
 

  

2023 年 1 月 27 日 

両親の年齢、若い方が子どもとよく一緒に入浴している 

パパが娘と一緒にお風呂に入るのは、1 歳がピーク 

子どもとの入浴が好きな理由、「会話ができる」が 1 位 
 

株式会社ナリス化粧品(代表者：村岡弘義 本社：

大阪市福島区)は、２月６日の「お風呂の日」を前に、

12 歳（小学生）以下の子ども持つ 25 歳～44 歳の

男女、約 4,500 名に、子どもとの入浴に関する調査を

行いましたので以下にまとめます。この調査は、子どもが

自分の身の回りのことを自身で行えるようになることで、

子どもの成長を促すことを目的とし、子ども用のシャンプー

や、ボディソープを提供する当社が、入浴を通じて親子の

コミュニケーションの重要性を再認識してもらうことを目的

として実施したものです。 
（実施期間：2022 年 11 月 11 日～12 月 16 日 調査方法：イン

ターネットによる自社調査）対象：全国 25 歳～44 歳の 12 歳以下の

子どもを持つ男性 1,105 名女性 1,104 名 合計 2,209 名/全国 25

歳～44 歳の 12 歳以下の子どもを持つ女性 2,208 名） 

内容によって回答者数が異なるため、ｎ数は各図表に記入している数字

を参照ください。） 

 

【調査トピックス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 

➀パパが娘と一緒にお風呂に入るのは、1 歳がピーク。 

① 子どもが最も一緒にお風呂に入るのは、「お母さん」で約 6 割。 

② 性別の異なる両親とお風呂に入らなくなるのは 12 歳。 

 

➁両親の年齢が若い方が、子どもとよく一緒に入浴している。 

年齢が高いママよりも、若いパパの方が、子どもとよく一緒に入浴している。 

 

③ ママよりもパパの方が、子どもとの入浴が好き。 

子どもとの入浴が好きなパパは約 9 割。子どもとの入浴が好きなママは約 8 割。 

「とても好き」なのは、パパで約 45％、ママで約 30％。 

 

④ ひとりでシャンプーができるようになるのは、男児の方が早い。 
女児の方が自分で身体を洗えるようになるのは早いが、髪を自分で洗えるようになるのは、 

男児の方が早い。 

 

⑤ 子どもとの入浴が好きな理由、上位は「会話ができる」・「スキンシップができる」。 
ママは「スキンシップができる」が 1 位。パパは「子どもと仲良くなれる」「子どもと遊べる」がママより多い。 

 

 

⑥ 使用しているスキンケアに満足している人ほど、「とても幸せ」だと感じる人が多い。 
使用しているスキンケア品に満足している人は 8 割超。年齢を重ねるほど「とても幸せ」な人が減少。 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】株式会社 ナリス化粧品 経営企画室 広報 横谷(よこたに) 
〒553-0001 大阪市福島区海老江 1 丁目 11 番 17 号 TEL:06-6346-6672 

FAX:06-6346-6569 E-mail:narispr@naris.co.jp HP:https://www.naris.co.jp 
 
 

2 月 6 日は、お風呂の日 

 

tel:06-6346-6672


【調査結果】 

① パパが娘と一緒にお風呂に入るのは、1 歳がピーク。 

 

