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【小中学生の子どものファッションについて】 

子どもにオシャレをさせたいですか？小中学生が髪を染める、パーマをかける〔縮毛矯正

パーマ含む〕、制服を改造する、ブランドものの服を欲しがる、化粧をする、ピアス、プチ

整形をする、ということについてどう思いますか？ 

  回答内容 居住県 性別 年齢

1 

年齢に見合ったおしゃれはさせたいと思いますが中学生

が髪を染めたり、パーマをかけたり制服を改造したりとい

うのは反対です。その他のことについても学生のうちには

やってもらいたくないことです。 埼玉県 女性 40

2 

小中学生が髪を染めたり、パーマをかけたりするのには

反対です。 

ピアスや化粧・プチ整形など、もってのほかだと思いま

す。 

ブランド物の服も基本的にはＮＧだし（貰い物はＯＫ）、制

服の改造も好ましくないと考えます。 

すべては自分で稼ぐようになってからという考えです。 

このような親の元で育った娘は、大学生になりバイト代で

初めて薄化粧を始めました。 東京都 女性 46

3 

プチ整形は反対です。 

でもどうしてもしたいなら色んな経験をして自分の事を 

受け入れられる 20 歳以上の年齢になってから。 

基本的には染髪もパーマ、化粧、ピアスも高校生以上で

それ迄は 

ヘアアレンジを勉強したりやエクステなどで楽しむ（へナな

ら OK、縮毛矯正はかなり酷いくせ毛なら○、肌に負担を

かけない成分のメイク用品を使った軽い化粧なら高校生

以下でも○、ピアスはアレルギーを起こしにくい材料のも

のを）。 
千葉県 女性 21

4 

ピアス、パーマ、プチ整形などは必要ないと思います。 

ブランド服とはどれをブランドというかにもよると思いま

す。 

例えば・・小学生の息子はスポーツブランドを欲しがる

が、バーバリー(私が好き）には興味が無い、など。 

中学生の息子は毎朝、鏡の前で悪戦苦闘しているが、寝

癖？と間違えるような髪型をして学校に行くのは笑ってし

まいます。でも、おしゃれな気持ちは持ってても良いと思

います。 

神奈川

県 女性 40

5 

おしゃれは必要な程度にさせておきたいです。 

化粧、毛染め、パーマは子供の体によくないと思うのでさ

せたくないです。 

ピアスや制服の改造、ブランド物などは必要ないと思うの

で、させません。 

プチ整形はそのことでいじめられるようなら、選択してもい

いかもという程度です。 北海道 女性 28
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6 

お洒落はおおいに結構ですが、子供には子供らしくです

ね。 

茶髪やピアスなどはもっての外と思っています。 

必要ないです。勉強して欲しい。 

神奈川

県 女性 42

7 

好きなブランドの服を着るのは、良いと思います。ただ、

髪を染めたり、制服を改造したりすることは反対です。あ

る程度の規則の中で、ファッションを楽しむことは一向に

構わないと思いますが。プチ整形は微妙です、確かに可

愛いほうがいいですもの。。親と本人がとことん話し合っ

た結果であれば良いような気もします。 埼玉県 女性 36

8 

小中学生が髪を染める、パーマをかける、制服を改造す

る、化粧をする、ピアス、プチ整形をする、ということにつ

いては賛成できません。子どもには必要ないことばかりな

ので。ブランドものの服を欲しがるのはおしゃれとしてい

いと思います。 福岡県 女性 32

9 

縮毛矯正は自分がしないとだめなので良いですが、カラ

ーリングは、できれば高１ぐらいになってからしてほしいで

すね。バイトをする年になって、ブランドの服や物が欲し

かったら自分で購入してもらいたいです。 埼玉県 女性 30

10 

おしゃれをすることは、いいことなのですが、パーマや、染

毛など、子供らしくないものは、感心しません。 

ブランドの服も、お金の使い道を誤りそうで、嫌です。 愛知県 女性 28

11 

髪が癖毛で悩んでる子が縮毛矯正するのは良いと思い

ます。 

後のオシャレは必要ないと思います。 大阪府 女性 42

12 

おしゃれをするのはいいと思うのですが、お化粧は似合

わないし、止めたほうがいいと思う。規則があるうちは、

規則に従うのが当たり前なので（むちゃくちゃな規則でな

ければ）制服の改造とかはありえないと思います。パー

マ、プチ整形、ピアスなんてとんでもないです。皮膚だって

大人よりずっと弱いし。ブランドも、ほしい服がブランドだ

ったのならまだわかりますが、ブランドだから欲しいという

のは違うと思います。 千葉県 女性 26

13 

化粧といっても休日に色のつくリップやマニキュアくらい 

ブランドも子供用専門で価値を教えるために 

数枚ならいいと思っています 

パーマ、ピアス、プチ整形は論外です 
大阪府 女性 38

14 

おでかけようの服装とかはおしゃれはさせたいけど、通学

用では汚れるだけなのでおしゃれは必要でないと思う。 

高校生以上ならピアスや化粧はかまわないと思う。 愛知県 女性 27



    

