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論　説

母親が求める支援に応えられる
保育者育成への一考察

―福島の保育者養成校は何をすべきか―

長谷川　美　香

　は じめに

　2011年の東京電力福島第一原発事故後、福島の子育て環境は一変した。

　避難指示区域からの避難者はもちろん、避難指示が出されていない地域で

も、放射線の影響を懸念し、自主的に避難するケースがあった。頼ることので

きる者が近くにおらず心細い、母子のみの避難でストレスが高まるなど、慣れ

ない土地での子育ては苦労があっただろうと察することできる。また、避難を

していないケースでも、福島に留まる選択が間違っているのではないか、将来

子どもに何か影響が出るのではないかなどと悩んでいる話を耳にしたことがあ

り、避難をした、しないに関わらず、福島には、原発事故に由来する不安を抱

えながら子育てをしている保護者がいるのが現状である。

　筒井（2016）によれば、福島県で生活している母親の放射線に対する不安

や心理的ストレスは、2011年の震災直後が最も高く、徐々に減弱しつつある

が、福島県以外と比較すると、依然として高い傾向にあるという。また、チェ

ルノブイリ原発事故に関する2006年のウクライナ政府の報告書によると、心

理的影響は事故から13年後に実施した調査結果にも現れているそうで、福島

においても、時間とともに消えるとは考えられず、不安やストレスが高いまま

長期間にわたり推移すると予想している。
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　さらに、原発事故は、保護者だけでなく子どもにも影響を与えている。狩野

ら（2012）の調査結果１からは、「震災ごっこがみられる」、「家の中で暴れる」、

「体力が落ちた」、「土や虫を触りたがらなくなった」など、子どもに変化が現

れたケースがあったことが分かっている。原発事故から９か月後の調査である

ため、事故が記憶に新しく、多くの保育所や幼稚園、学校において、屋外活動

の制限や、水道水に不安を感じる場合は水筒持参を認めるなどの対策を行って

いた時期であり、大きな環境の変化が、子どもの心に影を落としたと考えられ

るだろう。こういった変化を目の当たりにし、さらに保護者の不安感は高まっ

ていたと思われる。

　これまでの筆者の研究２では、放射線の子どもへの影響を心配し育児不安が

高まった福島の母親同士がコミュニティをつくることが、不安の軽減につなが

ることが明らかとなった。ただし、放射線に対しどの位不安を抱いているの

か、どの程度危険なものと捉えているのかといった価値観が異なる母親同士で

ある場合は、接することが逆にストレスになるケースもあった。さらに、母親

への聞き取り調査３を行った時点で原発事故からおよそ４年から４年半が経過

していたが、程度の差はあるものの全員が未だに放射線に対する恐怖、不安を

抱き、育児に関する話題の中でも、放射線に関する内容は非常にナイーブなこ

ととして捉えられ、相手を選んで相談していることや、もし相手と自分の考え

方が違った場合は否定をすることなく、表向きには認め合っている実態も見出

された。これは、放射線に関する情報の何が真実なのかが分からず、気軽に口

にできないという母親達の思いからである。

　これまでの筆者の研究で明らかとなったことや、その後新たに行った調査か

ら、福島の保育者は今後も保護者４支援の役割が大きいと推察される。本稿で

は、福島で保育者育成に携わる者として、その役割を担うことのできる保育者

を育成するには、どういったことが必要であるのか検討していきたい。
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Ⅰ．保育者による保護者支援の必要性の高まりと保育現場の実態

　近年、家庭の育児力の低下や子育てに関する課題の多様化５から、保育者に

よる保護者への支援も重要視されるようになった。

　「保育所保育指針解説書」では、「家庭や地域において人や自然と関わる経験

が少なくなったり、子どもにふさわしい生活時間や生活リズムがつくれないこ

となど子どもの生活が変化する一方で、不安や悩みを抱える保護者が増加し、

養育力の低下や児童虐待の増加などが指摘」６されていることがあげられ、子

どものみならず、保護者への支援が保育者に期待されている。

　2008年には「保育所保育指針」の改定７が行われたが、保護者への支援が保

育者の業務として明記され、保育指針の中に「保護者に対する支援」が章立て

された。そこには、「保育所における保護者への支援は、保育士等の業務であ

り、その専門性を生かした子育て支援の役割は、特に重要なものである。保育

所は、第１章（総則）に示されているように、その特性を生かし、保育所に入

所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭への支援について、

職員間の連携を図りながら、次の事項に留意して、積極的に取り組むことが求

められる」８とされている。

　「幼稚園教育要領」においては、1998年に改訂の際、教育課程外での活動に

も触れながら、「少子化の進行、家庭や社会のニーズの多様化に対応し、幼稚

園が家庭や地域との連携を深め、積極的に子育てを支援していく地域に開かれ

た幼稚園づくりや教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動など幼稚園

運営の弾力化を推進すること」９という方針に改善され、さらに2008年の改訂

においては、「幼稚園の運営に当たっては、子育ての支援のために保護者や地

域の人々に機能や施設を開放して、園内体制の整備や関係機関との連携及び協

力に配慮しつつ、幼児期の教育に関する相談に応じたり、情報を提供したり、

幼児と保護者との登園を受け入れたり、保護者同士の交流の機会を提供したり
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するなど、地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を果たすよう努