全国の 25 歳～44 歳の 12 歳以下の子どもを

持つ女性、2,208 名に、自身の子どもが、主に家

族の誰と入浴しているかを聞きました。アンケートに

答えやすくするために、複数の子どもがいる場合

は、末子の場合について答えてもらいました。 

 子どもが、もっとも多く一緒に入浴しているのは「お

母さん」で 56.4%と約 6 割に迫ります。続いて「お

父さん」が 19.9％と約 2 割。「ひとりで入る」と答

えたのは、14.4％です。 

 これを、子どもの年齢と性別に分けて見てみまし

た。ｎ数が少ない場合は（30 以下目安）、あく

までも参考値と考えますが、お母さんと一緒にお風

呂に入るのは、0 歳から５歳までは子どもの性別に

よる差がほとんどないと言えますが、小

学生になる 6 歳以降は、お母さんと一

緒にお風呂に入る男児は 5 割を切って

います。女児は小学生以降も、歳を重

ねても比較的長くお母さんと一緒に入

浴しています。 

 お父さんとの入浴で見ると、男児で

は、8 歳くらいまでは一緒に入っている

割合があまり変わらず、ほぼ 20%～

30%台で推移しています。女児でみて

みると、お父さんと一緒に入浴するの

は、1 歳がピークで、31.1％と 3 割を

超えていますが、それ以降は、徐々に減

少していきます。5 歳までは、男児と女

児で差がほとんどないと言えますが、６

歳以降はお父さんと一緒に入浴する女

児は、男児と比べて少なくなる傾向が

見られます。男児・女児ともに小学校に

入学する年齢の 6 歳が、性別の異な

る両親との入浴が少なくなる境界のよう

です。また、小学校を卒業、中学生に

なる年齢の 12 歳では、性別の異なる

両親との入浴は男児・女児ともに 0％

です。 

 ひとりで入浴するようになるのは、5～

6 歳から少しずつ始まりますが、全体的

に男児の方が女児よりも割合が高いで

す。7 歳では性別を問わず 1 割を超え

る子どもがひとりで入浴するようになり、

10 歳を超える頃には半数以上の子ど

もが、ひとりで入浴するようになります。

12 歳では、圧倒的にひとりで入る子ど

もが多いですが、女児の方が、男児より

もひとりで入浴する割合が低く、お母さ

んと一緒に入浴する割合が高いです。 



② 両親の年齢が若い方が、子どもとよく一緒に入浴している。 

 

全国の 25 歳～44 歳の 12 歳以下の子どもを持

つ男女 2,206 名のうち、「子どもと一緒入浴している」

と答えたのは、「わからない」1.6％「一緒には入浴しな

い」9.9％を除く 88.5％で、約 1 割の両親は子どもと

一緒に入浴をしていません。（ただし沐浴を除く。） 

子どもと一緒に入浴をしている男女 1,774 名に、

子どもとの入浴頻度を聞きました。男性の 20 代後半

から 30 代前半のアラサー世代では、毎日一緒に入

浴しているのは約 3 割です。30 代後半から 40 代前

半のアラフォー世代になると、最も多いのは週に 1～2

回程度となり、毎日入っていると答えている割合も、

30 代後半では 22.0％、40 代前半では 14.2%と

年齢を重ねるごとに少なくなることがわかりました。 

女性も男性と同じ傾向が見られます。20 代前半では、51.6％と半数以上の女性が毎日子どもと一緒に入浴していますが、

年齢が上がるにつれ一緒に入っている割合が減っていき、40 代前半では 25.5％と 20 代後半の 51.6％の約半分となります。

両親の年齢が若いほど、子どもの年齢も幼い割合が増え、子どもが一人では入浴できないために、一緒に入る場合が多いことや、

両親の年齢が高いと、年長の兄弟姉妹がいるために、兄弟姉妹での入浴が増えることも想像できますが、親子の入浴は、子ども

の年齢よりも両親の年齢の影響の方が多いようです。全体では、女性の方が子どもと一緒に入浴している割合が高いですが、40

代前半の女性では、毎日一緒に入浴しているのは 25.5％で、20 代後半の男性は 28.5％のため、若いパパの方が、子どもと

毎日一緒に入浴しています。 

 

③ ママよりも、パパの方が子どもとの入浴

が好き。 

 

子どもと一緒に入浴している男女、1,774 名に

子どもと一緒に入浴することが好きか聞きました。「と

ても好き」38.0％と「まあまあ好き」46.3％を合わ

せて 84.3%の男女が好きだと答えています。 

 

 

 

 



これを、男女で見てみると、「とても好き」では、男性が約

45％、女性が約 30％と開きが生じています。 

年齢性別で見てみると、「とても好き」が最も多いのは 20 代

後半の男性で、52.5％と半数以上が「とても好き」と答えていま

す。「とても好き」と「まあまあ好き」を合わせた割合で見てみると、

男性はどの世代でも約 9 割が「好き」と答えており、「好き」と答

えたのが最も多いのは、40 歳前半で、93.9％です。 

一方、女性は 20 代後半で「とても好き」と「まあま

あ好き」がともに約 4 割です。年齢を重ねるほど、「好

き」と答える割合が少なくなり、40 代前半になると約

7 割に減っています。女性はすべての世代で、「あまり

好きではない」と答えている人が、1 割以上おり、特に

40 代前半で見てみると、「あまり好きではない」

23.0％と「全く好きではない」2.5％を合わせると、

25.5％と約 3 割に迫ります。男性の方が入浴頻度が

少ないものの、子どもとの入浴は好きだと答えている割

合が多いことがわかりました。 

 

 

④ ひとりでシャンプーができるようになるのは、

男児の方が早い。 

  

