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要 旨（日本語） 

 日本の小中学校段階における家庭教育の研究を通じて、その現状、特徴及び

不足な点を纏める。とともに、中国における家庭教育の現状、問題点を研究し

て、両者を比較して、日本の良い経験をわが国に参考にする。 
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摘要（中文） 

  通过对日本中小学阶段的家庭教育进行研究，来总结它的现状，特征以及不

足之处。同时，研究中国家庭教育的现状及问题点，拿两者进行来对比，把日本

良好的家庭教育的经验给我国以参考。 
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1.はじめに 

 周知の様に、日本は二戦後のただ 70 年位の短いうちに、世界の経済大国

に発展してきている。その中の教育による役割は大きいと思う。日本における

家庭教育は礼儀を重んずる。とともに、子供の忍耐力と独立な人格を育成する

事も重んずる。本人は日本の小中学校段階での家庭教育の紹介を通じて、その

特徴や、積極的な作用及び不足点等を分析する。引き続き、中国の家庭教育の

現状及び存在する問題を分析する。中、日二国について比較して、その精華を

取り入れて、良い経験をわれわれ中国に参考にする。 

 

2.家庭教育とは 

 「家庭教育」を解釈する前に、「家庭」及び「教育」をそれぞれ解釈させる。 

家族、すなわち夫婦と子供，場合によっては祖父母，孫などを含んだ親族が，

住居を同じくし生活をともにする生活共同体。人間は社会生活を営むが，社会

の最小の生活単位は個人ではなく，家庭である（注 1）。 

教育は家庭教育、学校教育、社会教育三つの部分からなるものである。その

うちの家庭教育は最も基本的で大切なことである。 

家庭教育とは、家庭内にて、父母または年長者から子供及びその他の家庭メ

ンバーを目的的で、意識的な教育を行うことである。家庭教育は学校教育と社

会教育の基盤で、一生涯の教育である。生まれた日(さらには妊娠期間に遡る)

から始まる。嬰児、幼児時期の家庭教育は人生段階で一番早い教育であり、人

間の生涯に基礎を定める役を立っている。小中学校に登校したら、家庭教育は
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学校教育の基盤であり、学校教育の補充と延伸でもある（注 2）。 

 

3.日本における家庭教育の主な内容 

日本では、伝統的な教育のポイントは子供の社会化させる事である。系統的

な学習は基本的に学校に任せて、父母が監督と支援だけをする。詳しくについ

ては以下のとおり。 

3.1 厳しい仕付け 

   これは日本人が子供に行う意識的な教育だ。仕付けの方法としては、物

分かりの無い子供に賞と罰を結び付ける原則に基づく事だ。即ち、子供は行為

が正しくする場合、ニコニコして賞賛する。逆に、悪い事がやった場合、手の

ひらを軽くて叩いて罰をするという意味である。子供はだんだん大きくなれば、

その代わりに、道理を説く事になる。 

3.2 自らの言行で教え導く 

父母の日常的な言行が子供に影響するので、大人の間に、日ごろから自分自

身の言行に注意し、良い模範を樹立する。子供は他人に利益を損害する事がや

る場合、父母が分かったら、子供を連れて当事者の宅へ謝りに訪ねる。特に固

体経済を経営する父母はいつも子供を身に連れて、自分の経営姿を見せて、出

来る事や、家事等を分担させて、自分の言行で教え導くこと。 

3.3 感情的な教育 

 日本人は家庭全員が一緒に伝統的な祝日及び平素の一家団欒活動を行う事

が重んずして、特に家庭や、郷土や、民族文化を熱愛する感情を培養する。例

えば、毎年 3月 3日の「雛祭り」では、女の子の祝日と見られて、女児のある

家で、雛人形を飾り、桃花等を供える行事だ。毎年の 5月 5日の｢端午節｣では、

男の子の祝日と見られて、男児のある家で、威力がある人形を陳列して、屋上

に「鯉のぼり」の旗を立てる事。また、11 月 5 日の「七五三」という祝日も

ある。即ち、男の子が 3歳、5歳で、女の子が 3歳、7歳に入ると、この日(11

月 15 日を指す)に、綺麗に着飾って、神社へ健康に成長する事を祈る。これら

の祝日を通して、子供の健康的な成長に進められると思う。 
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4.日本における家庭教育の特徴 

