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要　約

　本研究は、日々の子育てで大切になる子どもの身辺自立を取り上げ、母親が直面する身辺自立の困り感

について、子どもの特性、援助要請の相手、保育の場への希望に関するモデルを組み立て、検証するこ

とを目的とした。方法は、オンライン調査を利用し、第一子が３歳から６歳までの子どもを育てる各年齢

100名、合計母親400名を対象とした。発達の遅れの有無による違いを明らかにした結果、身辺自立困り感、

保育の場への身辺自立支援希望において「気になる子」の母親の得点が高かった。また「気になる子」

では、行為、多動から身辺自立困り感へ正のパスが示されたが、身辺自立困り感から援助要請の相手への

パスは示されなかった。「気になる子」の親の支援としては、１）母親の周囲の人も巻き込んだ支援、２）

具体的な対応スキルの教授、３）地域資源との連携の３つが提案された。

キーワード：気になる子、身辺自立、援助要請

問　題

　近年、早寝早起き運動が日本全国のキャンペーン
となるほど、子どもの生活習慣に関する危機感は高
まっている。ベネッセ教育総合研究所（2011）の「第
４回子育て生活基本調査報告書」によると、食事や
しつけなどは、小学校５年生までの30.0％以上の親
が気がかりと答えており、整理整頓や片づけに至っ
ては中学生の54.9％の親が気がかりであると答えて
いる。つまり生活習慣の中でも子どもの身辺自立の

確立は親にとって子育ての大変さの上位に位置づく
のである。
　身辺自立の基盤となる生活動作は、「食事・排泄・
更衣・入浴・清拭」を指し、これらを確立することは、
①自尊心を育てる、②能力を発揮する力が身につく、
③学習の基礎能力を高めることと関連する（鴨下・
立石・中島，2013）。幼少期の身辺自立と就学後の
適応の予測に関する田中・伊藤・野田・高柳・原田・
望月・大嶽・辻井（2014）の研究によると、幼少期
の身辺自立の確立は小学校４年生時の向社会的行動
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と正の相関、多動、問題行動、情緒不安定、友人関
係問題と負の相関が示された。ゆえに幼少期から身
辺自立を促すことは小学校以降の適応に肯定的な影
響を及ぼすのである。
　このように身辺自立の確立は重要であるが、発達
に課題のある気になる子は、睡眠障害、味覚障害、
感覚過敏、注意転動、多動などを抱えやすく、定
型発達の子どもと比較して、身辺自立の確立が難
しい（石田・野澤・藤後，2015）。さらに、気にな
る子が多く示す行動特性として気分のむらや反抗
的態度、多動や不注意などがあり、これらの子ども
の特性が、親のしつけ行動の難しさをより高めてい
る。近年保育の場における乳幼児の問題行動のア
セスメントとしてSDQ（Strengths and Difficulties 
Questionnaire；以下SDQと記載）を用いた実践研
究が報告されている。SDQとは、子どもの適応状態
を行為、多動、情緒、仲間関係、向社会性に分類し、
これらを包括的に把握することができるとして、世
界各国で使用されている。中島・岡田・松岡・谷・
大西・辻井（2012）によるとSDQ の下位項目であ
る行為と多動は親の養育スタイルの叱責と正の相関
を示し、加えて行為は育てにくさや対応の難しさと
も正の相関を示した。つまり気になる子の親は、身
辺自立を含む養育場面で「困り感」を抱くことが多
く、早期からの家庭支援が必要である（中田・筒井，
2014）。ゆえに子どもの生活の場所として、排泄、食事、
睡眠など身辺自立に関する行為が営まれる保育の場
における保育者の子どもへの対応経験の蓄積は、家
庭場面においても参考になるであろう。
　しかしながら、保育者を対象とした研究では、保
護者との問題共有を難しいと感じているとの指摘が
あり、同様に乳幼児期の家族と接する専門家たちは
健診や保健師が家庭訪問をしても援助につながらな
いという難しさを感じることも多い（本田，2015）。
実際に子どもへ不適切な対応を行っている親に対し
て保育者がすぐにアプローチできる場合と、長期間
にわたり「気になる」状態が続いている場合がある