めること」10と具体的に支援について明記され、在園児に限らず多様な支援を

することへの期待がされていることが分かる。

　しかし、経験年数の少ない若手保育者をはじめ、ベテラン保育者であって

も、保護者との接し方や相談への対応に苦手意識をもつケースが多い。日々の

保育に追われ、保護者支援のために学ぶ場を得る、保護者への対応を専門とす

る職員を配置するといった余裕がないのが現状である。保育士の保護者への対

応に関する先行研究11においても、保護者のニーズは多様になっているが、そ

れらに対応するには、職場環境を整える必要があるとしている。

　実際、福島市内の保育所に長年勤務し、主任も経験したベテラン保育者から

は、「支援センター 12に来るお母さん達をみていると、昔に比べて、（子育て

に）悩んでいるのは分かる。自分が未熟というのもあるだろうし、社会の色々

な環境の変化もあって、今は子育てしづらくなったからね」との声が聞かれ

た。

　また、福島市内の幼稚園に勤務する保育者（保育経験８年）も、「保育時間

が終わったら、掃除や日誌を書いたり、行事の準備をしたり、会議があったり

と、とても忙しいです。たまに早めに帰宅できる時があればいいですが、何か

と準備することが多くてそうはいかないですね。その日のうちに連絡をする必

要のある家庭には、お迎えの時に会った時や電話で連絡をしますが、それ以外

に相談を受ける時間を特別つくるのは、なかなか難しいです。もちろん悩み事

などがあれば、電話や直接幼稚園に来てもらって話すことはありますが、いつ

でも気軽にどうぞという余裕はない」と話していた。

　日々保護者の姿を近くで見ている保育者は、保護者支援の必要性を理解して

いるが、多忙さから支援のための時間が十分には取れていないことを垣間見る

ことができる。　

　福島県においては、こうした事情の他に、原発事故後、育児不安が高まった

保護者に対する支援の必要性が高まったにも関わらず、初めてのことで保育者
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が戸惑うケースもある。県内の保育士研修では、放射線に関する相談を受ける

ことを想定して、コミュニケーションの取り方について学ぶ場がつくられた。

しかし、「今もいろいろな情報があり正直、不安です。本当に信じて大丈夫で

しょうか…。保護者の方もそういう思いで子育てしているのではと思います」13

という参加者からの意見があるように、原発事故が、保育者にとって心理的な

負担となっていることが示唆される。

Ⅱ．保育者養成校における保護者支援に関する指導の現状

　保護者支援の必要性が声高く叫ばれるようになり、近年、保育者養成校で

は、保護者支援に関連する科目が設けられている。

　保育士養成課程においては、2011年に「相談援助」、「保育相談支援」とい

う科目が新設された。厚生労働省の保育士養成課程等検討会の資料によれば、

それらの科目を通しての学びの目的として、「保育所における相談支援や保育

士の保護者支援に係る実践力を育成するため、『相談援助』では従来の『社会

福祉援助技術』を踏襲し、『保育相談支援』においては保育における保護者支

援を中心に、相談支援の基礎的技術を習得する」14とされている。「児童家庭福

祉」、「家庭支援論」などの科目も、保護者支援に関わるため、他科目と関連さ

せながら学びを深めていくこととなる。なお参考に、2016年９月１日時点で

の保育士養成課程における必修科目を表１にあげた。

　幼稚園教諭免許状に関する教職科目においても、「教育相談」など、保護者

支援に関連する科目がある。

　保育者養成課程（幼稚園教諭・保育士）のある桜の聖母短期大学（福島県福

島市）では、学内で運営されている子育て支援広場「親と子の広場」を授業で

活用している他、保育者を目指す学生が授業の空き時間を利用して、実習外で

子どもと関わることのできる場、保護者と接することのできる場ともなってい

る。「親と子の広場」は、平成28（2016）年度で10年目となる子育て広場で
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あり、週３回開かれている。生まれて間もない乳児から小学生まで、およそ

80組の親子が登録しており、短期大学のこども保育コースの教員がスタッフ

として関わっている。

　参加する保護者からは、「自分の子どもよりも上の年齢の子どもがいるので、

数年後の成長が予想できる」、「親同士が気軽に話すことができ、悩みを相談で

きる」といった他に、「学生の年齢位の人と関わる機会は自分も子どももほぼ

ないので、新鮮な感じがする」、「保育者を目指す学生が自分の子どもと触れ合

うことが学びにつながっていると思うので、役に立てている感じがする」など

の声があり、学生との関わりからメリットを感じていることが示唆される。

　学生からも、「親がどういったことに悩みをもちやすいのかが分かる」、「授

業で先生が話していた保護者との関わり方などが、実際関わってみると、なる

ほどな…と思う」、「保育者になって初めて保護者と深く関わるようになるより

も、学生のうちから関わり方を学んで慣れておきたい」という声があり、授業

の講義と「親と子の広場」での実体験を通して、より深い保護者支援の学びに

つながっていることが分かった。（写真１、２）

　さらに、幼稚園や保育所、施設の実習期間に記入する日誌について、講義の

みで書き方について指導するのでなく、練習として広場での様子を記入するこ

とが、日誌を作成する力を養うことにもつながっている。

　しかし、保育者養成校の中には、保護者と関わることのできる場をもてない

ケースも多い。また、実習の中で保護者と接することはあったとしても、あく

まで実習生としての関わりに留まるため、挨拶や子どもの様子を軽く話す程度

で、担任保育者に信頼関係をもとに話すような内容の話を保護者から聞くこと

は難しい。

　そのため、授業内容に、コミュニケーションについて15や、保育者と保護者

をむすぶ一つの手段ともいえる「クラスだより」の作成16を取り入れる養成校

もある。養成校を卒業後すぐに保育現場に立ち、保護者から信頼してもらい、

相互に理解し合う関係を育まなければならないと考えると、一対一で会話し、
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言葉遣いはどうすればよいか、どうしたら相手が心を開いてくれるのか試行錯

誤しながら、コミュニケーションを図る実践的な体験が、養成校においては必

要ではないか。

　保育をするうえで、家庭との連携は必要不可欠である。保護者の考え方や生

き方、どういった環境で育ってきたかは様々であり、加えて、保護者自身が

「親として未熟である」17といわれている。保育者となり、専門的な知識、経験

を基にしたアドバイスを求められた時や、保育者から働きかけるべきことが

あった時、それぞれの保護者に合った適切な対応をするためにも、実践的体験

が求められるのである。

【写真１】保護者と対話する学生 【写真２】親子クッキングの準備をする学生



行政社会論集　第 29 巻　第３号

－　　－58

【表１】保育士養成課程における必修科目

系　列 教　科　目

①　保育の本質・目

的に関する科目

保育原理（講義）・教育原理（講義） 

児童家庭福祉（講義）・社会福祉（講義）

相談援助（演習）・社会的養護（講義） 

保育者論（講義）

②　保育の対象の理

解に関する科目

保育の心理学Ⅰ（講義）・保育の心理学Ⅱ（演習）

子どもの保健Ⅰ（講義）・子どもの保健Ⅱ（演習）

子どもの食と栄養（演習）・家庭支援論（講義）

③　保育の内容・方

法に関する科目

保育課程論（講義）・保育内容総論（演習） 

保育内容演習（演習）・乳児保育（演習）

障害児保育（演習） ・社会的養護内容（演習） 

保育相談支援（演習）

④　保育の表現技術 保育の表現技術（演習）

⑤　保育実習 保育実習Ⅰ（実習） ・保育実習指導Ⅰ（演習）

⑥　総合演習 保育実践演習（演習）

※厚生労働省　第１回保育士養成課程等検討会、「保育士養成課程教科目と保

育士試験科目」、2015

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidouka

teikyoku-Soumuka/0000088257.pdf（2016年９月１日現在）

　を参考に、筆者が作成。

※科目名は、養成校により表に示してある教科目名と異なる場合がある。
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Ⅲ．母親達が保育者に求める支援とは―福島市における調査の結果から

