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序

子育ては長い時間をかける一大事業です．未来を担う子どもを育てるために
は，決して親のみでなく，親族や近隣の人々，そして社会全体の手助けが必要で
す．
しかし，現代の日本社会では，都市化・核家族化が進行し，近隣とのつながり
が希薄になり，世代間で子育て経験を受け渡したり，子育て中の親同士が支えあ
う機会も少なくなってきています．親自身も自分の子どもを産む前に，小さな子
どもの面倒をみたことがない親が増えてきている現状があります．
子どもは親を通じて他の子どもとのつながりを広げていきます．しかし，現代
の親は親同士のつながりが薄いので，必然的に子どもも保育所や幼稚園に行かな
ければ他児と関わる機会が少ないのが現状です．子どもは人と人との関係で，あ
るいは自然のなかで育つものですが，必ずしもそのような環境は保障されなくな
りました．

このような社会状況のなかで，子育てを社会が後押しする意味で「地域子育て
支援拠点事業」（2008 年）が始まりました．この事業は社会的課題である「子育て
不安」，「孤立する育児」，「児童虐待」などへの対策として，すべての家庭を対象
とし，親同士の交流，地域の子育て情報の提供，子育てに関する相談・助言をう
ける場として定着してきています．
そのため現在，保育士には，保育所に入所している子どもや保護者だけではな
く，地域で子育てをしている子どもや保護者に対しても，専門知識や技術を活か
して支援をするという役割が求められています．

本書では，上記のような問題意識を踏まえて，子どもや保護者のおかれている
現状や子育て支援サービスの実態を学ぶとともに，諸外国の子育て支援の現状に
ついても学びます．
平成 30 年の保育所保育指針の改定に伴って，これまでの「相談援助」と「保育相
談支援」は，「子育て支援」という新教科目になったことから，新カリキュラムを
踏まえ，最新の情報を盛り込みながら，このたび保育士養成課程のテキストとし
て新たに『子育て支援』を上梓いたしました．

DIC 78 K

子育て支援_0b_序文.indd   3 2020/06/04   12:44



iv

本書では，各章に「演習」を多く取り入れ，皆で話しあったり調べたりしながら
学びを深めるように工夫しているので，アクティブラーニング形式でも活用でき
ると考えます． 

本書が皆様の学習や実践に役立ち，子どもと親の幸せにつなげていただけたら
幸いです．

なお，「障害児」の「害」は「妨げになるもの，わざわい」の意味があるため，近年
では，自治体の約半数が平仮名で「がい」と表記するようになっており，本書も障
害の「害」を原則として平仮名の「がい」で表記しております．

末尾ではありますが，本書の刊行に際し，熱意をもってご支援くださった中山
書店の佐藤貢氏，鈴木幹彦氏に，紙面を借りて深く感謝の意を表したいと思い 
ます．

令和 2 年 5 月
執筆者を代表して　小橋明子
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•	家族を取り巻く社会的情勢の変化に伴い，子育て家庭が求める保育ニーズも
多様化している．保育所を利用している保護者のなかには，日・祝日の預か
りや，仕事は休みだが，子どもを預けてゆっくりしたいという「子育て休憩」
を望む声が多く聞かれる．
•	日本総研の調査（池本・立岡，2017）によると，子どものアレルギー，発達の
遅れや障がい，医療的ケアが必要な子ども，虐待が疑われる子どもや貧困問
題，預かり保育時間への教育的付加価値の要望などに関するニーズが増加し
ている．
•	このように多様で複雑な保育ニーズのある保護者に対し，保育士はどう支援
していくべきだろう．

池本美香・立岡健二郎．保育ニー
ズの将来展望と対応の在り方．
JRIレビュー．2017：3（42）．37-65．

学習のねらい
1.	 	保育にかかわる保護者を支援するための総合的視点について学ぶ．
2.	親になる心理プロセスについて学ぶ．
3.	園と家庭が連携して子育てを支援するということはどういうことなのかを考える．

1-1 保育士が行う子育て支援の特性

3	保育にかかわる保護者をどう支援するか

2 歳児サクラちゃんのお母さんから，「家でトイレトレーニングをし
ているけど，失敗ばかりするのでイライラしてしまう．朝に失敗さ
れると仕事もあるから早く家を出なきゃいけないのに，サクラは大
泣きし始めるし，ゆっくり見てあげられない…．だから園でトイレ
トレーニングをしてほしい」という要望がありました．保育士として，
どのような支援ができるだろう？