日本における家庭教育は以下のような特徴が持っている思う。 

4.1 礼儀作法を身に付くように教え込む事を重んずる 

 日本の家庭には、子供への礼儀教育が非常に重視している。ご飯と料理が出

来上がっても、母親から食事に呼んでこなければ、子供が先に始まる事は出来

ず。ご飯を食べる前に、必ず｢いただきます｣と言う。家を出る前に、父母に「行

ってきます」と言いあげ、帰宅して家に入る前に、「ただいま」という。文明

礼儀が日本の子供の生活習慣の一つとなっている。 

4.2 自立を向上する能力に関わる教育を重んずる 

 日本の家庭には、子供が幼い頃から自主、自立精神を培養する。一般の家庭

には子供に家事をやらせる。例えば、食事前の料理の手伝いや、食事後の皿な

どの洗濯や、自分の部屋の片付けや、欲しいものが自分で買い物に行かせる事

等。子供が学校で食事と裁縫の授業をよく受けるように日本の父母から支持し



ている。だから、日本では、子供が問題を対処する能力、新しい環境に順応す

る能力が比較的に強いだ。赤ちゃんが歩く途中、転倒しても助け起こさないで、

自分で立ち上がるように激励する。大きくなれば、挫折に合っても、自分で克

服するように激励する。冬であっても、小学生がパンツを着らせ、ある子がす

ねが紫色に変わっても、父母から可愛がらないで、その行為を激励する。 

4.3 家庭教育に、母親は一番大切な役を演ずる 

 日本では、母親が家庭に子供を培養する役を重視して、女性が結婚してから、

生育の為退職に関わる制度を実行している。この制度は家庭教育活動の展開に

有力的に保障する。女性が子供が出産した後、家庭に帰り、赤ちゃんを世話す

るように政府から激励している。辞職して家に子供を世話すれば、政府が相応

的な補助金を支給する以外、夫の収入所得税金も減免する。しかも、夫が働い

ている会社からも家庭全員に健康保険を買うように政府から強制執行させる。

ある調査によると、目下 60～70％の既婚女性が家庭専門主婦である。残りの

30～40％は家庭専門主婦ではなくても、少なくとも赤ちゃんを 1歳まで世話し

てから仕事に戻られる。仕事だといっても、パートだ。このパートは一日中の

ある時間帯で、例えば、午前の 10：00～午後 3 時までだ。日本の会社からも

このようなパートいろいろ提供している。 

 日本の女性は結婚前に、いろいろな教育の権利とチャンスを受けているため、

高い倫理道徳と科学文化素質が保証出来る。結婚後、辞職して、家事と子育て

に専念するので、家庭教育の品質を向上出来ると思う。政府のほうも制度から

家庭教育を保障する。政府機関は家庭教育を監督して、真面目に子供を世話す

るように強いる。政府機関の担当者は定期的に訪問して、家庭環境が子供に適

応か、家族には子供の成長に不利だという人がいるか等を観察する。このよう

な制度は日本家庭教育の品質を保証するとともに、日本の女性が家庭教育に目

立つ地位を確立する。だから、日本の家庭教育は母親を主に、母子関係が非常

に親密だろう。 

4.4 挫折を抵抗する教育を重んずる 

日本の子供が困難や、挫折に合っても、父母が直ちに助けてあげない。変わ

りに、自分で克服するように激励する。子供が 2 歳になる前に、「待つ」とい

う事を勉強させる。2 歳に入った後、「我慢」という事を勉強させる。ここに

指摘しなければいけないのはこの「我慢」が消極的な「我慢」ではない。日本

では、人々がこのような信念を信奉する：児童をある忍耐の名に乗る心身訓練

を経験しなければいかないだ。色々な物質上の要求を満足する事ではないだ。

こうしかしないと、困難と挫折を克服する能力、強靭な品性を培養できない。

日本人は子供に我慢という教育を重視して、日常生活との繋がりに結び付けて

いる。冬になってもスカートを着らせて、カバンを背負い、整然としている隊

列に並んで横断歩道を通すなど。このような事は極めて小さい事だが、実際は

子供の意志を培養する。 

 