　では、母親達はどのような支援を保育者に期待しているのであろうか。福島

市18に居住する母親への調査結果から、彼女たちが必要としている支援を考え

ていきたい。調査概要は以下の通りである。

　（１）目的

　筆者のこれまでの研究における母親への調査19で、子どもが通う小学校の教

員に放射線に関する悩みを相談したが受け入れられず信頼感をもてなくなった

という話や、放射線に関する話は誰にでも話せることではなく、相手を選ぶと

いう話を聞くことがあった。そのため、保育者に対しても、放射線に関するこ

とは気軽に相談できないと考える母親や、支援して欲しいと願っていることが

ある母親がいるのではないかと予想された。

　本稿では、保育者育成という視点から、保育所・幼稚園・認定こども園・子

育て支援センターなどに勤務し、保育士資格、または幼稚園教諭の免許を有す

る保育担当者に求める支援に限ったものを結果として公表する。

　そのため、これまでの研究の調査の中で、小学校以上の子どもに対する支援

について話をした回答は除き、保育者の支援について回答した内容と新たな調

査で得た回答内容を加え、報告した。

　母親が保育者に求めている支援を明らかにすることで、保育者養成校が学生

を育成する過程で、どのような専門力や実践力を学生に身につけさせればよい

のか、また授業改善への取り組みにどう反映させるべきなのかを考察する。

　（２）調査対象

　福島市に居住する母親17名。

＜長谷川（2016）において調査した対象者９名：Aさん・Bさん・Cさん・D

さん・Eさん・Fさん・Gさん・Hさん・Iさん、新たに調査した対象者８名：J

さん・Kさん・Lさん・Mさん・Nさん・Oさん・Pさん・Qさん＞
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　なお、調査対象者の詳細は表２の通りである。

　（３）調査期間

　2015年４月から2016年４月

　（４）方法

　１名の母親に対し約30分から１時間程度、プライバシーが守られる環境で

半構造化面接を行った。本稿で用いるのは、そのうちの、「これまで保育者に

支援を受けてよかった、助かったと感じること」、「今後保育者に求めている支

援」について回答した部分である。

　（５）結果・考察

　母親達の話から明らかになったことを大きくまとめると、①放射線に対し強

い不安感をもつ母親とそれ程気にしていない20母親とでは、保育者に求める支

援が違うということ、②放射線に対し強い不安感をもつ母親は、保育者に対

し、気持ちを理解して欲しいという思いを強くもっているということである。

この２点に分けて、結果・考察を示す。

　なお、調査対象者が強く不安をもっている母親なのか、または、それ程気に

していない母親なのかを分けることは、非常に難しい。注20でも述べている

が、本稿では、日常生活の行動や考えから、自身をどちらだと思っているのか

を聞いたうえで、その答えから分けた。

【表２】調査対象者詳細

調査対象者 子ども 放射線に対する考え
保育者に求めることや、
支援をうけて良かったこと

Aさん
（35歳）

１歳（女） 山形に自主避難をし
ていた。現在も放射
線が気になり、福島
市に住み続けていい
のか悩んでいる。

発達についての相談
（運動機能について・
言葉など）・集団生活
に慣れるにはどうし
たらいいのか教えて
欲しい・幼稚園や保
育所では放射線対策
をどうしているのか
教えて欲しい
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Bさん
（43歳）

６歳（男・小学校）
０歳（男）

事故直後から山形県
の実家に避難し、福
島市に戻ってきた。
現在は、食べ物につ
いてなど気をつけて
いることもある。

放射線を気にする保
護者の思いを受け止
めて欲しい・幼稚園
や保育所でできる放
射線対策はして欲し
い

Cさん
（32歳）

５歳（女・幼稚園）
０歳（女）

原発事故後一時的に
夫の実家のある会津
に避難。事故直後は
放射線を気にしてい
たが、現在はそれ程
気にしていない。

発達に関することの
相談（基本的生活習
慣・遊び）・幼稚園で
の様子をこまめに知
らせて欲しい

Dさん
（30歳）

11歳（男・小学校）
９歳（男・小学校）
７歳（女・小学校）
４歳（男・幼稚園）
０歳（男）

原発事故直後から現
在も、放射線はそれ
程気にしていない。

小学校に通う子ども
に発達障がいがあり、
下のきょうだいの発
達も気になるため相
談にのって欲しい・
ストレス発散の場の
提供

Eさん
（24歳）

３歳（男・幼稚園）
０歳（女）

原発事故直後から現
在も、放射線はそれ
程気にしていない。

年齢に合った遊びを
教えて欲しい・幼稚
園や保育所に通って
いない子どもが遊べ
る場の提供

Fさん
（27歳）

０歳（男） 原発事故直後から現
在も、放射線はそれ
程気にしていない。

保育所のタイムスケ
ジュールや雰囲気、
それぞれの保育所の
特徴などを教えて欲
しい（育児休暇中で、
仕事に復帰した際の
預け先について調べ
ている）

Gさん
（40歳）

２歳（女） 原発事故直後は放射
線を気にしていたが、
現在はそれ程気にし
ていない。

心身の発達について
の相談・それぞれの
幼稚園についての特
色・他の母親の子育
てについて（参考に
なる例があれば）
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Hさん
（32歳）