お母さんからの要望をすべて引き受けることが，お母さんと子ども，
さらにはお母さんの未来のためになるでしょうか？

▼   保育士の専門性（参照：第 2
章 2-1 子育て支援における
保育者の役割 p.80）
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　■3 保育にかかわる保護者をどう支援するか

（川口先生）DIC 78 K

保護者を知り支援するための総合的視点

•	保育にかかわる保護者を「支援」するためには，保護者を「理解」する必要が
ある．つまり，支援は，相手を理解するところから始まる．そのときに必
要なのは客観的かつ総合的な視点である（❶）．

保護者の子ども観，発達観，子育て観を知る

•	保育にかかわる保護者を理解するためには，保護者が子育てや子どもの発
達に関してどれだけの知識や理解があるのか，また，どのような子ども観
や発達観，子育て観をもっているのかを把握することも大切である．特に，
第一子を出産し初めて親になった母親のなかには，不安感や自信のなさか
らネガティブになる人もいる（Belsky	and	Kelly,	1994）．
•	情報化社会にある現代，ネット上には子育てや保育・教育方法に関する情
報が溢れており，子育て経験の少ない親がそのなかから正しい情報を得る
のは非常に難しい．
•	保育士は，「保護者に対する保育に関する指導」（厚生労働省，2018）を行う

ことのできる，最も保護者の身近にいる専門家であることを忘れてはならな
い．

親になるという心理プロセスを知り子育てを支える

•	「親」という社会的役割を受け入れ，それをアイデンティティとして確立し
ていくことが親になるということである．しかしながら，親になるという
ことを受け入れられず葛藤している親は少なくない．
•	保護者自身の精神的発達課題を捉えながら，親になるという心理プロセス
（❷）と照らし合わせて支援することは，「保護者の養育力の向上」や「保護者
の養育する姿勢や力の発揮を支え」「保護者自身の主体性，自己決定」（厚生
労働省，保育所保育指針解説，2018）を支えることになる．

Belsky	J	and	Kelly	J．訳：安次
嶺佳子『子供をもつと夫婦に何
が起こるか』草思社．1995．

【参考】
厚生労働省編『保育所保育指針
解説（平成 30 年 3 月）』フレー
ベル館．2018．p.17，328．

❶保護者を理解し支援するための総合的視点とは

1-1-3-1

②高い天井から見る視点

社会状況・文化などの環境

保護者や子どもの背景にある
さまざまな環境

1-1-3-1

保育者

1-1-3-1

子ども

1-1-3-1

保護者
①	保護者の気持ちを同じ
高さで寄り添って見る
視点
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1章 子育て支援とは

•	保護者の精神的課題や心理状況に寄り添い支援していくことは，子どものよ
りよい発達にもつながっていく．

子どもの発達を共有しながら正しい知識を伝え，子育てを支える

•	2018 年の保育所保育指針改定の要点に「保護者が子どもの成長に気付き子育
ての喜びを感じられるように努める」という内容が明記されている（厚生労働
省，2018）．
「食事中，食べ物でも食器でも何でも落とすからイライラする」
「最近嘘をついてくる．悪い子にならないかとても心配…」

•	子どもの発達過程を知らないと，保護者はこのようなネガティブな気持ちで
子育てすることになる．モノを落とすのは知的好奇心の表れであり，モノの
性質を能動的に知ろうとする行為である．嘘をつくには自分の真の感情を抑
制し，意図をもって相手の感情を操作しようとする複雑な認知が必要な行為
である．
•	保育者は，専門性をもって保護者の子育て不安や子どもへのネガティブな感

【参考】
厚生労働省編『保育所保育指針
解説（平成 30 年 3 月）』フレー
ベル館．2018．p.8．

❷親になるという心理プロセス

1-1-3-2

1-1-3-2

1-1-3-2

エリクソンの発達論

乳児期
基本的信頼－不信（母親，母親的存在）

幼児期
自律性－恥・疑惑（両親，両親的存在）

積極性－罪悪感（基本的家族）

学童期
勤勉性－劣等感（近隣，学校）

青年期
自我同一性－同一性の混乱

（仲間集団，モデルとなる指導者）

成人期
親密性－孤独（友情，競争，性，協力相手）
生殖性－停滞（分担された勤労と家事）

イメージ形成段階（妊娠〜出産前）
（The	image－making	stage）

親になるという心理プロセス

養育段階（子どもが 0歳〜 2歳）
（The	nurturing	stage）

権威段階（子どもが 2歳〜 4，5歳）
（The	authority	stage）

説明段階（子どもが 5歳〜児童期ごろ）
（The	interpretive	stage）

相互依存段階（子どもが 13 歳〜思春期）
（The	interdependent	stage）

別離段階（子どもが自宅から独立）
（The	departure	stage）

（Galinsky，E『The	Six	Stages	Of	Parenthood』Addison-Wesley．1987．より作成）
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　■3 保育にかかわる保護者をどう支援するか

