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目的、発動 社会 。申 でy　生治 の基本単位 と{^ -r．服族<r)就ﾉ却形 態ダ)遠いが、斎親の

子破 への激 脊期待･こど） 様な奏化 を及ぼt  ごい＆ヵヽヽ を績業別(C 明らかにし７しべ 。

方汰　 広島県 下　福 山市を中心ヽとす る地域で幼独 置ト 保奮弊､こ通う5   ■   6十児を梼

つ母親 にガレ二 幼猿園丿 呆奮防 の協力 を耀r 管間批を肥希レ. こ れき回収嘆 汁i  た

部 数。分考は支･り織業でホワイト カラー、ア･しーカラー、サ ービ ス栗 。農扱漁業､白

営 にか類した。生箔基盤 。特赦i* 木ワうト カラー/こ学歴が漓 ＜.  々 に自営、 サーだ'又

業 で･あs.    収入I* 自営, ホ ワ４　ト カラー, r  ､レーカラ-  の噸 である．専 の

イト カラ-  iこ主移(  釦

サービ又業が最も爪さしう．叙 会意識I" i才善 はなぐ　 子供-A の期拷はホ ワイ
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カラーに

子描 の内的力新 橋を重巻 すs 峠 向が強ぐ7"  ･し－カラー･こ･よそ<=5-嶮向がII い． 象寿数

斉の高図的側 面の襄 に関 レフ.も、ホッ イト カラ ーは内的で嫉 の一軟友 もあく 、優越自

身 カチt 躾` ると とががし)．化は外的現準 含芯向レ, .眺 の一致度^* 孤く な-, t  u お

就 塾状患で不軟塾者が勿 いのitフりし一力う-  X", ホワ^ トカう-  ･こi3 ̂ﾋ" 7'J   , サ ー

ヒ'天業I* す･レが､ンが件飲的 であ^. 子供-x-^ 激 発的 駆慮*"" あし)のは氷ワｊト カラーで

次はす ー="` 尺業であ?> ．無島 図的放 発 と・-・ の子報 へ．接触 ぱア､し- 力う- 、サーど

ス業 に穆い. 達咎期待1* ホ ワイト カう-  1こ高く.   サ-  ビス業 に風､八 貳 胴理由 淳内的

なホワイト カラ ー、外的 は7" /レーカ ラ ー、サ ービ スf: に和  . 奏 体的fc I*木ワ･)ト カ

ラ-  に｝供 め癩栓ぞ能力 名重視レｔ し) 3 傾 向が薦 い．
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@ 的、餐動社会 。中x" 生砧。基本単位・・）象族 で母矯 の就 労形剱 のえ い炉、母蝉 の｝

楓 へ。敷女ヽ期待 にどの様な奎薦 を友ぼ レているかを明ら*ヽにしT  い<  .

方斌、第I 飯丿こ同に

蔀果 → 外参は母親 の就 労状況 によ 、"X定瀬沁 就しヤT いS  着 を「 斉働､き」. 肉軋T  ･レ

･州 ト 八0   －ト の者を「 凶職 」｡無職 め者をr‘ 主婦J      ic  レT  木類 レ凱 生丿s基盤 。特歎

(■* 泳歴X" V*主婦 が 矢婦峯 に高く.   次)c 妄働､さ、内順り 順ゼあう.  収ふ よ笑働き.   主醤

内聯<n 順r, 走り積業 は主婦 に木ワイトカう ー。共廓.≫  /ご自 営、狗機にア･レーカラ ー

が勿い。象波 蕪数 は安働 さ^' 最も砂（ か こ主婦 であ 乱 社会 息識。 登さ甲斟 こ､よま

w ≪ぐ 生酒向上の期待 は内職 に他 者へ。厳 存が臓 い、児童範 で主婦 は個雁 を重傷 し、

共働 き1*外的蜷秦を奮視 レ こヽい^ 。意図的豪 脊ヒ レr. の躾x" 、泉 レさの程崖K;  li差 々

な い;<)■>"一致度は主婦 が最もぢ（ ま婦 に内的 なr.

しIsヽレ 躾 をす1  λ・）束定≫-勿̂ぐ 外的 痢躾をレT0  5 ．漱 責期待r ヽ･よ内職. 誉働さ

に放 節截 関へ。要 求ダ強ぐ 依存的 有度 があ＆。繋r^iね 一乙は 、狗職、驀･働 きに不就

塾者が勿ぐ 主婦 い よヒ・フ ハ オ･ﾚｶ りﾉ が勿V) 。量的か殺 貪的 肛慮 は内職i- 即く.    次

に主婦r' あ3.  衆 息図的衆 奮 と,T ．蚕･供-、・ 掩鯛 は主婦､こ今く. 共廓､きに･よ少なレ）。

追巻期待 にi*美 はない。飲s 理由 は妾働き 沁表庭 り廊 合K よ ふも。ﾀﾞﾀﾀ4､ 、主稀･権

貴樅関rり 奮 脊効果をか

に主婦 に政ら 収3 巌 斉期 待i* 与礦 の同 時カ勲発 も曾裾 レーい' 5>.