１歳（男） 原発事故直後は放射
線を気にしていたが、
現在はそれ程気にし
ていない。

発達に関することの
相談（トイレトレー
ニング・言葉・遊び
についてなど）・幼稚
園や遊び場について
の情報

Iさん
（37歳）

４歳（女・幼稚園）
２歳（女）
１歳（女）

原発事故直後は放射
線を気にしていたが、
現在はそれ程気にし
ていない。

性格に関する相談（子
どもが恥ずかしがり
屋であるため積極的
になって欲しい）・母
親同士が交流でき子
どもも遊べる場の提
供

Jさん
（38歳）

５歳（男・幼稚園） 新潟に自主避難をし
ていた。食べ物に気
を付ける、屋外で放
射線量が高いと思わ
れる場所を避けるな
ど、現在も放射線を
気にしている。

幼稚園での様子をこ
まめに知らせて欲し
い・気になる場合は
水筒持参を認めるな
ど、放射線を気にす
る家庭への配慮

Kさん
（43歳）

13歳（男・中学生）
６歳（女・幼稚園）

千葉や新潟に自主避
難をしていた。現在
も放射線を気にして
おり、県の甲状腺検
査の他にも、子ども
に検査を受けさせる
などしている。

放射線に関する知識
をもって欲しい・放
射線を気にする家庭
への配慮（気持ちを
理解する・幼稚園で
気にしていない家庭
が多い場合、気にす
る家庭の子どもがお
かしいなどと思われ
ないようにするなど）

Lさん
（33歳）

５歳（男・幼稚園） 事故直後から茨城の
実家に避難し、福島
市に戻ってきた。原
発事故直後は放射線
を気にしていたが、
現在はそれ程気にし
ていない。

幼稚園での様子をこ
まめに知らせて欲し
い（ＰＴＡ役員など
をしていないと、話
す機会が少ないと感
じる）・遠慮せず、い
けないことをした際
は叱って欲しい・し
っかり子ども一人ひ
とりをみて欲しい
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Mさん
（32歳）

２歳（男）
０歳（女）

原発事故直後から現
在も、放射線はそれ
程気にしていない。

発達に関することの
相談（子どもの発達
が遅れていると思う
ため）・気軽に何でも
相談できる雰囲気を
つくって欲しい

Nさん
（39歳）

９歳（女・小学校）
５歳（男・幼稚園）

原発事故直後は放射
線を気にしていたが、
現在はそれ程気にし
ていない。

食べ物に関すること
の相談（食育に興味
があるため）・小学校
入学後を意識した生
活についての相談・
家庭での遊びについ
て教えて欲しい

Oさん
（42歳）

５歳（女・幼稚園）
２歳（男）

原発事故直後は放射
線を気にしていたが、
現在はそれ程気にし
ていない。

遊び場の情報提供・
幼稚園での様子をこ
まめに知らせて欲し
い

Pさん
（43歳）

７歳（男・小学校）
５歳（男・幼稚園）
２歳

（男・認定こども園）
１歳

（男・認定こども園）

原発事故直後は放射
線を気にしていたが、
現在はそれ程気にし
ていない。

保養の情報・生活習
慣全般についてアド
バイスして欲しい

Qさん
（36歳）

５歳
（男・認可外保育施設）

原発事故直後は放射
線を気にしていたが、
現在はそれ程気にし
ていない。

子どもの体が弱いた
め、病気に関する相
談・仕事があるため、
通っている保育施設
からの様々なお知ら
せ（行事についてな
ど）を早めに欲しい

①　保育者に求めていること－放射線への考え方による違いとは

　上記で述べたように、放射線に対して強い不安をもつ母親（Aさん・Bさん・

Jさん・Kさん）とそれ程気にしていない母親（Cさん・Dさん・Eさん・Fさ

ん・Gさん・Hさん・Iさん・Lさん・Mさん・Nさん・Oさん・Pさん・Qさん）
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とでは、保育者に求めることや、これまで支援を受けて良かったと感じること

は異なっている。

　放射線に対し強い不安をもつ母親は、発達の相談にのって欲しいというよう

な子育てに関する一般的な要望を求める一方、放射線対策など原発事故に関わ

ることを求める意見が多かった。放射線をそれ程気にしていないとする母親達

は、原発事故に関わることは、「保養の情報を知らせて欲しい」という意見の

みであった。

　調査時点でも放射線を非常に気にしていると答えた４名（Aさん・Bさん・J

さん・Kさん）は、全員が自主避難経験者であり、避難期間はそれぞれ違うが、

福島市の自宅に夫や義理の両親を残し、原発事故直後から子どもを連れて県外

の実家や親戚を頼る、または住宅の無償提供21を受けて避難をしていた。

　経済的な問題や、家族から離れ母親と子どものみで生活することへの不安、

子どもの小学校入学をきっかけに福島市の自宅に戻って来たが、調査をした時

点も、日々の生活の中で放射線を気にし、対策としては特に、飲食物や子ども

の遊び場、自宅の掃除に注意していた。西日本産の野菜を取り寄せる、福島市

内の中でも放射線量が低い地域で外遊びをさせる、または原発事故後につくら

れた屋内の遊び場22で遊ばせる、こまめに掃除をするなど、自分でできること

を生活に取り入れている。そして保育者に対しても、放射線対策や放射線を気

にする家庭への配慮などを求めていた。

　「今後、子どもを幼稚園か保育所に入れる予定なんですね。今更と言われる

かも知れないけど、やっぱり、全然対策をしていない所より、何かしている所

に入れたい。」（Aさん）、「長男が小学校に入学したので、先生には、放射線を

気にしている家庭のことを配慮して欲しい。幼稚園や保育所の先生も同じ。」

（Bさん）、「もう今、対策をしている幼稚園とか保育所って、あまり聞かない

かな。しているのかも知れないけど…。お友達の子どもの幼稚園は、前は水筒

持参が認められていたけれど、今は駄目になったって言ってて、それって（放

射線を）気にしている親はどう思っているんだろうって思った。色んな考えの
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親がいるんだから、せめて水筒位は自由にしてあげてもいいと思う。」（Jさん）、