（藤後・坪井・竹内・府川・田中・佐々木，2010）。

保育者は、その後の母親との関係性が壊れることや、
母親が自分を批判されたととらえてしまうと家庭で
子どもに八つ当たりをしてしまうのではないかという
ことを恐れ、母親への働きかけを躊躇することもあ
る。もし気になる子を抱えて、生活場面など身辺自
立に困難さを抱えていることを母親自身から保育者
に相談できるのであれば、より早期に保育の場と家
庭との足並みがそろった支援が可能となろう。母親
が他者に相談する行動は「援助要請」と言われ、「被
援助者が能動的に援助を要請する行動」（大畠・久田、
2006）と定義される。それでは、どのような条件が
そろえば母親は援助要請を行うのであろうか。笠原

（2006）は、園の保護者による保育者への援助要請
行動について一連の研究を行っている。笠原（2006）
によると、子どもについての悩みの深刻度が強いほ
ど援助要請を行っていることが示された。一方で気
になる子を養育する母親は、援助要請を行うことで、
子どもが気になる子として保育者から認識されてし
まい、障害児としてのレッテルをはられてしまうの
ではないかという不安も高い。ゆえに困っていたと
感じていても援助要請を行わないということもありう
る。
　母親からの援助要請が難しい場合、保育者主導
の支援が必要となるが、その場合であっても、そも
そも母親が困り感を抱いているのか、支援を保育の
場に期待しているかどうかを把握しておくことは重
要である。本田（2015）は、対象者からの援助要請
がない場合、対象者自身のニーズをとらえることで
対象者と「つながる」部分を見つける重要性を指摘
しており、保育における家庭支援においてもしかり
であろう。
　本田（2015）の研究によると、発達障害のある子
どもの母親に特徴的な援助要請の抵抗としては、「専
門家・機関からきついことを言われるのではないか」

「専門家・機関を探すのが面倒だ」「母親自身に専門
家・機関に相談するエネルギーがない」などが示さ
れた。すなわちこれらの抵抗感が強いほど、母親の
援助要請を妨げる結果となる。例えば、衝動性が高
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く、いつも他の子どもに乱暴をふるっている気にな
る子の母親は、しつけに関して相談しても他の事で
非難されると思い、他者に相談しない可能性があり
うる。一方で、「専門家・機関の利用が子どものた
めになるなら、とにかく行ってみよう」「専門家・機
関はいろいろな情報を提供してくれるだろう」とい
う期待感が上回る場合や、保育者に相談の専門性が
あると認識されると援助要請が高まるとしている。
　以上より、本研究は、保育の場における気になる
子の家庭支援を検討するために、気になる子と定型
発達児それぞれにおいて、子どもの特性と母親の身
辺自立困り感、援助要請、保育の場への支援希望と
の関係を明らかにすることを目的とする。

方　法

調査対象
　本調査は、日常生活で身辺自立が気になりはじめ
る１歳以上を対象とした母親600名調査の中で、保
育園や幼稚園など保育の場を利用する３歳児以上の
母親400名を対象とした。対象者は、子どもの各年齢、
男女別、保育園児かそれ以外（幼稚園等）かを均等
に割り当てた（例：３歳男子保育園児の母親25名、
３歳男子保育園以外の母親25名）。母親の年齢は年
少20歳、年長39歳、平均年齢33.57歳（SD＝3.79）
であった。
調査手続き
　2015年３月にクロスマーケティングのオンライン
調査を利用して実施した。当該会社の調査モニタ−
として登録している者の中からテーマを説明した上
で匿名にて協力を募った。回答開始前に調査データ
を統計的に処理し発表する可能性と途中で回答をや
める権利を有していることについて説明し、了解し
た者が協力した。彼女らは協力の見返りに景品等と
交換できるポイントを獲得した。
質問内容
保育施設の利用：一時保育、保育園、幼稚園、こど
も園、保育ママ、受験用教室等から回答を求めた。
気になる子の認識：発達の遅れが気になる、発達の

