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有名人の子育てイメージに関するアンケート調査 2016 

木下優樹菜さんママタレイメージ急上昇！ 

つるの剛士さんは殿堂入り？ 
子育て家族を応援するポータルサイト【こそだて】http://www.kosodate.co.jp/ 

 

株式会社ブライト・ウェイ（本社東京 代表取締役 高祖 智明）が運営する子育て支援のポー

タルサイト【こそだて】では、ユーザー様を対象に有名人の子育てイメージについて、今年もア

ンケートを実施。 

今年は話題のビッグカップルにおめでたが続いた年でもあり、芸能ニュースでも話題になりまし

た。 

女性部門では木下優樹菜さんの各部門での急進が目立ちました。昨年までのトップ常連の北斗晶

さんが闘病のためメディアでの露出が減っていることも影響しているのでしょう。そんななかで

も、「自分が理想とする母親」の1位にあがるところは、北斗晶さんの存在感はまだまだ薄れてい

ないようです。 

男性部門ではつるの剛史さんの強さは相変わらず。しかし、今年５人目のお子さんが誕生し、育

休も取ったのに、「最近子どもができた有名人で思い浮かべる人」には上がってこないくらい、

つるのさんにもファンにも普通の事になってしまったようです。 

 

■アンケート実施概要 

アンケート実施・集計期間：2016年9月1日～10月31日 

実施方法：【こそだて】のアンケートページのフォームにて、名前を自由想起で、 

カタカナフルネームで、各設問に一人だけ答えていただいた。 

【こそだて】 http://www.kosodate.co.jp/   

集計総数  337人 男女比 5:95（男性15人 女性322人）中心年齢 30代前半 

 

参考 2015年結果 http://www.dreamnews.jp/press/0000124033/   

 

  リリースに関する問い合わせ先   

 ㈱ブライト・ウェイ   〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206  

フリーダイアル 0120-028-415（マルには、よいこ）  

ＵＲＬ http://www.brightway.jp Email：ganbare@kosodate.co.jp  
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■アンケート結果 （得票率） 

                        敬称略  

 

●最近子どもができた有名人で思い浮かべる人は？          

 1位 東出 杏……………………………… 11.8%  

 2位 福山 雅治…………………………… 11.2%  

 3位 堀北 真希………………………………7.5%  

 3位 山田 優…………………………………7.5%  

 5位 菅野 美穂………………………………6.5%  

 5位 吹石 一恵………………………………6.5%  

 7位 澤 穂希…………………………………5.9%  

 8位 上戸 彩…………………………………3.1%  

 9位 木下 優樹菜……………………………2.5%  

 9位 後藤 真希………………………………2.5% 

 

●子育てと仕事を両立させていると思う有名人（男女問わず）は？           

 1位 木下 優樹菜………………………… 17.1%  

 2位 つるの 剛士……………………………7.0%  

 3位 小倉 優子………………………………5.7%  

 4位 辻 希美…………………………………4.8%  

 5位 松嶋 菜々子……………………………4.4%  

 6位 菅野 美穂………………………………3.8%  

 7位 藤本 美貴………………………………3.5%  

 8位 篠原 涼子………………………………2.9%  

 9位 千秋…………………………………… 2.5%  

10位 上戸 彩…………………………………2.2%  

 

●子どもがいる事を感じさせない有名人（女性）は？          

 1位 安室 奈美恵………………………… 22.7%  

 2位 松嶋 菜々子………………………… 15.7%  

 3位 上戸 彩……………………………… 12.8%  

 4位 篠原 涼子………………………………8.1%  

 5位 菅野 美穂………………………………7.6%  

 5位 小雪…………………………………… 7.6%  

 7位 山田 優…………………………………6.4%  

 8位 吉瀬 美智子……………………………5.8%  

 9位 木下 優樹菜……………………………5.2%  

10位 木村 カエラ……………………………4.1%  
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●ちゃんと子育てしていると思う有名人（女性）は？          

 1位 辻 希美……………………………… 11.0%  

 2位 木下 優樹菜……………………………8.6%  

 3位 小倉 優子………………………………8.3%  

 4位 くわばた りえ…………………………7.3%  

 5位 北斗 晶…………………………………6.3%  

 6位 菅野 美穂………………………………3.0%  

 7位 松嶋 菜々子……………………………2.7%  

 8位 篠原 涼子………………………………2.3%  

 9位 大島 美幸………………………………2.0%  

 9位 千秋…………………………………… 2.0% 

 

●自分が理想とする母親のイメージの有名人（女性）は？  

 1位 北斗 晶…………………………………9.0%  

 2位 木下 優樹菜……………………………6.0%  

 3位 松嶋 菜々子……………………………4.7%  

 4位 小倉 優子………………………………3.7%  

 4位 黒木 瞳…………………………………3.7%  

 6位 天海 祐希………………………………3.3%  

 6位 篠原 涼子………………………………3.3%  

 8位 井川 遥…………………………………2.7%  

 9位 山口 百恵………………………………2.3%  

 9位 吉永 小百合……………………………2.3%  

 

●自分で子育てをしていなさそうな有名人（女性）は？          

 1位 神田 うの…………………………… 35.0%  

 2位 山田 優…………………………………5.6%  

 3位 紗栄 子…………………………………5.3%  

 4位 梅宮 アンナ……………………………4.6%  

 5位 安室 奈美恵……………………………4.0%  

 6位 辻 希美…………………………………3.0%  

 7位 木下 優樹菜……………………………2.3%  

 7位 小雪…………………………………… 2.3%  

 9位 安達 祐実………………………………1.7%  

 9位 黒木 瞳…………………………………1.7%  

 

●ちゃんと子育てしていると思う有名人（男性）は？          

 1位 つるの 剛士………………………… 29.1%  

 2位 藤本 敏史………………………………5.6%  
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 3位 杉浦 太陽………………………………5.0%  

 4位 松本 人志………………………………4.3%  

 5位 Yuji…………………………………… 2.7%  

 5位 堺 雅人…………………………………2.7%  

 7位 ヒロミ………………………………… 2.3%  

 7位 市川 海老蔵……………………………2.3%  

 9位 魔裟斗………………………………… 2.0%  

10位 土田 晃之………………………………1.6%  

 

  

●自分が理想とする父親のイメージの有名人（男性）は？  

 1位 つるの 剛士………………………… 12.8%  

 2位 所 ジョージ……………………………5.7%  

 3位 福山 雅治………………………………4.7%  

 4位 藤本 敏史………………………………3.7%  

 5位 谷原 章介………………………………3.0%  

 5位 渡辺 謙…………………………………3.0%  

 7位 関根 勤…………………………………2.7%  

 8位 明石家 さんま…………………………2.0%  

 8位 木村 拓哉………………………………2.0%  

 8位 ヒロミ………………………………… 2.0%  

 

●子育てに参加していなさそうな有名人（男性）は？  

 1位 木村 拓哉…………………………… 12.7%  

 2位 小栗 旬……………………………… 10.5%  

 3位 赤西 仁…………………………………5.4%  

 4位 明石家 さんま…………………………4.7%  

 5位 石田 純一………………………………3.6%  

 5位 松本 人志………………………………3.6%  

 7位 HIRO…………………………………… 2.5%  

 8位 北野 武…………………………………2.2%  

 8位 山口 達也………………………………2.2%  

10位 杉浦 太陽………………………………1.8%  

 

回答者プロフィール  
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