 

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     3/15 

 

15 

おしゃれはいいと思いますが、上げられているような事は

賛成できないです。似合わないと思うし、それをしている

子がいたらおしゃれというよりも親の趣味のように感じて

しまいます。そのままでも可愛らしいので、お金を使わな

いおしゃれを勉強してもらいたいです。 愛知県 女性 34

16 

特におしゃれをさせたいとは思いません。年相応の格好

で清潔感があればいいと思っています。 

髪を染める・パーマ・化粧・ピアスなどはとんでもないで

す。それはおしゃれではないと思います。実際やっている

子は子供がやりたがっているのではなく親がさせている

のだろうと思っています。 宮城県 女性 41

17 

普段から着るブランドの服や化粧、パーマなどはまだ早

いと思います。おしゃれすることは悪いことではないです

が、その年なりのかわいさがあると思うので、無理に背伸

びして大人の真似をすることはないと思います。 東京都 女性 30

18 

子供は自然のままでいるのが一番輝いて見えるのに、い

ろいろ手を加えるのは体にとっても負担がありそうで心配

です。ピアスや化粧はマスコミや企業が流行りを作ってい

るとしか思えないので賛成はしません。かといっておしゃ

れしたい年頃なのもわかりますが、そういうことは大人に

なったらいやというほどできるので、それまでおあずけに

させたいと思います。 東京都 女性 34

19 

おしゃれも時にはよいと思います。しかし古いかもしれま

せんが、おしゃれの前に顔をしっかり洗う、爪を切るなど

基本的な清潔感について子供には伝えていきたいです。 奈良県 女性 38

20 

小中学生ではまだそういうものは必要ないと思います。 

縮毛がひどく悩んでいる場合の縮毛矯正や、習い事の発

表会のときのブランド服などはかまわないと思いますが、

それ以上は行きすぎだと思います。 京都府 女性 38

21 

小中学生がそういうおしゃれをするのは早いと思います。

第一まだ似合わないです。年相応のおしゃれを知ってほ

しいです。 愛知県 女性 39

22 

お金をかけるのは自分で働くようになってからが世界の

基本。小学生なりのおしゃれは良いですがブランドは必

要ないし、パーマや髪染めは身体に悪いだけ。そういう子

を見かけると親の見栄だな、と思いますし、親のおもちゃ

みたいですね。うちではレストランで食事とか親と出かけ

るときだけつり合う服を着ますが、あとは誘拐されない

服、痴漢に合わない服が基本です。 

神奈川

県 女性 41
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23 

小５の娘がいます。 

おしゃれをするなと言っても本人が興味もあり、おしゃれし

たがるので多少のおしゃれは認めていますし、いいと思っ

てます。 

ただ、髪を染めたりパーマ、化粧は必要ないと思います。

素のままで美しいので。 埼玉県 女性 45

24 

小中学生ではまだそのようなおしゃれは早いと思います。

自然の肌のままで充分きれいな年頃なのですから、手を

加える必要はないと思います。ブランドものの服は個人の

趣味の問題なのでなんとも言えません。小学校高学年の

息子がいますが、スポーツブランドのものが多く、私が普

段着ている服よりも値段が高いです。 宮城県 女性 41

25 

オシャレをするのは悪いことだとは思いませんが、 

髪を染めるやパーマをかける、プチ整形をするなど 

は賛成できません。ブランドものも必要ないと思い 

ます。自分のできる範囲内で工夫しておしゃれする 

のがいいと思います。 静岡県 女性 35

26 

縮毛矯正については、癖毛で悩んでいる子もいると思う

ので、してもいいと思います。そのほかのおしゃれ染め、

パーマ、化粧、ピアスなどは必要なし。ブランド物につい

ては、なぜ欲しいのかが問題だと思います。 

プチ整形などは、生まれ持ったものを変えることだし、年

を取ったときにどうなるかわからないことなどを考えると、

するべきではないと思います。 山口県 女性 37

27 

ピアスや化粧はいきすぎだと思います。 

その年代にあったおしゃれを楽しむべきだと思います。 

『素肌美人』というのを小さいうちから教えたいです。 
静岡県 女性 42

28 

縮毛がひどくイジメに繋がりそうな場合の縮毛矯正や、 

習い事をしていて発表会の際のブランド服、正しいスキン

ケアなど、 

特殊＆必要な場合を除き、例にあげた事柄は全部不要

だと思います。 

許す親も親。大人としてだらしがないというか、けじめがな

さすぎます。 

どうしてもやりたいなら、まっとうに働いてお金を稼ぎ、親

から独立してから。 

自分の欲望とお金の奴隷になって、一生を過ごすのは惨

めです。 東京都 女性 47

29 

養ってもらってる、しかも義務教育の分際でとんでもな

い。他にすることがあるだろうって感じです。子供がやって

るとすれば親が非常識でしょうね。学校側ももっと厳しく指

導してもよいと思います。子供は子供らしくあるべき。 兵庫県 女性 47
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30 

お洒落のつもりが、不良に見えるのでは全くお洒落では

ないと思います。 

 