遅れを気にしたことがある、発達相談などで相談し
ていたことがある、療育センターなどを利用したこ
とがある、該当なしについて回答を求めた。
身辺自立困り感：藤生・中野・荒木田・片桐・佐藤・
山名・野崎・飯田（2003）の幼児を持つ親の生活に
関する内容と坂内・設楽・今川・古川（1986）の自
閉症児の生活状況に関する項目から身辺自立の項目
を抜き出した。それらを保育者１名（女性40代）と
発達障害の診断の子どもを持つ母親１名（20代）の
それぞれに、保育場面および家庭での子どもの身辺
自立に関して困り感を抱く場面について尋ねた（表
１参照）。全くそう思わない（１点）～非常にそう思
う（５点）の５件法で回答を求めた。
身辺自立支援希望の内容：前述した保育者１名と母
親１名、そして筆者ら保育現場に関わる研究者３名
で母親が保育の場に期待する身辺自立支援希望の
内容について協議し、10項目（表２参照）を取り上
げ、全くそう思わない（１点）～非常にそう思う（５
点）の５件法で回答を求めた。
援助要請の対象：保育の場での相談相手（保育者、
園長、栄養士）、身近な相談相手（夫、両親、ママ友）、
その他（ネット、病院など）の10項目に対して、全
くあてはまらない（１点）～非常にあてはまる（５点）
の５段階で尋ねた。
子どもの特性：身辺自立に関係する子どもの問題行
動を測定するために親用のSDQの２歳～４歳を用い
た。各項目について、あてはまらない（０点）、まあ
あてはまる（１点）、あてはまる（２点）の３段階で
評定が行われる。SDQは、５つの下位尺度、各５
項目から構成されており、４つ（行為、多動、情緒、
仲間関係）が困難さを示す下位尺度で、１つ（向社
会性）が強みを表す下位尺度である。
　この他に本研究では分析対象としていないが、育
児の担い手、子どもの障害の有無、母親のしつけに
関する意識、育児ストレスについても尋ねている。
倫理的配慮
　オンライン調査に回答する前に、回答は自由意志
であること、匿名性が確保されていること、結果は
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公表されることが確認されている。

結　果

回答者属性
　対象者400名の中で、保育の場に所属していない
ものと、幼稚園受験や小学校受験を予定している教
室や家庭教室を利用しているものを除いた369名を
対象とした。利用施設については複数回答を可とし
たので、保育園214人（58.0％）、幼稚園136人（36.9％）、
子ども園６人（1.6%）、一時保育15人（4.1％）であった。
　この369名の子どもの中で、子どもの発達の遅れ
を指摘されていない人は296人（80.2％）で約８割に
のぼった。一方で約２割が何らかの発達の遅れを気
にしたり指摘されたりしている現状であった。具体
的には、「発達の遅れが気になる」が11人（3.0％）、「発
達の遅れがあるのではないかと指摘されたことがあ
る」が８人（2.2％）、「乳幼児健診や発達相談窓口で
相談したことがある」が23人（6.2％）、「保健センター
の親子教室や発達（療育）センターを利用したこと
がある」が31人（8.4％）であった。このうち本研究
では、発達の遅れを指摘されていない子どもは「定
型発達児」（N=296人）とし、「発達の遅れについて
気になる」「発達の遅れがあるのではないかと指摘
されたことがある」「乳幼児健診や発達相談窓口で
相談したことがある」、「保健センターの親子教室や
発達（療育）センターを利用したことがある」に分
類された子どもを「気になる子」（N＝73）と操作的
に定義することとした。
身辺自立困り感と身辺自立支援希望の実態
　身辺自立困り感の10項目の各項目において「非常
に困っている」と「少し困っている」を合算し、 気
になる子と定型発達児それぞれ上位３つの項目を
確認したところ、その内容は同じ項目であった。上
位３つの項目とは、項目７「おもちゃの片付け」（気
になる子52.1%、定型発達児37.5％）、項目５「寝
る準備や寝起き」（気になる子41.1％、定型発達児
22.6％）、項目４「食事」（気になる子35.6％、定型発
達児22.3％）であり、それぞれ気になる子の困り感

