
問題と目的

　筆者は、保育者や子育て支援ひろばのスタッフと
して従事した経験もあり、育児の悩みについて相談
を受けてきた。その度ごとにその悩みについて返答
するなかで、親がどのような点に問題を持っている
のかということについて継続的支援とその変化の追
跡が必要なのではないかという問題意識を持った。
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要　旨

　本研究は、アンケートを媒介にした応答により単に対象を明らかにするためではなく、調査の応答によっ

て協力者自身が主体的に考えていく手立てになるファシリテーター的調査を用いながら親がどのように変

化するかを明らかにすることを目的とする。

　実施期間は2009年～ 2011年の３年間であり、調査内容は３つに分かれている。研究協力者は、2009年

時点、子育て支援ひろばを利用する年齢である３歳児以下の育児をしている30歳代の母親33名である。

調査方法は、１回目の結果を基に２回目に２回目の結果を基に３回目にというファシリテーター的応答法

である。

　調査結果は、この方法で調査をすることにより研究の協力者も自ら研究に参加し、主体的な育児者にな

るということが分かった。

　今後の課題は、自ら発達を遂げてきた親たちがファシリテーターになり、これからの親たちを支援して

いく方向を探求することである。

キーワード：ファシリテーター的調査、応答、主体性、社会的評価、継続的親の変化

１）寒河江　芳枝　　東京未来大学非常勤講師

　これまでにも育児不安についての調査１）２）は数多
くなされているが、継続的に親の変化、発展を捉え
ている研究は不十分だと思われる。そこで、調査を
継続しその結果を返していくことによる変化を取り
たいと考え調査を試行した。
　ここでの調査は、2009年から2011年に渡る３年間
に及ぶ研究である。2009年度（研究１）は、様々な
地域に在住している母親の声を求めることにより、
母親の要望を調査し、具体的に分析・検討した。
2010年度（研究２）は、2009年度に協力してくれた
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母親の意見を一覧表にし、それを返すことにより親
たちが自分たちの悩みを見つめなおす機会を設け
た。さらには、「子どもと生活する中で子どもから学
ぶことがある」かどうかについての質問調査を行っ
た。これにより、親の悩みとその変化の構造を解明
した。2011年度（研究３）は、「今、子育てをして
いる中で、どんな悩みを持っているか？」から「子
どもと生活する中で子どもから学ぶことがある」に
転換したのは、どのような契機があったからなのか？
同時に、「育児が育自（子どもを育てることにより自
分が育つ）に変わる方向にしてくためには、どのよ
うな支援が必要だと思いますか？」について検討す
る中で子育て中の保護者（母親）と子育て支援プロ
グラムを作成するため、ファシリテーター的調査の
方法で第３回目のアンケート調査を行った。ファシ
リテーター的調査の方法とは、以下に述べたファシ
リテータ−の精神を調査の中に入れ込んだことをい
う。具体的には、ただ対象の育児の悩みを明らかに
するためだけではなく、調査の応答によって協力者
自身が主体的に考えていく手立てになる調査のこと
をいう。
　このような研究の経緯を持ちながら本研究を進め
た。一般に子育て支援の問題などを調査３）４）する場
合には、客観的立場により検討されることも多いが、
本研究は筆者の知人たちを研究対象にしている。ま
さしく筆者は、本研究において協力者たちのファシ
リテーターの役目を持ち、その役目が果たしやすい
研究方法をとった。同時に母親たちの回答の中から
今日子育て支援者に求められている内容についても
二次的課題として掲載する。
　一般にファシリテーター５）とは、「支援者であって、
リーダーではない」、「人と人を結びつける」などと
言われている。伊志嶺・新澤６）は、「ファシリテー 
ターは相手を、自分の思いで引っ張ったり押したり
して指導するのではなく、相手の思いをよく聴いて、
必要な情報は提供するなどして、そこから本人が答
えを見つけることを手伝っていく。」と述べている。
　本研究は、アンケートを媒介にした応答によりファ