やはり毛根にも負担がかかりますから、癖を生かした髪

型にできれば一番良いのですが、私も幼い頃から癖毛で

悩んでいましたから縮毛矯正には賛成です。 
福岡県 女性 29

31 

おしゃれをさせたいというよりは、清潔感があり、TPO を

わきまえた服装をさせたいですね。髪を染めたり、ピアス

というのは、大人になってからすればいいことで、小中学

生ではまだ早すぎますね。その年齢で合った身なりが１

番です。 北海道 女性 37

32 

おしゃれといっても、記載されているような 

おしゃれをさせるのは好ましくないです。 

年相応の、おしゃれ（髪の毛をくくったり…）で 

十分だと思います。服も 

好みの物を選ばせるのはいいですが、ブランドには 

拘りません。 大阪府 女性 35

33 

私は小中学生が、化粧やピアスをするのも、髪を染める

のも、高価なブランド物を持たせるのも反対です。（高校

生でも反対です。） 

お金を掛けず、その年齢にふさわしい清潔感があるお洒

落をすべきだと思います。  大阪府 女性 48

34 

ブランド物の服を親の価値観で持たせるのは問題ないと

思いますが、それ以外は考えられません。 

すべて校則に違反していると思うのですが、ルールを守

るという見地からも、学生には学業が第一という観点から

も絶対に反対。 

判断力の無い子供が望んだとしても、親が責任を持って

話して聞かせて欲しいです。 岡山県 女性 43

35 

お洒落はさせたいと思いますが小中学生では早いと思い

ます。 

お洒落は自分が働いた時にすればいいと思いますので

反対です。 

髪を染めたりしたら髪にもよくないしせっかくのきれいな髪

も 

台無しだし。大人になってからでも遅くないと思ってます。 富山県 女性 31

36 

お洒落をするのは悪いことではないと思いますが、特に

若い時は、お化粧などしなくても充分に美しいのだという

ことを知ったうえで年相応のお洒落を楽しんで欲しいと思

います。 

神奈川

県 女性 37
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37 

させたいというワケではないですが、あまり禁止するのも

どうかなぁと思っています。ただ身体に影響のある髪染め

やピアス、化粧といったものに関しては自分が苦労した面

も含めてさせたくないですね。服は金銭的な面で麻痺しな

い程度に、と思っています。 東京都 女性 35

38 

おしゃれをするのは良いと思いますが、ブランド物を着

る、パーマ、毛染め化粧をする、プチ整形にピアスは必要

ないと思います。小さい頃からそれが普通だと思って成長

したらどんな大人になるのか。そら恐ろしいです。またそ

んなことを子供に望む親が居たら、これも子供を着せ替

え人形として見ている様に思えて恐ろしいです。 大阪府 女性 51

39 

ブランド物の服を着る分にはいいですが、髪を染めたりパ

ーマをかけたり、整形など自分の体に手を加えるようなこ

とはまだ早すぎると思います。 

神奈川

県 女性 37

40 

おしゃれはさせてあげたいと思いますが、お金をかけ過ぎ

た派手なおしゃれはさせたくありません。 

プチ整形やピアスは小中学生でなくても、絶対にありえま

せん。 

髪にくせがあって悩んでいるようなら、縮毛矯正はいいと

思いますが 

おしゃれのためにしたいというのならダメですね。 大分県 女性 25

41 

女の子の孫がいます。おしゃれはその子に似合うものが