の割合が有意に高かった（χ2（3）=11.750, p<.01；
χ2（3）=12.982, p<.01；χ2（3）=8.922, p<.05）。
　全体の項目を概観すると、定型発達児では20％以
上の値が示されたものは上位３つのみであったが、
気になる子では項目４「お出かけの準備」（34.3％）、
項目１「洋服の着替えなどの準備や片づけ」（28.8％）、
項目２「洋服や靴の着替え・履き替え」（26.0％）、
項目６「寝る」（27.4％）、項目８「トイレ」（26.0％）
と複数示された。気になる子の母親は、多くの場面
で身辺自立困り感を抱いている様相が確認された。
　次に身辺自立支援希望の内容を見てみると、各項
目の「大変そう思う」と「少しそう思う」を合算し
た割合の上位は、気になる子と定型発達児ともに同
じ項目であった。上位３つの項目とは項目３「しつ
け場面で私が子ども接している様子を見てもらい、
助言をもらいたい」（気になる子72.6％、定型発達児
52.7%）、項目１「保育者が子どもにしつけ（食事、
着替え、排泄）を行っている様子を見てみたい（気
になる子71.23％、定型発達児52.7％）、項目４「個
別に口頭や連絡帳で、しつけやそのヒントについ
て教えてほしい」（気になる子71.2％、定型発達児
50.3％）であった。これらの項目のうち、統計的な有
意差は項目３にのみ示されたが（χ2（3）=10.805、
p<.01）、すべてにおいて気になる子の割合は70％を
超えていた。

尺度構成
　身辺自立困り感に関する10項目を因子分析（主因
子法、プロマックス回転）した結果、表１の通り一
因子構造が確認でき、α係数は、0.923、累積寄与率は、
55.783％であった。10項目の合算した点数を項目数
で割った得点を身辺自立困り感尺度とした。
　次に、身辺自立支援希望の内容10項目を因子分
析（主因子法、プロマックス回転）した結果、4.0未
満の項目が１つあったため、それを除いて再度９項
目で因子分析を行った。その結果、表２に示す通り
２因子が確認でき、第一因子は「個別に口頭や連絡
帳で、しつけやそのヒントについて教えてほしい」
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などであったため「保育の場での助言」（α＝0.854）
と命名した。第二因子は、「家の様子を映像にとっ
てくるので、その様子を見ながらアドバイスが欲し
い」などであったため「家庭場面での具体的助言」（α
＝0.824）と命名した。
　最後に援助要請の相手に関して、「誰にも相談し
ない」を除く９項目に因子分析（主因子法、プロマッ
クス）を行った。因子負荷量が4.0未満になった２項
目を除く７項目で再度因子分析を行った結果、２因
子に分類され、因子間相関は0.089と低かった。項
目内容を確認したところ、病院以外の相談相手はす

べて人物であったため、病院は独立項目として分析
することとし、再度６項目で主因法バリマックス回
転を行ったところ２因子が確認された（表３）。第一
因子は、保育の場での保育者以外の職種・役職への
相談（α＝0.829）、第二因子は身近な人への相談（α
＝0.502）と命名した。累積寄与率は45.391％であっ
た。なお相談相手に関しては、因子負荷量の関係か
ら削除された内容を再検討し、「保育者に相談する」