「（子どもを）みんなと同じくしてあげたい気持ちもあるけど、どうしても気に

なってしまう部分ってあるから…。外遊びは必要だからやらせたいけど、水溜

りに入るとか、放射線量が高そうな所に遊びに行くとかは、今はもうやらせる

こともあるけど、一応知らせて欲しい。」（Kさん）

　家庭では自分が気を付けることができるが、子どもを預けている幼稚園や保

育所では、園や施設の方針に沿って活動やルールを決めており、気になる点が

あった場合でも、周りの目が気になる、遠慮してしまうといった理由で保育者

に話しにくいケースもあるとのことであった。原発事故直後と違い、周りの母

親と事故に関する話題を口にする機会は減り、子どもの幼稚園や保育所、小学

校では、屋外活動の制限など以前行われていたような放射線対策を止めている

こともあるため、自ら放射線に関する不安を保育者に話すことに、抵抗を感じ

ているようである。

　長谷川（2016）の調査結果においても、母親が放射線に関する不安を抱え

ている場合、誰にでも相談できる訳ではなく、同じように不安を感じている他

の母親とコミュニティをつくり相談し合うことが不安の解消につながっている

ことが明らかとなっている。それは、相手にどう思われるのかという心配がな

いことや、共感できるということからであるが、子どもを預けている保育者に

も気軽に相談できる環境づくりが、さらに母親を救う手立てとなるのではない

かとも考えられる。

　また、「子どもをみる立場として、基本的なことでいいから知っているべき。

何も分かりませんという人に預けるのは不安。」（Kさん）と、保育者に放射線

に関する知識をもって欲しいという声もあった。

　調査時点で、放射線をそれ程気にしていないとする13名の母親（Cさん・D

さん・Eさん・Fさん・Gさん・Hさん・Iさん・Lさん・Mさん・Nさん・Oさ

ん・Pさん・Qさん）は、先に述べた通り、発達や生活習慣、遊び場の情報な

ど、ほぼ大部分、原発事故に直接関係していないことを、保育者に求めるこ
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と、支援を受けて良かったこととしてあげていた。

　13名の中には、事故からまだ間もない頃は放射線の影響を心配し、放射線

測定器を購入する、福島県産の食べ物を購入しない、子どもに普段は控えてい

る外遊びをさせたいと、時々、県内でも放射線量が低い会津方面や県外へ出か

けるといったことをしていた母親もいるが、調査時点では、事故後１、２年の

頃に比べ、常に気を付けていることは減り、以前に比べそれ程気にしていない

ということであった。ただし、全く気にしていない訳ではなく、「将来子ども

の健康に何かしらの影響があるのではないか」、「本当に福島は安全と言い切る

ことができるのか」という気持ちを、程度の差はあるが、全員が抱いていた。

　「前は、暑くても長袖を来て外に出た方がいいのか、食べ物の産地はどこな

のかとか、色々気にしてた。でも疲れちゃったし、気にしていると何もできな

くなるから、今は気にしないようにしている。」（Nさん）、「子どもが外で遊び

たがっているのに、家に居なさいとは言えないじゃない。それに、ずっと家に

居るのは健康にも成長にも悪いし、結局、福島で生きるには、ある程度目をつ

ぶらないとやっていけない。」（Pさん）、「時間が経って周りがみんな気にして

いない感じだから、自分もそうなった」（Qさん）

　気にしないようになった理由として、事故から時間が経ち関心が薄れてきた

ことや、自宅や公共施設、道路の除染、スーパーに並ぶ食品や給食の放射性物

質の測定といった様々な対策がなされるようになり、不安が軽減されていると

いったこともあるだろう。ただ、それだけではなく、放射線を気にしているこ

とがストレスになる、子どもの成長に悪い影響を与えてしまうなど、マイナス

につながると思うことや、周りが原発事故前の生活に戻っているので大丈夫な

のではないかと感じることが、気持ちの変化につながっているとも推測され

る。

②　放射線に対し強い不安感をもつ母親の思い

　さらに、放射線に対して強い不安感をもち続けている母親達は、保育者に原
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発事故に関することを相談し、全て解決することを望んでいるのではなく、む

しろ、「悩んでいることを知って欲しい」、「気にしていない人の思いだけでな

く、気にしている人の思いも汲み取って欲しい」と、気持ちに寄り添う支援を

望んでいることも明らかとなった。

　「自分達の考えが全て正しいとは思っていないし、正直、何が本当か分から

ないですけど、何かあってからでは遅いので色々気をつけて（放射線対策を）

やってます。（中略）それを、おかしい、今更とか思わないでもらいたいかな。

受け入れてもらいたい。」（Aさん）、「福島はもう大丈夫と思っている人もいる

し、何も特に（放射線対策を）していない人もいるから、私も大丈夫かなとつ

い思うこともある。でも、未だにどこかで気になる。（中略）幼稚園とかも、

小さい子がいるのに、もう前より気にしていない感じだから、大丈夫なの？っ

て思う時もあって…。気になる人もいるってことを忘れないで欲しいよね。」

（Kさん）、「（保育者に）その気持ち分かりますって言ってもらっただけでも、

すごく嬉しかった。」（Bさん）

　彼女達の言葉からは、放射線を気にせずに生活する他の母親達を非難し、自

分達のように放射線対策を日々行うことを正当化し、周りにも勧めようとして

いるのではなく、それぞれの考えに沿って生活することを尊重しながらも、保

育者には、現在も不安を抱えている思いを知ってもらい、放射線対策として自

分達が行っていることを受けいれて欲しいと願っていることが分かる。

　気持ちに寄り添う支援は、ソーシャルワークの基本ともいえる。ソーシャル

ワークは、「社会福祉援助のことであり、人々が生活していく上での問題を解

決なり緩和することで、質の高い生活（QOL）を支援し、個人のウェルビー

イングの状態を高めることを目指していくこと」23と定義されている。社会福

祉の現場では、専門的な知識の他、相手の立場に立って援助することが求めら

れ、それは、保育者にとっても当てはまる。そして、気持に寄り添う視点が、

放射線に不安を抱える福島の母親に向けてはより重要なのではないかと考え

る。
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　「Ⅰ．保育者による保護者支援の必要性の高まりと保育現場の実態」で述べ