一番のおしゃれだと感じています。時には奮発して買って

あげたい衝動にかられますが 

場違いにならないおしゃれで清潔で品のあるものを心が

け、お誕生日などに買ってあげています。先日エステでま

つげパーマを親子でしに来ている方がいました。お子さん

は小学生です。やはり年相応のおしゃれが一番品格があ

ると感じています 千葉県 女性 53

42 

日常生活の中で髪を染める、化粧をする、ピアスなどなど

は、必要ないと思います。 

おしゃれをしたい気持は分かりますが、そういう姿を見る

と悲しくなります。 

内面の美しさに磨きをかけて欲しいです。 鳥取県 女性 32

43 

普通のおしゃれはさせたいですが、髪の毛を染めたりピ

アスをあけたり化粧をしたりの過度のものは反対です。 

ブランド物も必要ないと思ってます。 

そういうのは大人になってからすればいい事で、子供は

子供らしいおしゃれを楽しむべきです。 
東京都 女性 38
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44 

おしゃれに目覚めるというのは、自我の芽生えという点で

は、いいことだと思います。ただ、度を越えて、高級な物

ばかり欲しがったり、校則に反するパーマ・ピアスなどと

いうのは、よくないと思います。年相応の清潔感のあるフ

ァッションで、自分で工夫して人とは違った個性を出せば

いいと思います、 愛知県 女性 34

45 

子供におしゃれはしてはいけないというのもどうかな？と

思います。女の子はかわいくしたい物じゃないですか。ブ

ランドとかはいただけないし、髪を染めたりピアスをしたり

は小・中のうちは良くないと思います。年齢にあったおしゃ

れ方法ってあると思うんですよね。度を超えるのは嫌です

ね。 秋田県 女性 28

46 

年相応のおしゃれをさせたいとは思いますが、親の趣味

を押し付けようとは思いません。高校生になってから、自

分でバイトをして稼いだお金でおしゃれを楽しんで欲しい

です。プチ整形や、制服の変形やパーマなどの校則違反

になりそうなものは論外です。 
滋賀県 女性 31

47 

中学生の息子がおります。 

確かにダサい服よりもおしゃれな服を買ってあげたいとは

思いますが 

ブランドにはこだわりません。 

また本人も、夏は涼しく、冬は暖かい服なら 

何でもよいみたいです。 

髪を染めたりパーマなどなどは 

学校で禁止されていますから 

学生である以上 

学校のルールを守るのが当たり前。 

やりたがらないし、もしやりたがっても 

全面的に反対です。 和歌山

県 女性 39

48 

おしゃれな服を着せるのは本人が希望するのなら賛成で

す。ブランド服も予算内で 1～2 着持つ分にはかまわない

と思います。でも、髪を染めたりパーマをかけたり、プチ整

形には賛成できません。 

そんなことは大人になって自分でかせいだお金でやるこ

とだと思います。 東京都 女性 37
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49 

年齢にあったものが一番おしゃれだと思います。 

例にあった「小中学生が髪を染める、パーマをかける〔縮

毛矯正パーマ含む〕、制服を改造する、ブランドものの服

を欲しがる、化粧をする、ピアス、プチ整形をする」 

はおしゃれからは程遠いと思います。 

そういうことは、自分でお金を稼いでからだと考えるから

です。 

 