「ネットで相談する」「誰にも相談しない」「病院へ相
談する」れ単独の項目として付け加えた。
　親用SDQ（２～４歳）は、すでに標準化されてい

表1　身辺自立困り感尺度
因子
Ⅰ 共通性

「洋服の着替えなどの準備や片付け」場面が困りますか？ .824 .679

「食事や用意や片付け」場面が困りますか？ .805 .649

「お出かけの準備」場面が困りますか？ .780 .608

「食事」場面が困りますか？ .777 .604

「洋服や靴の着替え・履き替え」場面が困りますか？ .765 .585

「お風呂」場面が困りますか？ .733 .537

「寝る準備や寝起き」場面が困りますか？ .722 .521

「おもちゃの片付け」場面が困りますか？ .711 .505

「トイレ」場面が困りますか？ .674 .455

「寝る」場面が困りますか？ .660 .436

表2　身辺自立支援希望尺度の因子分析
Ⅰ Ⅱ 共通性

「個別に口頭や連絡帳で、しつけやそのヒントについて教えてほしい」 .914 -.083 .751

「しつけ場面で私が子ども接している様子を見てもらい、助言をもらいたい」 .878 -.058 .713

「保育園や幼稚園で、しつけに関する子育て講座を開いてほしい」 .579 .238 .558

「保育者が子どもにしつけ（食事、着替え、排泄）を行っている様子を見てみたい」 .566 -.099 .263

「全体へのおたよりで、しつけやそのヒントについて教えてほしい」 .493 .274 .481

「夫や祖父母に、子どものしつけについて話してほしい」 .482 .230 .419

「家の様子を映像にとってくるので、その様子を見ながらアドバイスが欲しい」 -.170 .968 .769

「保育者が家庭訪問にきて、私の家での対応方法を見てほしい」 .012 .829 .699

「保育園や幼稚園の保護者会で、しつけについての話し合いの機会を作ってほしい」 .202 .548 .474

因子間相関 F1 F2

F1 _ .602
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るので、そのまま用いることとした。それぞれの下
位尺度のα係数を確認したところ、行為（α＝0.648）、
多動（α＝0.726）、情緒（α＝0.638）、仲間関係（α
＝0.602）、向社会性（α＝0.823）が示された。

分散分析
　はじめに、身辺自立困り感、身辺自立支援希望の
各下位尺度、援助要請、SDQの下位尺度をそれぞ
れ従属変数とし、発達の遅れの有無（気になる子/

表3　援助要請の相手項目の因子分析
Ⅰ Ⅱ 共通性

給食の先生や栄養士 .916 .072 .768
看護師やカウンセラー .781 -.083 .652
園長 .686 .071 .503

両親 .078 .572 .322

夫 .052 .478 .245

ママ友 -.082 .465 .217

気になる子 定型発達児
発達の遅
れの有無 性別 交互

作用男子
(N=54)

女子
(N=19)

男子
(N=131)

女子
(N=165)

身辺自立困り感 2.659 2.642 2.157 2.134 17.336 ** 0.028 0.001
(0.841) (1.007) (0.837) (0.805)

保育の場での助言 3.478 3.421 3.251 3.167 4.343 * 0.373 0.013
(0.768) (0.562) (0.798) (0.821)

家庭場面での具体的助言 2.716 2.807 2.438 2.331 8.057 ** 0.003 0.552
(0.926) (1.020) (0.917) (0.891)

保育の場での保育者以外の
職種・役職への相談

2.025 1.544 1.850 1.764 0.032 5.039 * 2.440
(0.956) (0.747) (0.896) (0.826)

身近な人への相談 3.796 3.211 3.695 3.564 0.988 8.026 ** 3.230
(0.830) (0.869) (0.860) (0.887)

保育者への相談 3.407 3.000 3.252 2.994 0.214 3.630 0.183
(1.237) (1.291) (1.146) (1.217)

病院への相談 3.000 2.368 2.565 2.248 2.386 6.960 * 0.769
(1.374) (1.342) (1.229) (1.176)

ネットでの相談 2.537 2.158 2.374 2.218 0.077 2.084 0.363
(1.397) (1.385) (1.249) (1.235)

誰にも相談しない 2.241 2.684 2.260 2.297 1.066 1.817 1.295
(1.302) (1.336) (1.232) (1.180)

行為 1.744 1.632 1.602 1.560 3.310 1.715 0.366
(0.435) (0.449) (0.393) (0.399)

多動 2.059 1.842 1.802 1.716 8.071 ** 5.016 0.956
(0.489) (0.501) (0.454) (0.457)

情緒 1.663 1.474 1.418 1.419 6.435 * 2.551 2.609
(0.468) (0.366) (0.373) (0.410)

仲間関係 1.719 1.611 1.431 1.405 23.809 ** 1.746 0.662
(0.374) (0.323) (0.358) (0.332)

向社会性 1.978 2.168 2.156 2.261 4.248 * 5.085 * 0.428
(0.478) (0.496) (0.420) (0.458)