1 歳以上の子どもを持つ男女 1,552 名に、子ども

がひとりで身体や髪を洗えるか否か聞きました。 

（9 歳以上の年齢は、ｎ数が少ないために参考と捉

えています。）年齢性別で見てみると、髪よりも先に身

体を洗えるようになる子どもの割合が多いようです。幼

稚園や保育所に入る年齢となる 3～4 歳頃には、髪

も身体も自分で洗える子どもが 2～3 割程度現れ、

身体のみ洗える子どもと合わせると半数以上の子ども

の「セルフ洗い」が見られます。小学生になる 6 歳あたり

では、髪も身体も洗える子どもと、身体のみ洗える子ど

もを合わせると男児では、92％と 9 割を超える子ども

がひとりで洗えるようになりますが、女児は 85.5％と男

児よりは少ない割合です。身体のみひとりで洗えるよう

になるのは女児の方が少し早い傾向がありますが、髪も

洗えるようになるのは、男児の方が早いようです。子ども

の髪は大人の髪よりも細く絡まりやすいことや、女児は

男児よりも髪が比較的長いために、洗うことが難しいこ

とが起因している可能性があります。 

 また、①の結果から、子どもがひとりで入浴をし始める

のが 7 歳が多いことからも、まずは 5～6 歳で自分ひと

りで髪や身体を洗えるようになることが、子どものひとりで

入浴ができるようになるステップのように思われます。 

 

 

 

 

 



⑤ 子どもとの入浴が好きな理由、上位は「会話ができる」・「スキンシップができる」。 
  

子どもと一緒に入浴することが好きだと

答えた男女 1,358 名に、好きな理由を

聞きました。（複数選択のため、合計が

100％にはなりません。）上位は、「子ども

と会話ができる」43.5％と「スキンシップが

できる」43.3％で、ほぼ同率で 4 割以上

の男女が選んでいます。続くのは、「子ども

と遊べる」35.6％、「子どもの成長を感じら

れる」34.0％、「子どもと仲良くなれる」

32.5％です。「癒される」も、29.7％と約

3 割の男女が選んでおり、「リラックスでき

る」24.9％、「リフレッシュできる」23.9％も

2 割を超える男女が選んでいます。 

また、これを年齢性別で見てみると、「子

どもとの会話ができる」は、男女ともに年齢を重ねるほどに割合が高くなります。年齢を重ねるほどに多くなる理由には、「子どもとの

秘密の時間が持てる」・「子どもに教育ができる」もあり、当社の個別の聞き取り調査では、「他の家族も一緒にいる時では話さな

い内容を話してくれる」や、「他の兄弟の前では強がって謝らないのに、お風呂の中では自然に謝ってくる」、「お風呂の中では、素

直に悩み事を自ら打ち明けてくれる」といった意見もあり、会話の中でも特別な時間となっていることが考えられます。「スキンシップ

ができる」では、女性は年齢を問わず 4 割以上が選んでいますが、男性は年を重ねるほど、割合が高くなっています。男女で差が

あるのは、「子どもと遊べる」・「子どもと仲良くなれる」・「癒される」で、男性の方が多いです。女性の方が多い理由の中には、「もと

もとお風呂が好き」・「疲れが取れる」・「清潔になる」など、現実的なものもあり、男女による感じ方の違いもありました。 

 

【全体を通した考察】 

湯船に浸かるのは、日本独自の文化であり習慣ですが、親子での入浴は、健康面だけでなく、家族のコミュニケーションや、教育

の場としての側面も併せ持つことを再認識できた調査でした。「イクメン」という言葉が生まれ、男女が協力をして育児を行う考え

方が浸透してきた昨今ですが、今回の調査でも、子どもとの入浴に積極的に参加している若いパパが多い結果となりました。男性

は、子どもとの入浴を遊びの延長線上のように捉え、楽しんでいることがわかりますが、年齢を重ねるほどに入浴の頻度が少なくなっ

ています。女性は、子どもの入浴の頻度が高い分、家事育児の負担にもなり、楽しさを感じられない人も男性より多くいることが、

わかりました。男女ともに子どもとの会話や、スキンシップといった精神的なつながりを求めている傾向があるため、ゆっくりとした入浴

の時間をとることは、精神的な安定にもつながるのではないかと考えます。男性・女性が同じくらいの頻度で子どもと入浴すること

で、より女性も子どもとの入浴を好きだと感じられるような気もします。入浴は、大人にとっては、「いつまでも一緒に入りたい」と「面

倒なので早くひとりで入れるようになってほしい」に分かれるものだと思いますが、子どもにとっては自分のことを自分でできるようにな

る成長の証しでもあります。いつまでも毎日一緒に入ることが続かないのが親子の入浴なので、適度な頻度や距離感で一緒に入

浴できる期間を楽しんでいただきたいと考えます。当社では、入浴をより楽しめる、親子ともに入浴が好きになる安全性の高い品

質の製品を開発し、提供していきたいと考えます。 

 



■ナリス化粧品（製造元） 取り扱い製品の紹介 
 

 
 