（川口先生）

情を解消していくことが重要である．
•	園での子どもの様子を含めて発達過程を伝えていくことで，保護者の心のな
かには「自分の子どもをみてくれている」「大切にしてくれている」という安
心感が生まれる．この安心感の積み重ねが信頼を生み，時間を重ねていくこ
とで信頼関係が形成されていくのである．

園と家庭が連携し子育てを支援する

•	保育所の役割の一つに「家庭との緊密な連携の下に，子どもの状況や発達過
程を踏まえ，保育所における環境を通して，養護及び教育を一体的に行うこ
と」がある（厚生労働省，2018）．
•	園に預けている時間だけではなく，子どもの 1日の生活の流れを把握しなが
ら，清潔で安全な環境のなかで生理的欲求が満たされ，発達に合わせた生活
リズムが形成されるよう，家庭と連携していくことが大切である（❸）．その
ためにも，保護者の生活状況を理解しながら個別に配慮した支援を計画する
ことが重要である．
•	子育て支援の範囲は，保育所に子どもを預ける保護者のみならず，地域の保
護者なども含む．
•	保育所保育指針第 4章「地域の保護者等に対する子育て支援」においては，「地

域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ，地域の保護者等に対して，保育所
保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努めること」とある
（厚生労働省，2018）．地域の実情や課題に合わせた育児講座や体験講座を開
催したり，園庭を開放したり体験保育や給食・おやつ・離乳食の試食会を開
催するなど，子育てにつながる内容を提供することも地域に開かれた子育て
支援の一貫である．
•	このような活動が，保護者と保護者をつなげ，子どもを見守る地域へと発展
していく．
•	子どもを見守る地域が形成されれば，保護を必要とする子どもの早期介入に
つながる可能性が高くなる．地域の住民や関連機関と丁寧な関係をつくって

【参考】
厚生労働省編『保育所保育指針
解説（平成 30 年 3 月）』フレー
ベル館．2018．p.14．

【参考】
厚生労働省編『保育所保育指針
解説（平成 30 年 3 月）』フレー
ベル館．2018．p.339．

１歳児リコちゃんのお母さんは 22 歳．共働きで，子育てと家事と仕事を両立さ
せようと頑張っている．時々，「私の友達はまだ結婚もしてないし，子どももい
ないから，楽しそうに夜遅くまで遊んでいる．羨ましくて羨ましくて…．私も友
達と昔のように遊びたいけど」と話している．保育士として，どのような支援が
できるか話し合ってみよう．
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いくことも，保育にかかわる保護者を支える重要な取り組みである．
•	地域や関連機関と関係をつくっておくことで，保育所や保育士が，保護者と
地域を，保護者と関連機関を，つなげていくパイプになるのである．

 ◉ 引用・参考文献
•	池本美香・立岡健二郎．保育ニーズの将来展望と対応の在り方．Japan	Research	Institute	review．
2017：3（42）．37-65．
•	Belsky	J・Kelly	J．安次嶺佳子訳者『子供をもつと夫婦に何が起こるか』草思社．1995．
•	厚生労働省編『保育所保育指針解説（平成 30 年 3 月）』フレーベル館．2018．p.8，14，17，328，339．
•	Galinsky，E『The	Six	Stages	Of	Parenthood』Addison-Wesley．1987．

（川口先生）

❸園と家庭をつなげる実践例

1-1-3-3

今週のみかん組

どうぶ
つごっ

こに

夢中！
今週の給食人気メニューは？
カレーうどん！

風邪の季節です．

保育室に掲示板

●	 	今の時期に見られる子どもの発達の
姿を紹介する（たとえば，友達とト
ラブルが増えるのは自我の芽生え！）

●	 	認知・感情・人間関係などの発達に
ついてわかりやすく紹介する

●	 	発達段階と生活リズムの関係につい
て説明する（たとえば，睡眠が脳の
発達と関連する！　など）

1-1-3-3

今週のみかん組

どうぶ
つごっ

こに

夢中！
今週の給食人気メニューは？
カレーうどん！

風邪の季節です．

おたより

●	 	子どもたちの流行の遊びを紹介し，
家での遊びにつながるようにする

●	 	人気給食メニューの紹介とつくり方
を掲載する

●	 	子どもの多様な行動にどう対応して
いるか保育者のコラムを掲載する
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（川口先生）