たように、未だ収束していない原発事故に保育者自身が戸惑い、放射線の影響

を心配する保護者の思いにどう対応すればよいのか試行錯誤している現状があ

るが、自分の考えを押し付けるといったことや、全てを解決しようと気負わ

ず、まずは相手の思いに寄り添うことが求められよう。

Ⅳ．福島の保育者養成校がするべきこととは

　長谷川（2016）の調査結果と同様、本稿の調査においても、程度の差はあ

るが全員の母親が、子どもの将来への不安や、福島が安全と言い切れるのかと

いう疑念を抱いていることが分かり、これは、筒井（2016）が述べている、

不安、心理的ストレスは原発事故直後が最も高く、時間の経過とともに減弱し

ているものの、福島県以外の居住者と比べれば依然高い状態であり、長期的に

この状態が続くであろうという予測に通じるものがある。

　また、筒井（2016）は、子どもへの調査結果においても、ストレスは減弱

しているが未だに他県に比べて高い傾向にあることを指摘し、「乳児期から幼

児期の初期は子どもたちの心理的発達にとって極めて重要な時期である。その

時期に、社会にうまく適応し、情動を制御するための基盤が作られる。それ

は、アタッチメントと自己制御である。もし、この時期に慢性的ストレスを経

験すると、それらの発達が阻害され、母子関係が破たんしたり、情動コント

ロール、行動統制の問題となって顕在化する可能性がある」24と述べている。

　つまり、原発事故直後に比べ、放射線に関する話題を口にする保護者の姿が

減り、自主避難から戻った保護者がいるなど、一見、保護者は時間の経過とと

もに原発事故に関する不安、ストレスが無くなってきたかのようにもみえる

が、実はそうではないこと、さらに子どもの中にもストレスを抱えるケースが

あるということである。

　筆者が、保育者を目指す短期大学の学生に、放射線に関する知識についてア
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ンケート調査25を行った結果によれば、高校生の頃に授業の一環で学んだ経験

のある学生もいた。これは、学生達が中学生だった時に原発事故があり、高校

の授業の中で放射線教育の必要があると判断されたためと思われる。

　文部科学省は2011年に「放射線等に関する副読本」を出し、「東京電力株式

会社福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が大量に発電所の外に放

出されてしまいました。このような特別の状況に国民一人一人が適切に対処し

ていくためには、まず、放射線等の基礎的な性質について理解を深めることが

重要であると考えます。特に、この困難な事態を克服し、日本の将来を担わな

ければならない子ども達においては、小学校・中学校・高等学校の各段階に応

じて、放射線や放射能、放射性物質について学び、自ら考え、判断する力を育

むことが大切であると考えます」26としている。実際、原発事故後は福島県内

に留まらず、全国的に放射線教育に取り組む学校が多くあった。

　さらに、中学校の理科においては、2012年からの新しい学習指導要領にお

いておよそ30年振りに放射線教育が行われるようになり、どのような教材を

活用すればよいのか、他の学校ではどういった実践が行われているのかなどを

教員に紹介するセミナーも開催されている。

　しかし、本稿の調査結果から分かるように、基本的な知識を得るだけでは保

育者が保護者に対して十分な支援ができるとは言い難い。保護者は子育てをす

る中で放射線をどの位心配しているのか、どういった放射線対策を望んでいる

のかなどと疑問をもち、福島で保育者として働くにはそれらを理解しながら保

護者とコミュニケーションを図る必要があると意識している学生は、筆者が学

生と接し、話を聞くうえでは、少ないのではないかと考える。

　ここからは、子どもの発達段階や障がいなど、個々に合わせた支援、季節や

年齢に合った環境づくりなど、保育者として必要であるといわれる知識、実践

力を育む他に、福島の保育者養成校が学生を育てるうえで大切にしなければい

けないことを幾つかあげたい。　

　まず、放射線に関する知識を得る機会をつくる必要がある。保育者養成校に
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入学する前に学ぶ機会のあった学生もいるだろうが、その当時と、保育者を目

指す立場となった現在とでは、学ぶための目的意識が違っているだろう。自分

の身を守るためだけでなく、放射線の影響を受けやすいといわれる低年齢の子

どもや、不安を感じる保護者のために、情報を得ながらどのように集団生活の

中で取り入れればいいのかを考え、保育者となって実践できることを目標とし

なければならない。

　保育者を目指す学生の中には、「『半減期』や『内部被曝、外部被曝』といっ

た言葉の意味や、マスクをして外に出た方がいい、どういった場所は放射線量

が高くなる傾向があるなどは教えてもらった。でも、保護者に相談されたら、

子どもにはどういう対策がいいのかは答えられない。」、「小さい子の方が大人

よりも、（放射線の）影響があるというのは知っているけれど、じゃあ影響を

受けたら具体的にどうなってしまうのかがよく分からない。ただ悪いとしか言

えない。」と話す学生がおり、学生自身も、現段階の知識では保護者への対応

が不十分になってしまうだろうという認識をもっていた。

　また、福島では、原発事故後、子育て環境がどのように変わったのか、保護

者はどういった不安を抱えているのかということや、本稿の調査結果から明ら

かになった通り、放射線に対する考え方、捉え方により母親が保育者に求める

支援は違っていることなど、現状を把握したうえで、保護者とコミュニケー

ションを図ることのできる力を養う必要がある。「Ⅱ・保育者養成校における

保護者支援に関する指導の現状」であげたように、子どものみならず保護者支

援のあり方が検討され、保育者を養成する過程で子育て支援につながる実践力

を養う科目が設けられている。ただし、福島においては、発達段階に応じた生

活習慣について、心身の成長についての相談を受け、アドバイスするといった

他に、原発事故に関して生じている不安を和らげるといった役目も担うことの

できる保育者が必要であると考える。

　例えば、原発事故後に多くの母子が県外に避難27したが、避難を続けること

を望んでいても経済的な状況から止めざるを得ないケースや、避難先で孤立す
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るケース、避難したくても周りの反対からできなかったケースもあった。ま

た、避難先で自主避難者同士のコミュニティが生まれ、長谷川（2016）の論

文の中でも触れているが、避難から県内に戻った母親同士のコミュニティも誕

生している。これらは一部ではあるが、こういった原発事故後の子育て環境に

ついて授業の中で学生に知らせていくことが、保護者のおかれている状況を知

る手がかりとなる。

　さらには、実際に保護者と触れ合う機会をつくる中で、放射線に対する不安

をもつ、もたない、様々な考えや立場の保護者の思いを聞く体験は意義がある

だろう。保育者となったら自分はどうアドバイスするのか、保護者が望んでい

ることと自分が保護者のためにしてあげたいと思っていることに差異はないの

か、自分の価値観を押し付けず相手の気持ちに寄り添う態度、言葉はどういっ

たものかなどと学生のうちから考え、時にはカンファレンス28の場を設けるこ

とが、保護者理解を深める。

　昨今、低い給与や過酷な労働環境から、全国的に保育者不足が叫ばれている

が、福島においても同様で、行政の担当者、幼稚園の園長や保育所の所長の話

によれば、ハローワークに求人を出しても応募者がおらず、夢だった保育者と

して就職できても仕事の大変さからすぐに辞めてしまう若者が多いという。こ

の様な状況下では、既に働いている保育者からすると、養成校を出たばかりの

新人保育者でも即戦力として保育に携わって欲しいという思いがあるようで、

養成校で学んでいる段階で、即戦力になれるような知識、実践力を養って欲し

いという希望を保育現場は望んでいると思われる。

　保育者不足が進み、保育者がそれぞれの園に通う子どもだけでなく、保護者

や地域の支援までも担うべきとされ、養成校の役割は大きく複雑になっている

が、福島の養成校においては特に、原発事故後の子育て環境、保護者の現状を

学べる、工夫されたカリキュラムの実践をするべきであり、それが、保護者支

援の質を高めることにもなるのではないかと考える。



行政社会論集　第 29 巻　第３号

－　　－72

　