こういう子供が最近増えていますが、 

親の美的感覚を疑います。 大阪府 女性 29

50 

小中学生は他にする事があると思います。高校生になっ

てお洒落に関心 

が出てくるのはわかりますが、小学生がなんてもっての

外！小学生の頃 

からピアスだの毛染めだのと言ってる子も親もそれなりの

種類の人間だ 

と思います。 

ブランドの服は唯一許容範囲です。ＴＰＯによっては品質

の良い服も必 

要ですから。 大阪府 女性 45

51 

お金をかけておしゃれするのは、自分で稼げるようになっ

てからで十分だと思います。 

学生時代は、清潔感がおしゃれに結びつくと思います。 

毛染めやパーマなんて、髪の毛が痛むのでやめてほし

い。今のキレイな肌や髪を大事にしてほしいと思います。 埼玉県 女性 38

52 

おしゃれはさせたいですが、そういう華美なおしゃれはさ

せたくないです。ブランド物の服はお出かけ用としてなら

いいと思います。 愛媛県 女性 33

53 

こぎれいにする分にはいいと思いますが、スレに書いて

あることは全てやりすぎだし、それを容認する親もおかし

いと思います。メディアの影響でやたらブランドものをほし

がる傾向にありますが、それもやはり幼少期からものを

与えすぎているからだと思います。 埼玉県 男性 42

54 

記載の事項は大人になってから、自分で自由にして欲し

いです。小中学生は、小さな大人ではありません。大人に

は大人の立場があるように、子どもには子どもの立場が

あります。確かにしたいであろう事でしょうが、子どもとし

て我慢させるべきものだと思います。また、記載事項のよ

うな格好の小中学生を見て、おしゃれだとは到底思えま

せん。年代に応じた装いや節度はあってしかるべきです。 愛媛県 男性 46
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中学生の娘がいるのでオシャレをしたい気持ちはわかり

ますが、髪を染める、パーマをかける、制服を改造する、

化粧をする、ピアス、プチ整形をするというのは抵抗があ

ります。大人の真似をするだけがオシャレではなく、若い

からこそ持っているきれいな肌や髪を生かしたさわやか

なオシャレをしてほしいです。 

神奈川

県 女性 47

56 

おしゃれをさせるというよりは清潔な格好をさせたいで

す。おしゃれも行き過ぎると子供のうちはあまりいい気は

しません。ブランドにこだわりはありません。子供もまだこ

だわりを持つ年齢ではありません。（小 1）髪を染めたりパ

ーマをかけたりは大人になってからでも出来ること。年齢

にあった行き過ぎないおしゃれは賛成です。 青森県 女性 32

57 

小学生のお洒落にも限度があると思います。最近は普通

に子供用の化粧道具が売っていたりしますが、おもちゃ

感覚ではないような気がします。パーマやカラーもやはり

まだ小さいうちは体に悪影響があると思うので賛成出来

ません。ブランドの服も金額によってかな？コーディネート

したら十何万円なんて洋服は着る必要を感じません。 宮城県 女性 32

58 

小中学生が髪を染める、パーマをかける、制服を改造す

る、ブランドものの服を欲しがる、化粧をする、ピアス、プ

チ整形をするというのはふさわしくないと思います。年相

応のおしゃれを楽しんで欲しいと思います。 埼玉県 女性 28

59 

ある程度のおしゃれはかわいいですが、大人と同じもの

を子どもが身に着けているとやっぱりおかしい感じがしま

す。 

また、プチ整形はおしゃれではないと思います。 京都府 女性 26

60 

可愛いお洋服は着せたいですがブランドにはこだわりま

せん。 

制服を改造したり、化粧したりは一度は興味ももつ物でし

ょうし、今は低年齢化していると思えます。 

髪を染めたり、ピアスは反対派かな？プチ整形は理解出

来ません 福岡県 女性 32

61 

子供はまだ小さいのですが、女の子なのである程度のお

しゃれはさせたいと思ってます。でも、パーマやカラー、ピ

アスは大人になってからですね。洋服もブランドにこだわ

るのではなく、第一に素材や機能面を重視しながらおしゃ

れさせたいです。 青森県 男性 34

62 

全然好ましいとは思えません。たまに、髪を染めている小

学生や幼稚園くらいの子を見ますが、ちっとも可愛いと思

えないです。というより、その子の親に対して不信感を感

じてしまいます。女の子は多少おしゃれに気を使うかもし

れませんが、できることの範囲内でやっているおしゃれは

見てても好感が持てるのでそっちがいいです。 福岡県 女性 33
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私は、パーマ、毛染め、ピアスには、反対です。ましてや