•	保育者は，保護者一人ひとりと相互的なやりとりを重ねながら関係を構築し
ていく．人と人が相互に理解し合うためには，自己の情報を開示していくこ
とも必要である．自分のことや今感じている思い，感情を相手に開示して共
有することが，関係構築の第一歩となる．
•	自分から積極的に自己開示することで，相手も同じように自分のことを話そ
うと思うようになる．このことを心理学では「自己開示の返報性」といい，相
手に安心感を与え，会話の維持・発展や今後の関係性につながる．
•	保育者が保護者を理解しようとする姿勢は重要だが，保護者が保育者を知っ
ていくことも，相互的な信頼関係の形成において重要である．
•	信頼はラポール（rapport）ともいう．ラポールとは，「人と人の間にある調和

と円滑さ」を示し，相手との関係維持やよりよい関係への発展と関連してい
る（Helen,	2005）．
•	保育において保護者とラポールを形成することは絶対条件であるが，ではそ
のラポールを形成するために必要なものは何だろうか．
•	ラポールを形成する3つの行動には「肯定（positiveness）」，「相互的注意（mutual 

attentiveness）」，「調和性（coordination）」がある（Linda	and	Robert	1990）．
•	相手を受容して肯定し，注意を向け続けたり気遣ったりする行為は，「わた
しはあなたに関心がありますよ」という思いを態度で伝えていることを示す．
•	また，自分の考えと相手の考えが異なると，認知的不協和が生じやすくな
る．反対に，自分と同じ考えの人との間には，この認知的不協和が少なくて
済むため，安心感や親近感，類似性を感じやすい．そのため，相手の思いを
理解したり共感することは，対人関係において非常に重要な要素である．
•	ラポール形成につながる保護者との言語的・非言語的コミュニケーションを
見てみよう（❶）．

Helen Spencer-Oatey．（Im）
Politeness，Face and Perceptions 
of Rapport:Unpackaging their 
Bases and Interrelationships．
Journal of Politeness Research．
2005：1（1）．95-119．

Linda Tickle-Degnen，Robert 
Rosenthal．The nature of rapport 
and its nonverbal correlates．
Psychological inguiry．1990：1

（4）．285-93．

学習のねらい
1. 信頼関係（ラポール）を形成するために必要な知識や技術を学ぶ．
2. ラポール形成につながる保育実践について考える．

1-1 保育士が行う子育て支援の特性

4	保護者との相互理解と信頼関係の形成

DIC 78 K
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•	保育所保育指針（2018 年 4 月改定）の第 5章にもあるように，保育者は高い
倫理観と職務への責任と自覚が求められる．
•	これらは時間や場所などによって限定して発揮されるものではなく，日ごろ
の保育や日常生活のすべてを通して表れる（厚生労働省，2018）．
•	子育てを支える専門職であることを忘れず，保護者との会話内容や知り得た
情報すべてに対して守秘義務を守ることが重要である．

【参考】
厚生労働省編『保育所保育指針
解説（平成 30 年 3 月）』フレー
ベル館．2018．

非言語的コミュニケーションスキル1-1-4-1

1-1-4-1

言語的コミュニケーションスキル

相手の言動のスピードや声の
トーンに調子を合わせる

相手の表情を自分の表情のな
かに取り入れる

視線をコントロールする（じっ
と見られることを不安に思う人
もいることを忘れない）

会話の中身を「要約」「解釈」
会話の内容を共有し，整理して
相手の理解を促す

相手の言葉を「反復」
● 納得としての反復
● 反復＋疑問形

相づちやうなずきのタイミングを
見計らう 

「開かれた質問」と「閉じた質問」
Yes か No で答えれる質問を「閉
じた質問」といい，制限のないも
のを「開かれた質問」という．状
況などに相応しい問いかけや見極
めが重要