表４　各尺度の分散分析の結果
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定型発達児）、性別（男子/女子）の２つを独立変
数とした２要因の分散分析を行った。その結果、表
４の通り、身辺自立困り感（F（1，365）=17.336, p
＜0.01）、保育の場での助言（F（1，365）=4.343, 
p＜0.05）、家庭場面での具体的助言（F（1，365）
=8.057, p＜0.01）、 多 動（F（1，365）=8.071, p＜
0.01）、情緒（F（1，365）=6.435, p＜0.05）、 仲間関
係（F（1， 365）=23.809, p＜0.01）、向社会性（F（1，
365）=4.248, p＜0.05）で発達の遅れ（気になる子/
定型発達）の有無による主効果が示された。多重比
較の結果、向社会性を除く、すべてにおいて気にな
る子の得点が高かった。また、保育の場での保育者
以外の職種・役職への相談（F（1，365）=7.544, p
＜0.01）、身近な人への相談（F（1, 365）=8.026, p
＜0.01）、病院への相談（F（1， 365）=6.960, p＜0.05）、
向社会性（F（1，365）=5.085, p＜0.05）においては、
性別の主効果が示された。多重比較の結果、保育の
場での保育者以外の職種・役職への相談、病院へ
の相談、身近な人への相談は、男子の得点が女子よ
り高く、向社会性は女子の得点が男子より高かった。

援助要請に関連する要因

　次に子どもの特性から、母親の身辺自立困り感を
媒介変数として、援助要請を行い、最終的に保育
の場に身辺自立の支援を希望するというモデルを発
達の遅れの有無（気になる子/定型発達児）のグ
ループ別にAmos22（IBM社）によるパス解析を実
施した。その結果、気になる子の母親の援助要請
モデルの適合度指数は、AIC=140.513、GFI=.887、
AGFI=.828、 CFI=1.00、RMSEA=.000と十 分 な 値
であったため、この結果を用いることとした。定型
発達児の母親の援助要請モデルは、AIC=158.979、
GFI=.974、AGFI=.950、CFI=.996、 RMSEA=.014と
十分な値であったため、この結果を用いることとし
た。
　気になる子の母親の援助要請モデルについては、
身辺自立困り感へは、行為と多動から正のパスが示
されたが、身辺自立困り感からは援助要請と身辺自
立支援希望にはパスが示されなかった。情緒は病院
とネットに直接パス、そして保育者以外の職種・役
職を媒介して、保育の場での助言と家庭場面での具
体的助言に正のパスを示した。また仲間関係からは
家庭場面での具体的助言と誰にも相談しないに正の
パスが示された。興味深いことに、保育者は独立的

図１　気になる子の援助要請の規定モデル
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なものとなっており、どこからもパスが示されなかっ
た。
　定型発達児の援助要請モデルでは、身辺自立困り
感へは多動から正のパス、向社会性から負のパスが
示され、身辺自立困り感を媒介して保育の場での助
言へ直接の正のパスと保育者を通した間接的なパス
を示した。また家庭場面での具体的助言へは、仲間
関係から保育者以外の職種・役職を通した間接的な
パスと情緒と仲間関係からの直接パス、そして保育
の場での助言からのパスが示された。

考　察

気になる子を育てる母親の実態
　先行研究では、小学校低学年から中学生までの
発達障害児の保護者は、定型発達児の保護者と比
較して、育てにくさや育児不安を感じているが、実
際の相談数は小学校では定型発達児の母親の方が
多かった（中島ほか，2012；山本・神田，2011）。本
研究ではさらに学年が低い小学校前の幼児を育てる
母親の援助要請について検討した。幼児期は学習面

より生活面や遊びが日常生活の中心となるため、子
どもの食事・睡眠・着脱・片づけなど身辺自立につ
いて悩む母親は多いのではないかと考えた。そこで、
はじめに、発達の遅れの有無（気になる子/定型発
達児）による身辺自立困り感、身辺自立支援希望を
調査してみると、やはり気になる子の親の方が身辺
自立の困り感を抱いており、支援の期待も高かった。
　身辺自立困り感が生じる具体的な場面としては、
上位３つは同じ内容であったものの、気になる子の
母親の方がより困難さを感じており、着替え、片づけ、
食事、寝る準備、睡眠、排泄、外出の準備など日常
生活の多くの場面で困り感を抱いていた。しかしな
がら援助要請のすべての相手において、発達の遅れ
の有無（気になる子/定型発達児）による得点差は
示されず、気になる子の母親は身辺自立の困り感が
強いものの、より積極的な援助要請を行っているわ
けではないことが明らかになった。毎日の営みであ
るからこそ、日々の困り感が蓄積されると、子ども
への不適切な対応につながる可能性も高く、より予
防的な支援が求められる。