5.日本における家庭教育の欠陥と不足 

前文に述べた通り、日本の家庭教育はいろいろ長所としてわれわれ中国人に



参考できる。短所ともあると思う。以下に纏まる。 

5.1 学力の競争が家庭に入り込む 

  ここ近年来、日本学校での学習競争が不断に家庭教育に入り込む現象は出て

くる。社会では、試験競争、高学歴を偏重する現象が存在する。家庭内に、自

分の子が将来、高学歴を得られる事を望む傾向はますます深刻になってくる。

この目的（高学歴を得ることを指す）を達成する為に、子供が私塾に送り、そ

のうちの出世を期待する。子供を私塾に送る事は学校教育への補充だが、家庭

教育がほとんどが試験の為で、学歴の為、こういう現象が出てくる。 

5.2 家庭教育は計画性と意識性が欠ける 

家庭教育は大体以下の 2種に分けられる。 

1 種は、家庭内で、父母を代表とする家庭メンバーが意識的で、計画的に子

供に対する教育だ。 

もう 1種は父母または家庭メンバーが意識無しで、平素の言行により影響を

与えて、知らず知らずに感化させ変わらせる家庭教育だ。 

経済が高度発達して、社会の各方面が速やかに発展している日本では、意識

的で、計画的に家庭教育を行う家庭は多くない。今現在の日本は｢父親不在｣

の時代だと呼ばれている。父親は毎日仕事の為忙しくてあまり家に居ないで、

子供と接触する時間が 3.32 時間を超えないようだ。この現象に対し、日本の

政府、会社及び各級の事務機関がこの問題に統一的認識が得られた後、社会全

体的な時間、習慣などを調整して解決してみるのではないだろうか。 

5.3 家庭教育は学校教育との繋がりが切れる 

家庭が存在すれば、家庭教育は存在して、欠けないことだ。家庭教育は児童

が社会化を実現する基礎の教育で、人間として、社会との初めての接触だ。日

本には、父親が丸一日中仕事の為、母親が子供の成長及び教育にあまり関心を

払わないで、子供の教育をすべて学校に任せる家庭もある。この場合、学校と

の交流がうまく進められなければ、子供が学校にいる状況や、情報など一切詳

しくないだ。これは家庭教育が学校教育との繋がりが切れるという現象だ。 

5.4 家庭関係での人間関係の不安定による家庭教育への影響 

 家庭メンバーの間の関係は家族愛という関係だ。しかし、現在の日本の家庭

メンバー関係がひそかに変わっていく。なぜと言うと。現在日本社会の離婚率

は高くなってしまう。離婚のケースには、同居して 5年にならないうちに離婚

するケースが一番多い。この以外、夫妻が同居しても、実際婚姻が破裂して「庭

内の離婚」ケースも倍増することになってくる。ただこの点から見れば、日本

の問題家庭で、青少年が受けられる苦しみ、悲しみと寂しさが理解できるだろ

う。青少年は国家の未来で、国家の政治、経済、科学文化発展の予備軍だ。青

少年の成長は国家の命に関係するものだ。専門知識を持ち、道徳を持つ優秀な

青少年が国家を建設する任務を負う。専門知識が欠乏して、道徳の持ったない

青少年が社会の発展に不利な影響を与えるだろう。だから、青少年の家庭教育

を十分重んずるわけだ。 

 



6.中国における家庭教育の現状及び対策 

前文にて日本における家庭教育の内容、特徴及びその欠陥などが述べたが、

中国における家庭教育の現状についても述べさせて、以下に纏まる。 

6.1 中国における家庭教育の現状 

6.1.1 子どもを溺愛して、物質上何事とも満足する事 

 現在の中国では、4<祖父母 4人>+2<父母 2人>+1<子供 1人>という核家族が

多くなってくる。子どもが少ない為、珍しくして、祖父母と父母から何事とも

満足するようにしている。特に物質上、値段の高い電子製品(高級カメラ等)

