不満」

子どもの学校

学校や園の先生の教え方には、不満がある
合計よく

あてはまる
やや
あてはまる

あまりあて
はまらない

あてはまら
ない

小
学

公立小学校 4.4 27.5 57.9 10.2 100（n=1022）
私立小学校 6.1 39.4 48.5 6.1 100 （n=33）

中
学

公立中学校 3.3 40.0 50.4 6.3 100 （n=508）
私立中学校 8.2 17.3 58.2 16.3 100 （n=98）

表 5　先生の教え方への不満と学校への要望

学校や園の先生の教え
方には、不満がある

学校や園に対して、親の要望を伝えることがある
合計あてはまら

ない

あまりあて

はまらない

やや

あてはまる

よく

あてはまる

あてはまらない 22.9 39.1 29.9 8.1 100 （n=271）
あまりあてはまらない 17.9 49.0 29.3 3.8 100（n=1239）
ややあてはまる 17.5 37.1 39.5 5.9 100 （n=623）
よくあてはまる 21.2 31.8 36.5 10.6 100 （n=85）

（χ2 =50.76  p<.001）
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親 37.7％＜母親 40.4％）、「そう思わない」41.9％（父親 39.3％＜母親 44.1％）で

あった。明らかに父親のほうが母親よりも、自己中心的価値を持つものが有意

に多い（1％水準有意）。

　図 15 は自己中心的な価値観に肯定的な意見を示した親の割合（％）を示して

いる。学歴による大きな差があり（父母ともに p<.001）、女性では学歴が低い

者ほど自己中心的な価値観をもつ者が多く、学歴とリニアな関連性がある。し

かし男性では専門学校卒で最も肯定率が低くなる。そして男性中学卒で最も高

く、その次には大学院卒で高い。

　では、自己中心的価値は教師への信頼や学校への要求とどのような関連をも

つだろうか。

１０．誰が「学校への要望」を出すのか：規定要因分析１０．誰が「学校への要望」を出すのか：規定要因分析

　学校への要望を出す親の特徴を明らかにするために、重回帰分析による規定

要因分析を行なった。

　従属変数：「学校や園に対して、親の要望を伝えることがある」（4 件法）

　独立変数（説明変数）：「親の年齢」「子どもの年齢」「親の性別ダミー（男性

=1）」「親の教育年数」「本人の現在の職業のダミー変数」（無職をベースとして、

専門職ダミー、管理職ダミ―、事務職ダミー、販売・サービス職ダミー、ブルー

図 15　自己中心的価値

（「他人に迷惑をかけなければ、何をしようと個人の自由だ」に

「そう思う」＋「ややそう思う」と回答した者の合計％）

専
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カラー職ダミーを設定）」「世帯年収（円）」「教師の教え方への不満スコア（1 ～ 4

点）」「親の学校への関与スコア」「教師への信頼度スコア」「子どもの成績 5 段階」

「自己中心的価値」

　以上の15変数を一括投入した重回帰分析の結果は、表6に示すとおりである。

なおこのモデルには含めていないが、「居住地の第 1 次産業率」「子どもの学校

（園）の私立・国立ダミー」の 2 変数はまったく効果をもたなかったので説明変

数からは除去している。

　この重回帰モデルの説明力は母集団でも有意であった。決定係数は R2 ＝

0.249 で全分散の 24.9％を説明できる非常に有効なモデルである。また共線性

は生じていない。

　有意な直接効果をもつ独立変数は、「親の性別」、「専門職ダミー」、「事務職ダ

ミー」「教師の教え方への不満スコア」「学校関与スコア」「教師への信頼度スコ

ア」の 6 つであった。すなわち得られた知見は、以下の通りである。

①　「父親に比べて母親のほうが、より多く学校や園に要望を伝える」

②　「専門職層と事務職層の親が、より多く学校や園に要望を伝える」

③　「教師の教え方に不満のある親ほど、より多く学校や園に要望を伝える」

④　「学校に関与する親ほど、より多く学校や園に要望を伝える」

⑤　「教師を信頼している親ほど、より多く学校や園に要望を伝える」

　これら以外の属性要因、たとえば親の年齢や子どもの年齢段階、親の学歴や

世帯年収などは、学校への要望提出に対して有意な直接効果を持たないことが

明らかとなった。とくに高学歴であれば学校への要望を多く出すかというと、

そうではないという結果であった。親の学歴と学校への要望提出という 2 変数

間では、母親で有意な関連性があったものの、他の変数を統制した重回帰分析

では学歴の効果はないことがわかる。

　自己中心的な親が学校に要望をだしているかという仮説 6 については、結果

はそれをまったく支持しなかった。
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　上記の重回帰分析結果（表 6）が明らかにしたように、学校に要望を出す親と