化粧やプチ整形なんてもってのほかです。おしゃれ着用

には、ブランドの服やバックくらいはいいと思いますが、い

つもそればかりを与えているのは、どうかと思いますね。

縮毛矯正パーマも、原則としては反対です。それも個性

だと思うからです。でも、縮毛であることに、友達からから

かわれたりするようであれば、縮毛矯正パーマも仕方な

いかな。 富山県 女性 43

64 

特別なときは別ですが、普段は必要ないと思います。化

粧なんかは大人になれば嫌でもお化粧はせざるを得ない

ですし子供のうちはお化粧しなくてもきれいなままなので

すからもったいないです。ブランド物の物に関しても相応

の年齢というものがあるはずです。AMI さんの意見に同

感です。清潔感のあるおしゃれは大賛成です。 千葉県 女性 34

65 

うちは男の子が二人なので特にそう思いますが、子供に

おしゃれさせたいとは思いません。 

むしろシンプルかつさわやか系で行ってもらいたいです。 

行き過ぎたおしゃれや高級ブランド志向が、今の少年犯

罪を助長させてるような気がします。 

神奈川

県 女性 38

66 

髪を染めたりするなどの改造は、自分で責任が持てる年

齢までしなくてもいいと思ってます。 

服装なども成長していくうえで、すぐにきられなくなること

を考えたら、丈夫で動きやすいもの重視でいいのでは？

って気がしますが、そればかりでおしゃれとは程遠い格好

というのも、ちょっとかわいそうかな？と思います。ただ、

ブランドでなくてもいい服はたくさんあると思います。 山口県 女性 36

67 

おばあちゃんなどが孫の喜ばせに、たまにブランド物の

服や小物を買い与えるのはダメとは言いませんが、化粧

や制服改造、パーマも許せないし、我が家の中２の娘に

もさせていません。 

ただ、縮毛の激しい子は矯正パーマくらいは許してもいい

と思います。単なるお洒落としての縮毛矯正は全く必要あ

りません。 広島県 女性 43

68 

小中学生の髪を染めたり、パーマは賛成できないです。

制服の改造は…出来るだけして欲しくないです。お化粧

はほのかな優しい色のリップくらいならいいと思います。

プチ整形は大人になってから自分の判断でなら許すかも

しれません。おしゃれはいいと思います。無理に背伸びし

ない自然な感じのおしゃれが出来るといいと思います。ブ

ランド物でなくてもおしゃれは楽しめると思います。 福岡県 女性 38

69 

おしゃれはいいと思いますが、大人と一緒では・・・ 

賛成できないです。 

年相応の身なりでのおしゃれがいいと思ってます。 北海道 女性 35
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ブランド物の服を着るなどある程度のおしゃれは別にい

いとは思いますが、髪を染める、パーマをかける、ピア

ス、プチ整形は問題外でしょう。 

神奈川

県 男性 40

71 

パーマをかけたり、染めたり、高級ブランドの服も、化粧

も、ピアスも、プチ整形も必要ないと思います。そういうこ

とは、自分で働いて、自分のお金でするものだと思いま

す。子供は、動きやすい、勉強しやすい服装身なりをする

ことが大切だと思います。 静岡県 女性 43

72 

子どもにお洒落はさせたいとは思いますが髪を染めたり

パーマをあてたりピアスやプチ整形させてまでのお洒落

はさせたいとは思いません。まして小中学生の成長期に

プチ整形や化粧など絶対にさせません。ただブランドの服

は子どもに似合う物、分不相応でなければある程度持っ

ていても可笑しいとも思いませんし（限度はありますが）

制服の改造はある程度仕方がないかな？と思います。 
愛知県 女性 41

73 

小中学生が「髪を染める、パーマをかける、制服を改造す

る、化粧をする、ブランドものの服、ピアス、プチ整形をす

る」のはおしゃれではないと思いますし、させません。こう

いうことは、高校を卒業して家から出て、自分の稼いだ金

で自由にして下さい。小中学生は、清潔・質素な服で十分

です。 愛媛県 女性 45

74 

中学生にもなればおしゃれもしたいだろうから、本人が着

る物にこだわりをもつのはわかります。でも、髪をそめた

り、ましてやプチ整形は賛成できません。ブランドものの

服も年相応のものなら数枚だったら持っていても良いと思

います。 青森県 女性 32

75 

子供におしゃれをさせる必要はないと思う。一度はじめた

らきりがないので差別やいじめの始まりになりそうな気が

する。 

学校に行っているのはおしゃれをしにいっているわけでは

ないので制服かいぞうはもってのほか！校則を厳しくす

べきだと思う 岡山県 女性 29

76 

中学生の息子がいます 

おしゃれに気を使って欲しいです。 

但し 学生であるので 髪を染めたりピアスしたり整形し

たりするのには反対です。 年相応のおしゃれをして欲し

いです 千葉県 女性 45
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子どもに普段は別に何も思いませんが、誕生日やお呼ば