❶相互理解・ラポール形成につながる対話の工夫

第 5章　職員の資質向上
1　職員の資質向上に関する基本的事項
（1）保育所職員に求められる専門性
　子どもの最善の利益を考慮し，人権に配慮した保育を行うためには，職
員一人一人の倫理観，人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理
解と自覚が基盤となる．
　各職員は，自己評価に基づく課題等を踏まえ，保育所内外の研修等を通
じて，保育士・看護師・調理員・栄養士等，それぞれの職務内容に応じた
専門性を高めるため，必要な知識及び技術の修得，維持及び向上に努めな
ければならない．

厚生労働省編『保育所保育指針解説（平成30年3月）』
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　■4 保護者との相互理解と信頼関係の形成

•	ラポールを形成するには多くの時間を必要とする保護者もいる．
•	ラポールを形成するためには，自分の相手に対する先入観や思い込みなどス

テレオタイプを外すことが大切である．保護者一人ひとりの言動には，これ
までの生活史や人的・物的環境，経験や学習，社会の影響などによって構築
されてきた信念や意思，価値観が背景にある．この背景を理解しようとする
視点をもち，丁寧な対応や意思疎通の機会を重ねていくことが重要である．
•	このラポールが保護者と保育者の間に形成されたとき，保護者はさまざまな
葛藤や悩み，相談を保育者に打ち明けられるようになる．
•	最後に，保護者とのラポール形成につながる保育実践の一例を取り上げる．

ステレオタイプ

行動や考え方が固定的，画
一的であり新鮮味がないこ
と，紋切り型のことをいう．

（デジタル大辞典より）

▼   相談や助言の際に必要な基
本姿勢（参照：第 1 章 1-2 1  
相 談・ 助 言 の 基 本 的 姿 勢 
p.40）

　 例 1  園での子どもの様子を共有する

第一子のお子さんである場合は特に，園で一人になっていないか，先生
はわが子を見てくれているか，友達と遊べているか，いろいろと心配や不
安が募る．この思いにしっかりと寄り添いながら，園での様子を伝え，共
有し，ともに同じ感情を経験することで，保護者のなかに安心が生まれ，
不安が軽減していく．

1-1-4-rei1

今日のハナちゃ
んの様子

登園後，しばらく
泣いていたので

心

配だったと思い
ますが，お母さ

んと

別れて 5 分後に
は友達のモモち

ゃ

んに声をかけら
れ遊びはじめて

い

ました．ブロック
で遊んだ後ホー

ル

に行き，かけっ
こをしていまし

た．

お昼の歯ブラシ
も二人で並んで

楽

しそうでした．
そして！今日の

おか

ずに人参が入っ
ていたのですが

，

一口ですが自分
から食べ，食べ

ら

れたことを嬉し
そうに教えてく

れま

した．ぜひおうち
でも聞いてみて

く

ださい★

今日は直接お話できない
かもしれないから，
お手紙にしてお伝えしよう！
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　 例 2  相互的なやりとりのきっかけを意図的につくる

保育者と積極的にコミュニケーションをとる保護者ばかりではない．やりとりのきっかけを意図
的につくっておけば，ふとしたときにやりとりが生まれることもある．

毎月のクラス便りとともに一人ひとりの様子をお伝えし，いつでもコメントできるよう，保護者
の記入欄を設ける．コメントが出てきたら，それに対して改めてお手紙を書いてお返しする．

1-1-4-rei2

4 月のマコトくんの様子 コメント欄

気になること，相談した
いことがあれば何でもご
記入ください．

2019

・お友達： 新しいクラスで少し不安が見られた
マコト君ですが，少しずつ友達と遊
ぶようになりました．今よく遊んで
いるのはタロウ君です．

・給食： 毎日お友達と話しながら楽しそうに食
事しています．食べたくないものがあ
る時はちゃんと教えにきてくれます．

・遊び： 男の子たちと積み木で列車を作って遊
んでいます．絵本も好きなようですね．

このように，気軽に思いを伝えられるコメント欄を用意しておけば，子どもの家での様子のみ
ならず，子どもの悩み，保護者自身の悩みも書かれることがある．園や子どもに興味を示さな
かった保護者から突然コメントが寄せられることもあり，やりとりのきっかけにつながる！

1-1-4-rei3　 例 3  子どもの「初めて」や園での活動をおみやげにする

家に持ち帰ってもすぐに捨てる保護者もいるが，子どもが「初めて」切った画用紙や折った折り
紙，空箱でつくった車をおみやげに渡すと，それをもとに子どもとのコミュニケーションが始まる．
子どもが初めて園で切った折り紙をラッピングしたり，園で描いたお母さんの絵にリボンを付け
て渡すという一工夫を加えるだけでも特別感が増します．
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（川口先生）