シリテーター的調査を用いながら親の主体がどのよ
うに変化するかを明らかにすることを目的とする。

方　法

⑴�　研究協力者（研究の対象となることを協力して
くれた人たちを協力者とする）

　０歳から13歳までの子どもの育児をしている30歳
代の母親33名。社会的生活様式は、専業主婦で学
歴は短大以上であり、子どもを１～３人育てている。
そのなかでも多くの親たちは、２人の子育てをして
いる。協力者については、2009年時点、子育て支援
ひろばを利用する年齢である３歳児以下の子どもを
もつ母親であったが、本研究は継続的な研究である
ため、協力者の子どもたちも３歳以上になっている。
よって、ここでの対象児は、未就学児とする。さら
には、アンケートの中に年齢枠がおいてあるため、
兄や姉の年齢を記入した親もいる。
⑵　調査者と協力者の関係
　今回のアンケート調査は、不特定多数を調査の対
象にしているわけではなく、筆者の知人たちを研究
協力者とした、ファシリテーター的調査方法を用い
ている。しかし、調査の対象としている人たち（協
力者）は、お互いに知っているわけではなく、まさ
しく筆者は本研究のファシリテーターのような役目
をもつ。アンケートの協力者である母親たちは、様々
な地域に在住している。けれども、結果を報告した
時にお互いが、間接的に認識し合う関係にある。
　本研究の内容は、研究１から研究３まである。そ
の研究の経緯を図に表すと以下のようになる（図１）。

図１　研究の経緯（2009～2011）
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⑶　調査方法
＜研究１＞
　33名の母親に「今育児をしている中で、どんな悩
みを持っているか」ということを尋ねた。記述に対
しては、思ったことをすべて書き出してもらった。
協力者である母親とのやりとりに関しては、聞き取
り調査、及びメール、ファックスを用いた。
＜研究２＞
　２つの質問調査を行った。１つ目は、母親に昨年
度調査した結果の一覧を郵送し、その資料を見ての
意見や感想を述べてもらう。２つ目としては、「子ど
もと生活する中で子どもから学ぶことがある」かど
うかの２項目についてアンケート用紙に記述しても
らった。協力者である母親とのやりとりに関しては、
主に郵送で行った。また、数名についてはメールで
のやり取りを用いた。
＜研究３＞
　先にも述べたアンケートによるファシリテーター的
調査方法である。本研究は、研究２（2010年度）の
アンケート結果を郵送し、その資料を見て２つの質
問調査を行った。１つ目は、研究２（2010年度）の
＜今、育児をしている中で、どんな悩みを持ってい
るか？＞（研究１で行ったアンケートａ）の結果から
研究２（2010年度）の＜子どもと生活する中で子ど
もから学ぶことがある＞（アンケートｂ）に転換した
のは、どのような契機があったからだと思いますか？

（アンケートｃ）２つ目は、また、これからさらにこ
うした育児が育自（子どもを育てることにより自分
が育つ）に変わる方向にしていくためには、どのよ
うな支援が必要だと思いますか？（アンケートｄ）と
いう質問紙を配布した。協力者である母親とのやり
とりに関しては、主に郵送で行った。また、数名に
ついてはメールでのやり取りを用いた。
⑷　倫理的配慮
　アンケート調査は、一人ひとりに、応答について
の了解を得た。分析や結果の公表にあたっては、個
人的な情報が含まれないことを確認した。

結果・考察

　研究１からアンケートを分析・検討した結果明ら
かになったことは、「子どもの気になる姿」と「母親
の不安感・負担感，悩み」をそれぞれ10のカテゴリー
に分類することができた。それらを通して親がどう
変化したかを別枠として設けた（下記参照）。