図２　定型発達児の援助要請の規定モデル
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援助要請を規定する要因と今後の支援に向けて
　本研究では、日々の身辺自立困り感は、子どもの
どのような問題行動から生じているのか、また、身
辺自立困り感を抱くことで実際に誰に援助要請を
行っており、保育の場にどのような支援を期待して
いるのかという援助要請のプロセスを気になる子と
定型発達児の母親に分けて検討した。その結果、気
になる子と定型発達児の母親の援助要請モデルでは
違いが示された。
　そこで、ここでは両モデルの共通点を中心に述
べ、その中で各モデルの特徴の違いについて言及す
る。両モデルの共通点としては下記の３つが挙げら
れた。①身辺自立困り感には、子どもの問題行動の
多動からパスが示され、多動傾向が強いほど身辺自
立困り感が高まっていた。②子どもの問題行動（定
型発達児は仲間関係、気になる子は情緒）から、保
育者以外の職種・役職への相談を通して、支援の希
望を強めていた。③子どもの問題行動の仲間関係が
強まると、支援の希望が増すと同時に誰にも相談し
ない傾向を強めていた。
　はじめに両モデルの身辺自立困り感を強めている
多動の項目内容を確認すると、「落ち着きがなかった
り」、「集中できなかったり」、「気がそれやすかったり」
などで構成されていた。これを具体的な身辺自立の
場面に置き換えて考えてみると、例えば食事場面や
睡眠場面、外出場面などでテレビやおもちゃなど他
の刺激に注意が向いてしまい、本来求められている
目的（例：食事、睡眠、片づけ）などに集中できな
いことが生じうる。そして子どもの多動が見られた
際、通常母親は声をかけ子どもの行動を促すが、そ
れでもなかなか行動修正ができないのであろう。さ
らに相違点でもあるが気になる子では、行為から身
辺自立困り感へも正のパスも示されていた。つまり、
母親が子どものしつけ行動を促そうとする際、子ど
もは、行為の内容である「かんしゃくを起こしたり」、