れなどのときはオシャレをさせたいと思います。でも、小

中学生が髪を染めたりパーマをかけるのには反対です。

自然ではないので。ただし、天然パーマがひどすぎていじ

めの対象になるようなことがあれば別ですが。それに制

服を改造したりしたらいじめの対象になると思います。ブ

ランドものの服を普段に着たりしたらねたみの対象にもな

るでしょうし、ほどほどがいいと思います。 福岡県 女性 30

78 

 私は必要ないと思います。自分のおこずかいの範囲内

で出来るお洒落であれば良いとおもいますが、そこまで

低年齢化するのはどうかなって思います。プチ整形やパ

ーマは早すぎると思います。 大阪府 女性 46

79 

おしゃれはしてもいいと思っていますが、パーマ、毛染

め、化粧に 

ピアスなどはさせないつもりです。 

ブランドの服も年相応のもので、すご～く高いものでなけ

ればいいかな～とは思います。 茨城県 女性 36

80 

中 2 の娘がいます。 

ちょっとした制服改造は許せるけど、ほかは許せません。

高校生になってバイトをして自分の小遣いでするなら、許

せるかも。 

でも整形だけは許せません。 

神奈川

県 女性 38

81 

子どもにオシャレは必要ないと思います。小中学生が髪

を染めるのは髪が痛むだけだし。制服を改造するのは無

意味。嫌なら制服のない所に行けばいい。ブランドは価値

がわからないのならいらない。化粧はせっかくの肌をいた

める。ピアス、プチ整形は自分で稼げるようになって考え

ればいいことです。 大阪府 女性 42

82 

普段のおしゃれはいいと思いますが、パーマをかけたりピ

アスをするのは賛成ではないです。子供には子供らしい

おしゃれをしたいです。成長期に色々なところに手を加え

るのは賛成ではないです。 福岡県 女性 32

83 

基本的におしゃれは必要ないと思います。子供がおしゃ

れしたがる気持ちもわかりますが、髪を染めたり、パーマ

などはどうかと思います。学校に行く時は清楚にし、休日

のみのおしゃれなら個人の自由だと思います。 千葉県 女性 35

84 

 私は必要ないと思います。プチ整形なんてマダマダ発展

途上の顔なのにしてはいけないと思います。素顔で充分

です。 

お洋服に関しては、ブランド物なんかは大人の価値観な

ので親がしっかりすれば着せても良いと思います。 兵庫県 女性 49
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あまり賛成できません。 

おしゃれにもいろいろあると思いますが女の子なら友達

同士で 

どんどんエスカレートしそうで少し怖い気がします。 東京都 女性 38

86 

子供のおしゃれは、結婚式出席など特別の場合を除き、

させたくありません。活動しやすく洗濯のしやすい服装で

汚れるのも気にせず遊んで欲しいです。髪を染める、ブラ

ンド物を着る、化粧をするは自分で稼げるようになってか

らで十分、プチ整形やピアスなどはとんでもない事です。 大阪府 男性 56

87 

おしゃれというと、清潔さが必ず入っていなければならな

いと思っています。いろいろおしゃれに興味を持つことは

悪いとは思いませんが、書かれている、パーマ・毛染め・

ピアス。プチ整形・制服改造すべて反対です。ブランド物

の洋服も似合っていれば特にこだわる必要はないと思い

ます。 大阪府 女性 49

88 

派手すぎるおしゃれはあまり快く思えません。 

「特別なときにおしゃれを」という考えです。 

子供の頃は、見た目ばかりではなく、大切なものが何かと

いう本質的なことを教えてあげたい出エス。 広島県 女性 44

89 

個人的にはどれも、小、中学生には早すぎるお洒落だと

おもいます。ブランドの服なんかは、欲しければ自分でア

ルバイトして稼いだお金で買うのはいいと思います。た

だ、お友達が皆こういうお洒落を好む子達ばかりであれ

ば、親としては泣く泣く、大目にみなければならないのか

な？とは思いますが。 京都府 女性 33

90 

化粧、プチ整形など、もっと大人になってから特に整形な

んか子供の時して失敗でもしたら大変ですよね、絶対反

対です。（大人になってからでも抵抗あるので反対です

が） 

もちろんパーマ、ピアスも反対です。 埼玉県 女性 30

91 

女の子の母ですが洋服でおしゃれするのはいいと思いま

す。 

大胆な洋服はダメですが色デザインや着こなしなど 

子供らしい、女の子らしいかわいさでおしゃれはいいと思

います。 

ですが化粧、ピアス、パーマなど今しなくても後々できる

ような 

ものは賛成できません。 

折角の若い肌なんですからもっと大事にして欲しいなと思

います。 福岡県 女性 35
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児童・学生はその年齢にふさわしい服装・髪型がもっとも 