 【製品名】 ピュアーチェ  
マイルド ヘアシャンプー LS 

【容量・税込価格】 550ｍL/1,100 円 
【流通】 訪問販売 
【特徴】・低刺激で目にしみにくい、家族で
使い易いノンシリコンシャンプー。 
・子どもでも簡単に泡立てられ地肌や髪に
うるおいを与え、すっきり洗い流します。 
・清潔感のあるラベンダーサボンの香り 
・RIPT テスト済※。無鉱物オイル/無ター
ル系色素/無エチルアルコール/無パラベン 

 【製品名】 ピュアーチェ  
マイルド ヘアコンディショナー FS 

【容量・税込価格】 550ｍL/1,100 円 
【流通】 訪問販売 
【特徴】・家族で使えるヘアコンディショナー。 
・髪が細く、絡まりやすい女の子でも使い易く、
ダメージを受けたキューティクルを保護します。 
・やさしく可憐なフローラルサボンの香り 
・RIPT テスト済※。無鉱物オイル/無タール系
色素/無エチルアルコール/無パラベン 

 

 
 

【製品名】 ピュアーチェ 薬用 マイルド 
ボディソープ LS  医薬部外品 
販売名：薬用ボディソープ S2 

【容量・税込価格】 550ｍL/1,100 円 
【流通】 訪問販売 
【特徴】・クリーミーで弾力のある泡が、清
潔で健やかな素肌に導く薬用のボディソー
プ。 
・しっとりとしてなめらかな洗いあがりです。 
・リラックス感のあるラベンダーサボンの香り 
・RIPT テスト済※。無鉱物オイル/無ター
ル系色素/無エチルアルコール/無パラベン 

 

©テレビ朝日・東映

AG・東映 

【製品名】 ZENBUWASH  
 王様戦隊キングオージャー 
【容量・税込価格】 300ｍL/638 円 
【販売元】 株式会社バンダイ 
【特徴】・子どもの髪、顔、身体を全部洗える
全身シャンプー。 
・髪・顔・身体を洗い分けせずに簡単に洗え
て、子どもの自分洗いを促します。 
・フレッシュグリーンの香り 
・ラベンダー花エキス（保湿成分）、海洋性コ
ラーゲン/水溶性コラーゲン（保湿成分）アミノ酸
系洗浄成分/ラウロイルアスパラギン酸 Na 配合。合
成着色料不使用。パッチテスト済み※。 

 【製品名】 リンスインポンプシャンプー  
すみっコぐらし 

【容量・税込価格】 300ｍL/550 円 
【販売元】 株式会社バンダイ 
【特徴】・髪と頭皮をやさしく洗える、目にし
みにくい弱酸性のリンスインシャンプー。 
・コンディショニング効果のあるシャンプーな
ので、子どもの細い髪も 1 本ですっきりなめ
らかに洗えます。 
・フルーティシャボンの香り 
・アミノ酸系洗浄成分/ラウロイルアスパラギン酸

Na 配合。合成着色料不使用。パッチテス
ト済み※。 

 【製品名】 リンスインポンプシャンプー  
すみっコぐらし つめかえ 

【容量・税込価格】 
（詰替え用）250mⅬ/440 円 
【販売元】 株式会社バンダイ 
【特徴】・髪と頭皮をやさしく洗える、目にしみに
くい弱酸性のリンスインシャンプー。 
・コンディショニング効果のあるシャンプーなの
で、子どもの細い髪も 1 本ですっきりなめらかに
洗えます。 
・フルーティシャボンの香り 
・アミノ酸系洗浄成分/ラウロイルアスパラギン酸 Na

配合。合成着色料不使用。パッチテスト済み
※。 
●2 種類のパッケージから選べます。 

 

 
©ABC-A・東映アニ

メーション 

【製品名】 リンスインポンプシャンプー  
ひろがるスカイ！プリキュア 

【容量・税込価格】 300ｍL/550 円 
【販売元】 株式会社バンダイ 
【特徴】・髪と頭皮をやさしく洗える、目にし
みにくい弱酸性のリンスインシャンプー。 
・コンディショニング効果のあるシャンプーな
ので、子どもの細い髪も 1 本ですっきりなめ
らかに洗えます。 
・スカイブーケの香り 
・アミノ酸系洗浄成分/ラウロイルアスパラギン酸 

Na 配合。合成着色料不使用。アレルギー 
テスト済み※。パッチテスト済み※。 

※全ての人にアレルギーが起こらないというわけではありません。 
 
【お客様からのお問い合わせ先】 

●ピュア―チェ/ナリス化粧品 お客様相談窓口  
0120-71-9000 

●販売元株式会社バンダイ お客様サポート
https://www.bandai.co.jp/support/ 
 
 

https://www.bandai.co.jp/support/