「口答えしたり」という行動を示すため、母親はより
困り感を抱くこととなる。特に多動と情緒、仲間関係、
身辺自立困り感の得点は気になる子の方が高いため

に、母親は頻繁に子どもの問題行動に困惑し、困り
感を強めている実態が確認された。
　一方、定型発達児の親の特徴としては、身辺自立
困り感が高まった時、最も身近な存在である保育者
への援助要請が強まり、保育者を通して、保育の場
や家庭場面での助言を求めていた。このことから定
型発達児の親が身辺自立で困り感を抱いた際は、保
育者が中心となり積極的に知識を提供したり、保育
の場での相談を繰り返すことで、母親自身がより主
体的に解決する力を身に付けることができるであろ
う。
　共通点２番目の子どもの問題（気になる子は情
緒、定型発達児は仲間関係）から、保育者以外の職
種・役職への相談を通して、支援の希望を強めてい
ることに関して述べていく。気になる子は、「お腹が
痛い」「新しい場面での不安」「心配事が多い」など
子どもに情緒の問題が示された時、定型発達児は仲
間関係の問題が生じた場合に保育者以外の職種・役
職へ援助要請を行っていた。定型発達児の親の場合、
身辺自立の困り感は気軽に担当保育者に相談できる
が、クラスの中の仲間関係の問題は、保育者には相
談しづらく、保育者以外への相談動機が高まるよう
であった。気になる子の親は「お腹が痛い」など心
身面では看護師などに相談しやすいことが明らかに
なり、保育の場でのチーム対応の重要性が示唆され
た。お迎え時に園長や主任といった経験のある保育
者や看護師が（意識的に）廊下やフロアーで母親を
出迎え、自然な雰囲気で話しかけることで、母親が
気軽に相談できる体制づくりをしておくことが大切
であろう。またそれぞれが相談を受けた内容を関係
者で情報共有し、小さな変化を見逃さず、適切なタ
イミングで適切な人が支援を提供できることを期待
したい。
　共通点３番目の仲間関係の問題は、家庭場面で
の助言を求める一方で、誰にも相談しない傾向も強
めることとなった。つまり仲間関係がこじれた場合、
家庭での助言を希望するものの、特に気になる子の
母親は、誰にも援助要請を行わず、問題が大きくな
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るまで顕著化されない可能性が高いのである。困っ
たことをなんでも相談できるようになるためには、保
育者への信頼感が必要であり、保育者側も日々のお
迎え時や個人面談、連絡帳を用いて、母親と問題や
困り事をネガティブな側面のみでなく共通の課題と
して共有できる力量を身につけることが求められる。
　最後になるが、身辺自立に関する本研究の最も特
徴的な結果は、気になる子の身辺自立困り感には、
行為と多動からパスが示されているものの、援助要
請にはどこにもパスが確認されなかったことである。
身辺自立に関しては特に誰かに相談することもなく、
一人で抱えこんでしまう可能性が高いことや、毎日
のことであるがゆえに日々目の前の対応に追われて 
しまっており、それをあえて問題として意識する余
裕さえないのかもしれない。気になる子の母親は身
辺自立の困り感や仲間関係について強い悩みがあっ
たとしても、援助要請がなされない状況は、母親の
育児ストレスを高め、親子関係が悪化してしまう可
能性も否めない。母親の育児ストレスは、虐待など
緊急性の高いリスクにつながることもある一方、緊
急性は高くないものの子どもが大人しくなるように
テレビやiPadやスマホを見せながらその場しのぎの
関わりをしてしまう可能性も高い。これらのことをも
とに３つのタイプに分類してみた。①疲弊停滞型；
毎日の生活や子どもとの遣り取りに精一杯で余裕が
ない。②未解決処理型；困りごとの解決はしていな
いものの趣味や愚痴などで気持ちには余裕がある。
③模索前進型；情報収集、有料学童クラブなど母親
自ら模索しながら問題解決を目指している。これら
はあくまでも仮説であり、今後はインタビュー調査
なども踏まえ検証していく必要があろう。
　気になる子の身辺自立の支援としては、具体的に
３つのことを提案したい。１つ目は母親の周囲の人
も巻き込んだ支援、２つ目は具体的な対応スキルの
教授、３つ目は地域資源との連携である。まず１つ
目であるが、気になる子へは身近な家族やママ友な
ど周囲の人も巻き込んで子どもの特性理解や問題へ
の対応方法などの情報を提供し、母親を責めない環

境を提供することが重要である。特に子どもが行為
や多動の問題を示す場合、幼少期から子どもは怒
られることが多く、かつ他者をも巻き込むことが多
いため、母親も他者に対して謝ることが多くなろう。
さらに子どもの特性を母親の育て方の問題や愛情の
問題であると誤解され、身近な人や家族からも責め
られてしまうこともありうる。そこで、まずは身近な
人が母親に安心感を提供できることが必要であり、
そのためには保育の場から気になる子の母親のみで
なく周囲の人にも積極的に適切な情報提供を行って
いくことが期待される。
　次に具体的な対応スキルについてだが、広汎性発
達障害児を持つ夫婦40組を対象にお互い望む理想
のサポートの内容を明らかにした岡野・武井・寺崎

（2012）によると、母親は子どもの育て方や関わり方
が分からないというストレスが多く、夫に母親への
サポートのみでなく、子どもへのサポートを求めて
いた。これを保育の場の支援に当てはめると、単に
母親のしつけの大変さに苦労や共感を示すという情
緒的サポートのみでなく、気になる子の母親がどの
ように対応しているのかをさらに分析し、保育の場
における子ども自身の身辺自立スキル獲得や母親自
身が適切な対応方法を学べる支援も有効であろう。
３つ目の地域資源の情報提供についてだが、家族支
援として、保育の場以外にも、発達支援センターや
保健センターや地域の子育てひろば等が育児の困り
ごとを「気軽に」相談できる場であることをより一
層丁寧に周知していく必要性がある。そのためには、
母親の支援に関わるものが地域資源の情報を把握
し、他機関と連携する力量が求められる。現在養成
校では、保育相談支援という科目が必修となり、こ
ういった内容を教授しているが、今後さらに、養成
段階および現場の実践力育成の方法の研究も検討
課題として挙げられる。
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