を買ってあげて喜ばせる。このような子ども達が｢小皇帝｣とも呼ばれている。 

「小皇帝」は中国専有の言葉だろう。 

6.1.2 子供が自立能力と環境に順応する能力は低い 

父母は、子供が成績が良ければ何よりも良いと思うから、子供の変わりに、

何事ともやってあげる（つまり、子どもは何事も自分の手でやらない）。この

為、子供が独立的に暮らす能力や、新環境に順応する能力及び周りに人との交

流能力はアップ出来ず、何事とも最後に、父母に頼るほかない。例えば、衣食

住みのほうに、何事も処理してあげる。社交上、保護しすぎる。悪事などに染

める事を避けるために、外部との接触を制限する。一旦他の子と争いや喧嘩な

どがあったら、多数の父母は自分の子を庇って、別人の子を指摘する。 

6.1.3 父母は独断専行だ。 

父母はいつも権威的な口吻にて、子どもの行動を規範して、自由を制限して、

子どもの考え方を否定する。長期的にこうすれば、子どもが唯々諾々で、自信

を失い、新しい物事を試みる勇気を無くなす。この以外に、不満を当り散らす

為、自分より年下の子をいじめる。 

6.1.4 自分の望みを子どもに押し付ける 

例を挙げる。ある父母は小さい頃、ある原因で(貧困か)大学に入学出来なか

ったため、遺憾な気持ちを持って、大学に入学できるような望みを自分の子に

押し付ける。．．． 

6.1.5 試験点数を重んずして、非知力要素の培養を無視する 

 現在の中国とも学歴を重んずる社会なので、教師や父母等は何事とも試験

の為、点数の為、知力要素以外のその他の関連知識を培養を無視する事になっ

てしまう。例えば、体育など。 

6.1.6 家庭教育は計画性と段階性が欠ける 

 前文に述べた通り、日本の家庭教育で計画性が欠けているようだ。中国で

も同じだ。例えば、昨日、近隣の子がピアノを習っている事を見て、自分の子

もピアノを習わせる。本日、同級生が書道を習う事は分かったら、自分の子も

書道を習わせる。。。子どもに興味があるかどうかを問わず、これあれを習わせ



て、最後まで何でも習えないだろう。これは子どもにとても不利だ。 

6.2 中国における家庭教育への改善対策 

上記では、日本と中国の家庭教育の特徴及び存在する欠陥点についてそれぞれ

述べたので、これに対して、比較して中国における家庭教育への改善対策を以

下のように纏まる。 

6.2.1 和やかな家庭雰囲気を作り上げて、父母が自分の言行に注意 

 子どもは毎日半分くらいの時間を家に過ごすだろう、家庭に和やかな雰囲

気を作り上げるわけだ。父母の間に口喧嘩などすれば、子どもの成長に不利だ。 

また、父母は平素から自分の言行に注意すべき。父母は子どもの第一の先生な

ので、自分の言う事や、やった事がひそやかに子どもに影響する。  

6.2.2 日本の経験を参考にして、礼儀の培養に注意 

 前文に述べたように、日本の家庭教育は礼儀を重んずしている。それに参

考してはいかがでしょう。われわれ中国は古い歴史を持つ礼儀を講じる国家で

ある、若者に礼儀を捨てられても良いか。捨てないで。 

6.2.3 日本の経験を参考にして、子供の自立自主精神及び挫折に対

する自我解決精神を培養。 

6.2.4 非知力知識の発展も必要 

 学歴を重んずる社会背景の下に、何でも点数の為、その他例えば、体育と

か、道徳教育等のあまり重視されない。これも子どもの成長に不利だ。 

6.2.5 家庭教育は目標と計画を立てるわけ 

 前文にも述べた、昨日ピアノを習わせて、本日書道を習わせる．．．この様な、

子供の興味を問わず、習う目標の不安定性が子どもの成長に不利だ。父母から

計画を立てて協力するわけだ。 

6.2.6 交流を強化するわけ 

 ここの交流は家庭メンバーの間の交流だけではなくて、家庭と学校の間の交

流とも指す。家庭メンバーの間の交流には、父親との交流が大切だ。どんなに

忙しくても毎日少し時間を取って交流を試みてみましょう。 

 

7.終わりに 

 日本が中国とは一衣帯水の友邦国家である。二国は 2000 年以上の経済、文

化の交流する歴史を持っている。21 世紀の本日に至り、中、日二国は世界大

国として、必ず政治、経済、科学及び教育等の諸分野で幅広い合作を行うと思

う。従って、身体が健康で、道徳が高尚で、世界の平和と安定発展に促進でき

る若者の育成には極めて大切だ。 

 



注釈： 

（注 1） ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 

（注 2） <<家庭教育>> 好搜百科 
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