可愛く素敵に見えると思います。 

髪を染める・パーマ・制服の改造等には大反対です！ 

ブランドの服についても親はお金が沸いて出てくるとでも 

思っているのか、社会人になって自分で働くようになって 

考えて欲しいです。 福岡県 女性 50

93 

子供にはおしゃれさせたいです。 

しかし、髪を染めたりパーマは高校生位でやっといいかな

と思います。でも学校で禁止されていれば、あまり賛成で

はありません。 

化粧・ピアス・プチ整形は小中学生では絶対にさせたくは

無いです。高校生でもどうかなと思います。 

ブランドものの服は、学生らしいブランドであれば何着か

は持っていてもいいかなと思います。 北海道 女性 34

94 

必要ないです。若いというのはそれだけで充分魅力的で

す。そんなに慌てなくてもおしゃれをするときはすぐにきま

す。化粧もピアスも問題外、整形なんて言語道断。 

神奈川

県 女性 41

95 

自分は小学生の子どもに派手なオシャレをさせたいとは

思いません。 

おしゃれはもっと大きくなってからでも良いと思います。 三重県 女性 41

96 

特別な時（入学・卒業式や、結婚式など）に着る服として

高価な服を着るというのは構いませんが、普段着にブラ

ンド服は嫌ですね。化粧・パーマ・カラー・ピアス等はもっ

てのほかです。子供の頃から生まれ持ったものを痛めつ

けてしまうのはもったいないというか、早すぎます。オシャ

レはもう少し大きくなったらいくらでも出来るんですから。

子供がひどく悩んでいるようなら縮毛矯正は我慢できる

かな。 兵庫県 女性 32

97 

髪を染めたり、パーマをかけるのは大人になってから、 

制服の改造は嫌、休日に着る洋服としてブランド物を 

持つのはかまわない、整形は大人になってから 

ピアスも反対です。 

アクセサリーは過度にならないよう ブレスやイヤリング

などを 

休日につけるにはかまわないと思います。 静岡県 女性 43

98 

例えば、小学生にオシャレをさせても、中学になると規律

がとても厳しくなるので、普通のオシャレで清潔さがあれ

ば良いという考えです。質問に上げられているような「オ

シャレ」には、賛成できません。 福島県 女性 46
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女の子ならオシャレをさせたいとは思いますが、過度のも

のはさせたくないです。 

パーマ、化粧、ピアス、プチ整形は小中学生には不相応

だと思います。 

制服の改造、ブランドの服は行き過ぎていなければ可で

す。 埼玉県 女性 31

100 

小学生男児の母です。 

ブランドものの洋服を着せたいとは思いますが、以外の

上記の内容については賛成できません。縮毛矯正につい

ては手入れのしにくいくせ毛だったらパーマをかけてあげ

るかもしれません。 大阪府 女性 41

101 

小学 1 年生の娘がいます。まだおしゃれをしたいと言って

きませんが、もしそう言ってきたら、大人になってからでも

遅くないと教えるつもりです。ただ、色付きリップとか、簡

単なおしゃれならいいと思います。そのほかのはお金が

かかりすぎるので、無駄だと思います。 岩手県 女性 28

102 

ピアス、プチ整形は絶対反対です。成長期で顔はどんど

ん変わるのに。ここであがっていませんが、過度のダイエ

ットも成長期にはとても悪いそうなので、やめた方がいい

ですね。 

他のことは、背伸びしたい年頃なので気持ちはわかりま

すが、やはり不相応ですね。 千葉県 女性 37

103 

オシャレはさせたいですが、それは衣服などのおしゃれで

あって、髪を染めたりパーマをかけたり、ましてやプチ整

形なんて絶対にさせません。 

子供の友達(幼稚園や小１)でも髪を染めている子がいま

すが、正直、親は何を考えているんだろうと思ってしまい

ます。 宮城県 女性 35

104 

学校に必要以上のおしゃれはどうかと思いますが、普段

おしゃれするのはかまわないと思います。自分の娘にも

出来る範囲内では手伝ってあげたいと思います。ただ整

形についてはもっと大人になってからにした方がいいと思

ってます。 

神奈川

県 女性 32

105 

小学６年の娘がいます。おしゃれは高校生になってから、

成人してからでいいと考えています。パーマ、毛染め、化

粧、ピアスなんて言語道断！小中学生は勉強が本業じゃ

ないでしょうか。但し、質素なおしゃれなら大賛成！清潔

感を大切にお金をかけず、ブランドものでないおしゃれし

たらいいと思います。 大阪府 女性 39

106 

特別なときに着る服として何枚かブランドの服はあっても

いいかと思いますが、他は賛成できないです。 埼玉県 女性 29

 