教師への信頼の間には、プラスの関連性が認められた。以上の結果から考える

と、学校に多くの要望を出す親というのは、教師の教え方に不満はもっている

ものの、決して教師を信頼していない親ではない。むしろ教師を信頼し、学校

にも積極的に関与している親たちが、その主流であることがわかる。この問題

は、子どもの教師と親との関係性において、親は教師への信頼をベースにして

学校や園に要望を伝えていると解釈することができよう。

　すなわち、学校に要望を出す親とは、教師を信頼している親なのである。そ

のことを教師信頼度スコアでみておこう（図 16）。

　「教師への信頼度スコア」との関連をみると、｢学校や園に要望を伝えること

がある ｣ に「よくあてはまる」と答えた親ほど、教師に対する信頼度は高かっ

た（4.0 ポイント）。そして要望を出さない親＝「あてはまらない」の回答を選ん

だ親は、3.4 ポイントが平均となって、明らかに要望を出す親ほど、教師信頼

R2=0.249, 調整済み R2=0.243,  F 値 =21.057, p<0.001,   n=1918
＊ p<.05　＊＊ p<.01　＊＊＊ p<.001

表 6　学校への要望を出す親の規定要因分析（重回帰）

独立変数
非標準化係数 標準化係数

有意確率
B 標準誤差 ベータ

（定数） .902 .205 .000***
親の年齢 .002 .003 .018 .492
子どもの年齢 .004 .006 .017 .500
親の性別ダミー － .196 .048 － .120 .000***
親の教育年数 .012 .010 .029 .220
世帯年収（円） .000 .000 .018 .400
専門職ダミー .134 .058 .063 .020*
管理職ダミー .075 .072 .030 .298
事務職ダミー .149 .055 .072 .007**
販売・サービス職ダミー .035 .056 .016 .539
ブルーカラー職ダミー － .023 .066 － .010 .728
教師の教え方への不満スコア .130 .028 .113 .000***
親の学校関与スコア .178 .011 .406 .000***
教師への信頼度スコア .035 .016 .056 .029*
子どもの成績 － .015 .016 － .018 .372
他人に迷惑をかけなければ、
何をしようと個人の自由だ

.012 .021 .012 .571
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度が高く、教師を信頼し、尊敬している親であるという結果が明らかになった。

平均の差の検定によっても、1％水準で有意であった。

　このようにみてくると、高学歴の親や、教師に不信感を持っている親が、学

校に多くの要求を出すというマスコミの論調（教育言説）は、必ずしも現実の

親の姿と一致するわけではないといえるだろう。逆に学校や教師への不信感が

高いと、学校と親との関係性も絶たれてしまい、要望を出すということにはな

らないのかもしれない。

　もちろんマスコミやネット上にあるような「教師を信用せずに、無理難題を

いう」親も現実にはいるだろうが、それは全体のなかの少数であって、おおむ

ね学校への不満や要望を提出する親の多くは、教師を信頼・尊敬している。

　なにより親の「学校への関与」が「学校や園への要望」に対し、最も大きな影

響を与えていることから、教育熱心な親ほど学校への要望をだすのである。そ

してこの親の要望提出は、自己中心的な価値からくるものではないということ

も明らかになった。

　学校側も、親からのクレームや要望を受け止める際に、マスコミ等のイメー

ジに影響されて親全体を「自己中心的で無理難題をいうクレーマー」として敵

対視するのではなく、むしろ親の多くは教師への信頼から要望をだしていると

いうことを前提とした「構え」をもって対応することが望まれよう。そして親

図 16　学校への要望を出す（横軸）×教師への信頼度（縦軸）スコア

F 値＝ 12.5　p<.001
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が感じている「教師の教え方に対する不満」がどこにあるのかを受け止め、相