　お わりに

　福島大学地域政策科学研究科に在学中、修士論文を書く中で、子どもを守ろ

うという思いで、放射線に対する不安を抱えながら必死に子育てをする母親達

の話から、彼女達のために何かできることはないのだろうかと考えさせられ

た。

　保育者養成校の教員となった現在は、こうなって欲しいという保育者像を描

きながら学生に関わっているが、その保育者像の中の一つに、「福島の保護者

の気持ちに寄り添い、心の支えになることのできる保育者」があげられる。

　そして、原発事故後に子育て環境はどう変わったか、保育現場ではどういっ

た取り組みがなされたか、保護者はどういった点に不安を感じているのかなど

を学生に伝えながら授業を行っているところである。彼女達からは、「今まで

全然知らなかった。もう保護者は心配していないと思っていた」、「保育者とし

て少しでも理解していきたい」などの感想があり、新たな学びとなっているこ

とを実感しつつある。

　授業を通しての学生達のこうした変化については、また別の機会に発表し、

さらに保育者の意見も聞きたいと考えている。今後も引き続き、福島の保護者

支援につながる研究をしていきたい。

　【注】

１　狩野ら（2012）の論文における調査。2011年12月に福島県内の短期大学が

運営する子育て広場の保護者12名（父親５名、母親７名で、子どもは０歳児か

ら小学生まで）を対象に行ったアンケート調査である。

２　福島大学地域政策科学研究科　平成27年度修士論文　「母親コミュニティの現

状と可能性－震災後の福島における子育て支援の一助として－」
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３　長谷川（2016）の調査では、母親同士の関わりが、育児不安の解消や、子育

てに喜びを感じ活力をもてるようになることにつながるのではないかという仮

定のもと、福島市を中心に活動するサークルのメンバー 21名に話を伺った。　

４　ここでいう「保護者」には、子どもの母親だけでなく、父親や保護を行う義

務のある者を含めた意味合いがあるが、家庭の中で子育てに深く関わっている

のが母親であるケースがほとんどである実態から、筆者の修士論文や本稿にお

いては、母親への支援を中心に述べている。

５　文部科学省、平成17年度文部科学白書の「家庭教育の現状とその支援上の課

題」http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpba200501/001/002/0102.

htm（2016年９月１日現在）には、共働き家庭・母親が専業主婦である家庭・

離婚などにより一人親である家庭・周囲の助けをかりることができない家庭な

どの現状と課題があげられている。

６　厚生労働省編、『保育所保育指針解説書』、フレーベル館、2008、pp.8-9

７　「保育所保育指針」では「改定」、「幼稚園教育要領」においては「改訂」と使

用されるため、それぞれの通常の表記に基づき示した。

８　厚生労働省編、『保育所保育指針解説書』、フレーベル館、2008、p.179

９　文部科学省、『幼稚園教育要領解説』、フレーベル館、2008、p.245

10　文部科学省、『幼稚園教育要領解説』、フレーベル館、2008、p.239

11　齋藤幸子・須永進・青木知史・山屋春恵、「保育所における保護者のニーズと

その対応に関する調査」、日本子ども家庭総合研究所紀要第45集、2009、

pp.303-310

12　2008年に第二種社会福祉事業として位置づけられた「地域子育て支援拠点事

業」の中の「センター型」を指す。子育てに関する相談・援助を行う他、親子

が交流する場の提供、子育てに関する情報の提供などを行う。

13　山口一郎（研究代表者）、「原子力災害からの回復期における住民の健康を支

える保健医療福祉関係職種への継続的な支援に関する研究　分担研究報告書　

福島県での保育士研修等の評価」、平成26年度厚生労働科学特別研究事業、p.17

14　厚生労働省　第５回保育士養成課程等検討会、「保育士養成課程の改正内容に

ついて」、2010、p.3

　http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0226-5i.pdf（2016年９月１日現

在）

15　言語的、非言語的コミュニケーションや、Yes・But法などについての学びを
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指す。詳細は、石野美也子、「実習に学ぶ『支援』の技法に関する一考察－学生