発達に心配のあるヤマトくんのお母さんとのラポール形成

年少組に入園してきた一人っ子のヤマトくんは，思い通りにならないと友達を叩いたり顔を引
っ掻いたりと攻撃行動が多く，感情をコントロールできないでいた．
ヤマトくんは，入園式直前に入園希望が出されたお子さんだった．入園前の三者面談（保護
者・子ども・保育者）では，発達などに問題はないということだった．母親は必要最低限の会話
しかせず，入園後もクラスの母親とつながろうとしなかった．そのようななか，ヤマトくんと友
達とのトラブルが増え，母親への報告回数も増えてきていた．保育者は，①ヤマトくんのトラブ
ルについて否定的な言い方で報告せず，②伝える前後には世間話やヤマトくんの園での楽しそう
な姿を交えた内容を取り入れ，③こちらからの一方的な会話にならないようやりとりを意識し
た．会話の最後には，④子育ての大変さや園に預けることへの不安について共感的な姿勢を意識
した．次第に母親は，「ヤマトが叩いてしまった相手の保護者にお詫びの電話をしたほうがいい
か」と確認するようになった．保育者は，保護者同士の関係が保てるよう，園が責任をもって対
応することを伝えた．また，保育園では，「友達のものが欲しくなって，お友達を叩きたくなっ
たら先生を呼んでね」とヤマトくんに伝えていることや，叩いてしまった後は「こういう時は何て
言えばよかったかな？」「そう！　貸してだったね！　次はやってみようね」とヤマトくんと一緒
に取り組んでいることや学ぼうとしていることを共有するようにした．
このようなやりとりを通して，母親は「実は，1歳半健診で発達障がいを疑われ，要観察とい
われた．このことを言ったら入園させてもらえないかもしれないと思い言えずにいた」と打ち明
けてくれた．
もし母親にヤマトくんの園でのトラブルを否定的に伝えていたとしたら，母親の 1年半抱え
てきた不安をさらに増長していたかもしれず，これまでの育児に否定感を抱かせることになって
いたかもしれない．
保育者は，常に母親の味方であるという姿勢を保ち，何気ない会話のなかに発話を切り出せる
きっかけを与え，保育者として保育に責任をもった対応が，ヤマトくんの母親とのラポールを形
成し，事実を話す気持ちにもっていけたのかもしれない．
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 ◉ 引用・参考文献
•	Helen	Spencer-Oatey．（Im）Politeness，Face	and	Perceptions	of	Rapport:Unpackaging	their	Bases	
and	Interrelationships．Journal	of	Politeness	Research．2005：1（1）．95-119．
•	Linda	Tickle-Degnen	and	Robert	Rosenthal．The	nature	of	rapport	and	its	nonverbal	correlates．
Psychological	inguiry．1990：1（4）．285-93．
•	厚生労働省編『保育所保育指針解説（平成 30 年 3 月）』フレーベル館．2018．
•	田井康雄．教育問題の基礎にあるものについての考察（Ⅶ）．発達教育学研究．2013．1-12．http://
repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/200/1/0090_007_001.pdf
•	原清治．若年就労問題とマイノリティの教育開発に関する比較社会学的研究：誰が労働弱者となる
のか？．2007．http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/thesis/d1/D1004160.pdf

「モンスターペアレント」「ヘリコプターペアレント」とはどのよう
な保護者だと思うかまとめてみよう．そしてそれがステレオタイプ
であることを認識しよう．また，「モンスターペアレント」「ヘリコ
プターペアレント」と呼ばれる保護者の心には，どのような思いや
背景が隠れている可能性があるか考えてみよう．

1-1-4-enshu

モンスターペアレント
無理難題なことを教育や保育に執拗に要求してくる親のことを示すが，親の要求を
的確に把握・実現できない保育現場がそれを親のせいにすることによって生じる場
合もある．
田井康雄．教育問題の基礎にあるものについての考察（Ⅶ）．発達教育学研究．2013．1-12．

ヘリコプターペアレント
常に子どもの行動に注目し，今の状態や困っていることを把握したがり，代わりに
問題を解決してしまう親のこと．
原清治．若年就労問題とマイノリティの教育開発に関する比較社会学的研究：誰が労働弱者となるの
か？．2007．
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