互理解を深めることも重要な課題となるはずである。

１１．教師への信頼感の規定要因１１．教師への信頼感の規定要因

　教師への信頼を規定する要因について、露口は学校側の条件、保護者側の状

況、子どもの状態、親の学校への期待に分けて検討している（露口， 2012）。本

稿ではこれらすべての要因を網羅できないが、言説にかかわる要因である「親

の教師への信頼」、「親の学校関与」、「親の自己中心的価値」、また子ども側の要

因として「子どもの成績」を検討したい。使用する変数は、以下のとおりである。

　従属変数：「教師信頼度スコア」（0 － 6 点）

　独立変数（説明変数）：「親の年齢」「子どもの年齢」「親の性別ダミー（男性 =1）」

　「親の教育年数」「世帯年収（円）」「本人の現在の職業のダミー変数」（無職を

ベースとして専門職ダミー、管理職ダミ―、事務職ダミー、販売・サービス職

ダミー、ブルーカラー職ダミーを設定）」「先生の教え方に不満（1 － 4 段階）」「教

師の教え方への不満スコア（1 ～ 4 点）」「子どもの成績 5 段階」（親の判断によ

る「上の方」「中の上」「中くらい」「中の下」「下の方」）、「先生の教え方への不満（4

段階）」「自己中心的価値（親）」の 14 変数を使用する。

　表 7 の教師の信頼度スコアの規定要因分析は、このモデルで全分散の 38.7％

が説明できる（決定係数 R2=0.387）という非常に説明力の高いモデルであるこ

とを示している。表 7 より、どのような親が教師を信頼あるいは信頼しないの

かについて、得られた知見を以下に要約しておこう。

①　子どもの年齢が低いほど、親は教師を信頼している。

②　親の学歴が高いほど、親は教師を信頼している。

③　管理職の親は、親を信頼しない傾向にある。

④　教師の教え方に不満のある親ほど、教師を信頼していない。

⑤　学校に関与する親ほど、教師を信頼している。

⑥　自己中心的な価値観をもっている親ほど、教師を信頼していない。
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　ここで概念的には区別しておくべき問題がある。すなわち、信頼には身近な

個人に対する信頼（個人的信頼）と、一般的な制度やシステムへの信頼（システ

ム信頼）がある（ルーマン， 1968=1988）。

　システム信頼は、学校システムそのものへの信頼であり、具体的な教師 =

保護者関係とは別の次元の問題である。たとえば日本の公立学校システムへの

不信感があれば、私立を選択したり、あるいは海外の学校を選択するといった

場合があげられる。あるいはまた、学校システムへの忌避感があれば、学校や

教師への関係がスムーズにはいかないように、信頼をどの次元で考えるかとい

う問題がある。

　以上の結果を手がかりにすると、マスコミ等で流布されている「教育不信が

モンスター・ペアレントを生み出す」という教育言説は、一度疑ってみる必要

があるだろう。とくに「教師を尊敬できない親が、学校に多くの苦情や要望を

R2=0.387, 調整済み R2=0.383,  F 値 =86.621  p<0.001,   n=1921
＊ p<.05　＊＊ p<.01　＊＊＊ p<.001

表 7　教師への信頼度スコアの規定要因分析（重回帰）

独立変数
非標準化係数 標準化係数

有意確率
B 標準誤差 ベータ

（定数） 4.998 .267 .000
親の年齢 .005 .005 .027 .244
子どもの年齢 － .028 .009 － .075 .001***
親の性別ダミー － .122 .068 － .047 .074
親の教育年数 .042 .014 .064 .003***
世帯年収（円） .000 .000 .023 .252
専門職ダミー － .037 .082 － .011 .649
管理職ダミー  － .206 .102 － .053 .043*
事務職ダミー .035 .079 .011 .656
販売・サービス職ダミー － .087 .080 － .026 .277
ブルーカラー職ダミー － .010 .093 － .003 .911
教師の教え方への不満 － .976 .033 － .543 .000***
学校関与スコア .114 .016 .165 .000***
子どもの成績（5 段階） .020 .023 .016 .387
他人に迷惑かけなければ
何をしようと個人の自由だ

－ .061 .029 － .039 .036*
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出して教師を困らせている」という言説についても、本調査データでは学校へ

の要望に関しては全く逆の結果であった。なにが現実なのか、また教師や学校

が作り出した、あるいはマスコミ等で流布している教育言説はどこまでが現実

を反映しているのかを、慎重に検証する必要があると思われる。

　教師を信頼している親の特徴の 1 つは、高い学歴の親であるという結果で

あったが、なかでも教師の教え方への不満によって、信頼への意識が大きく異

なることがわかった。とくに管理職の父親において教師への信頼は低く、同時

に他者への不信、制度への不信感が高くなる（片岡， 2014）。

　分析結果から、一般的に流通しているモンスター・ペアレント言説、すなわ

ち「高学歴の親ほど、教師に不信感をもち、学校にクレームをつける」に対して、

現実の親の多くはそうではないということが今回の調査データから見出すこと

ができた。すなわち、高学歴の親ほど、教師に不信感をもっているのではなく、

むしろ高い信頼をよせ、教師を尊敬している者が多い。そして教師への信頼や

尊敬が高い親ほど、多く学校に要望を出しているのである。学校に要望を伝え

る親たちのなかには、モンスターと呼ばれるように理不尽な要求をする親もい

るだろうが、多くの場合は、教師を信頼しているからこそ、要望を伝えている

という構造にある。決してマスコミで言われているような不信感をもった親像

だけではない。
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