の振り返りを中心に－」、京都文教短期大学研究紀要53、2015、pp.109-114を

参照。

16　詳細は、徳広圭子、「指定保育士養成校における『保育相談支援』の教授法－

帰納法的演習の試み－」、岐阜聖徳学園大学短期大学部紀要46、2014、pp.41-

50を参照。

17　子育て支援に関する先行研究によると、現代の親は、親となるまでの環境か

ら、子どもと接する機会が少なく、子育てに関する知識に乏しいといわれてい

る。例えば、「大阪レポート」（1980年生まれの子どもの実態調査）、「兵庫レ

ポート」（2003年生まれの子どもの実態調査）と呼ばれる大規模な調査を行っ

た原田（2006）によれば、親となる前にオムツ交換や食事の世話などの経験が

ない母親の割合や、世間話や子どもに関する話題を話す相手がいないと答えた

割合が、「大阪レポート」から23年後の「兵庫レポート」で増加しているとい

う。

18　長谷川（2016）の調査結果では、母親全員が、程度に差があるものの放射線

に対し不安をもっていた。（調査対象者21名中19名が福島市に居住。その他は

郡山市１名、伊達市１名であった。）福島市は避難指示区域ではないが、放射線

に対する不安感をもつ母親が多い地域ではないかと思われ、本稿で新たに調査

した母親も福島市居住者とした。

19　長谷川（2016）の論文における調査。

20　自主避難の経験があり、調査した時点も放射線に対し不安感を抱いている、

一時的な保養をすることがある（福島の子どもを対象にNPOなどが主催者とな

り行うキャンプや屋外遊び、ホームステイなどの活動に参加する、または自ら

放射線量が低いと思われる場所へ行き、一時的に居住地から離れ、放射線に対

する不安感から逃れて、安心して過ごす場を求めている）、放射線対策として生

活の中で常に気をつけていることがある、放射線に対し不安感を強くもつ母親

が集まるサークル（団体）に参加しているなどと答えた母親達を、「強く不安を

感じている母親」とし、「原発事故直後からそれ程気にしている訳ではない」、

または、「事故直後は不安を感じていたが、現在はそれ程気にしていない」と答

えた母親達を、「それ程気にしていない母親」とした。

21　災害救助法に基づき、自主避難者に福島県内外の民間アパートを借り上げて

無償で提供しているが、福島県は2017年3月に支援を打ち切る方針を示してい
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る。（2016年９月１日現在）

22　福島市では、公共施設や子育て支援センター、店舗の中に併設するなどして

屋内遊び場が新設された。

23　日本学術会議　社会福祉・社会保障研究連絡委員会報告、「ソーシャルワーク

が展開できる社会システムづくりへの提案」、2003、p.2

24　筒井雄二、「原子力災害が引き起こす心理的影響－福島県が経験した原子力災

害の５年間」、心理学ワールド72号、日本心理学会、2016、p.12　

25　保育者養成課程のある短期大学の学生、２年生47名を対象に行った。詳細に

ついては別の機会に発表したいと考えている。

26　文部科学省、「放射線等に関する副読本」、2011

　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1311072.htm

（2016年９月１日現在）

27　毎日新聞が、自主避難者（約１万6,000人）が原発事故前に居住していた福島

県内の各自治体に行ったアンケートによれば、20歳未満が37%、その親の世代

である30、40代が36%を占め、子育て中の家庭が未だに放射線に対する不安を

抱えていることが示唆される。

　　毎日新聞、「自主避難の37%は20歳未満」、2016年３月８日、

　　http://mainichi.jp/articles/20160309/k00/00m/040/061000c（2016年９

月１日現在）

28　保育者養成校の授業の中や保育現場では、子どもや保護者への理解を深め、

保育の質を高めるため、日々の記録や写真を利用する、保育の一場面を取り上

げるなどして、互いに気付きを話し合う、思いを共有するカンファレンスの場

が設けられている。

　【引用・参考文献】

・石野美也子、「実習に学ぶ『支援』の技法に関する一考察－学生の振り返りを中

心に－」、京都文教短期大学研究紀要53、2015、pp.109-114

・柏女霊峰、『子育て支援と保育者の役割』、フレーベル館、2003

・狩野奈緒子・石井美和・淋光江、「子育て支援広場における『保育相談実践演習』

の取り組み : 学生の参加観察後の保育カンファレンスの活用」、桜の聖母短期大

学紀要38、2014、pp.15-17
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・厚生労働省編、『保育所保育指針解説書』、フレーベル館、2008

・小林育子・小館静枝、『保育者のための相談・援助技術』、萌文書林、1999

・齋藤幸子・須永進・青木知史・山屋春恵、「保育所における保護者のニーズとそ

の対応に関する調査」、日本子ども家庭総合研究所紀要第45集、2009、pp.303-

310

・筒井雄二、「原子力災害が引き起こす心理的影響－福島県が経験した原子力災害

の５年間」、心理学ワールド72号、日本心理学会、2016

・徳広圭子、「指定保育士養成校における『保育相談支援』の教授法－帰納法的演

習の試み－」、岐阜聖徳学園大学短期大学部紀要46、2014、pp.41-50

・中平絢子・馬場訓子・竹内敬子・髙橋敏之、「事例から見る望ましい保護者支援

の在り方と保育士間の連携」、岡山大学教師教育開発センター紀要第６号、

2016、pp.21-30

・日本学術会議　社会福祉・社会保障研究連絡委員会報告、「ソーシャルワークが

展開できる社会システムづくりへの提案」、2003

・長谷川美香、「母親コミュニティの現状と可能性－震災後の福島における子育て

支援の一助として－」、福島大学地域政策科学研究科修士論文、2016

・原田正文、『子育ての変貌と次世代育成支援－兵庫レポートにみる子育て現場と

子ども虐待予防－』、名古屋大学出版会、2006

・文部科学省、『幼稚園教育要領解説』、フレーベル館、2008

・山口一郎（研究代表者）、「原子力災害からの回復期における住民の健康を支え

る保健医療福祉関係職種への継続的な支援に関する研究　分担研究報告書　福

島県での保育士研修等の評価」、平成26年度厚生労働科学特別研究事業

　【WEBサイト】

・厚生労働省　第１回保育士養成課程等検討会資料、「保育士養成課程教科目と保

育士試験科目」、2015

　http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukatei

　-kyoku-Soumuka/0000088257.pdf（2016年９月１日現在）

・厚生労働省　第５回保育士養成課程等検討会資料、「保育士養成課程の改正内容

について」、2010



母親が求める支援に応えられる保育者育成への一考察 ―福島の保育者養成校は何をすべきか―（長谷川　美香）

－　　－77

　http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0226-5i.pdf（2016年９月１日現

在）

・厚生労働省、「地域子育て支援拠点事業実施のご案内」、2008

　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/gaido.pdf（2016年 ９ 月 １ 日 現

在）

・首相官邸　原子力災害専門家グループ、「中学校理科における放射線教育」、

2014

　http://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka_g60.html（2016年９月１日現在）

・福島民報、「原発避難の住宅支援継続を訴え」、2016年６月４日

　http://www.minpo.jp/globalnews/detail/2016060401001648（2016年 ９ 月

１日現在）

・毎日新聞、「自主避難の37%は20歳未満」、2016年３月８日

　http://mainichi.jp/articles/20160309/k00/00m/040/061000c（2016年 ９ 月

１日現在）

・文部科学省、「放射線等に関する副読本」、2011

　http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1311072.htm（2016

年９月１日現在）

・文部科学省　平成17年度文部科学白書、「家庭教育の現状とその支援上の課題」、

2006

　http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpba200501/001/002/0102.

htm（2016年９月１日現在）