表１　2009年度アンケート調査の結果
10のカ
テゴリー 子どもの気になる姿 母親の不安感・負担感，悩み

（子どもについて）

⑴発達面
（子ども
とのかか
わり）

・人見知り（６ヶ月・２歳）
・いつになったら歩くのか？
（１歳）

・一歳半になっても一人歩きを
しない（１歳）

・いつになったら言葉を発する
のか？（１歳）

・ママでないとダメ（何か問題
があると今まで遊んでいた夫
でもダメ）（１歳）

・「靴はこれがはきたい」など、
自己主張が激しくなってきた

（２歳）
・何でも嫌だ嫌だ（２歳）

・ベビーカーが嫌いで乗らない
ため、常に抱っこで疲れる

・言葉が出ないため
・平日も土日も関係ないので

ゆっくり寝ることができず、
朝から（土日）何かイライラ
する（しつけ・行動面・きょ
うだいとのかかわり・友達と
のかかわり・あそび・食事
面）

・母乳がないといられない子ど
もで昼も夜も何時間もくっつ
いているため家事ができない

・夫の子どもへのかかわりの少
なさ

⑵健康面

・夜泣きについて（０～３ヶ月）
・おっぱいの吐き出し（１ヶ月）
・なかなか寝付かない（１ヶ月）
・呼吸する声や音が苦しそう
（１ヶ月）

・眠りの浅さ（８ヶ月）
・なかなか歯が生えてこない
（１歳）

・母乳がないといられない子ど
も（１歳）

・寝付きが悪い（２歳）
・家にいると３食以外にもよく

食べる（２歳）
・病気がちで体が弱い（２歳）
・便秘（２歳）
・夜なかなか寝ないので、朝起

きられない（３歳）
・興奮したりした日は、夜寝ぼ

けて泣き叫ぶ（３歳）

・歯医者が大嫌いで大泣き
・上にきょうだいがいるとお昼

寝のタイミングを作ってあげ
ることができない

・完母で育児をしているが、体
重が非常に増加しているので
心配

・保育園の昼寝の影響もあり、
寝るのが遅い

・体重増加が非常に気になる
（小児科でも間食禁止と言わ
れた）

・母乳の管理がいがいと大変
・病気の心配
・夜、何度もミルク（哺乳瓶）

を欲しがるのでゆっくり眠れ
ない

⑶食事

・離乳食を食べたがらない（１
歳）

・１歳前後の頃は、食事を口に
運ぶ前に床へ落とすことが繰
り返される（１歳）

・離乳食はあまり食べず、水分
しか取らない（１歳）

・食べ散らかす（１歳９ヶ月）
・ちょっとかじっては、食べて

いる物を投げる（１歳９ヶ月）
・食べられる物が増えず、同じ

物ばかりを食べる（偏食）（２
歳）

・ムラ食いでご飯時にしっかり
食べないから合間におやつを
欲しがる（２歳）

・給食は、食べられるか？（２
歳）

・炭酸飲料が好き（３歳）
・食事を食べずにお菓子を食べ

る（３歳）
・立ち歩く（３歳）
・時間がかかる（３歳）
・野菜が苦手（３歳）
・食事の途中で遊ぶ（３歳）

・離乳食の食べムラがある時、
お腹がすかないか心配になる

・食事のマナーの悪さに気分が
滅入る

・頑張って作るほど、食べずに
辛い

・食べ物アレルギーがあるので
除去食が大変

・上にきょうだいがいると、お
菓子の種類の制限ができない
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⑷行動面

・好奇心旺盛だが、危険な場所
へ躊躇せずに行く（２歳）

・要求が通らないと怒る（２歳）
・物を投げる（２歳）
・反り返って泣き叫ぶ（２歳）
・悪気なくぶつ、押す（３歳）
・いつでも走っている（３歳）
・おしりを出して歌をうたう
（３歳）

・買い物中、いろいろと触る（３
歳）

・何度伝えても危ない事を繰り
返し行う（３歳）

・見ていない所で怪我をしたり
するのが怖い（しつけ・きょ
うだいとのかかわり・友達と
のかかわり・あそび）

・注意を促しても繰り返し行う
ので目が離せない（しつけ・
きょうだいとのかかわり・友
達とのかかわり・あそび）

⑸きょう
だいとの
かかわり

・聞き分けがないこと。
　例えば、人が使っている（玩

具）を欲しがり、手に入らな
いと手に入るまで泣く（２歳）

・兄に玩具を譲らせる。弟の行
動も心配であるが、兄に我慢
をさせることも心配である

⑹友達と
のかかわ
り

・日中は、母親と二人の生活な
ので友達の輪の中に入れる
か？（２歳）

・公園デビューの時には、友達
にすべて物を貸してしまう

（２歳）
・友達と仲良くできるか？（２

歳）
・友達を叩く（３歳）
・友達を押す（３歳）
・友達を噛む（３歳）
・おもちゃを投げる（３歳）
・おもちゃを貸せない（３歳）
・挨拶代わりのように手を出す
・友達に「どうぞ」と言えるの

に、「貸して」と言えない（３
歳）

・引っ越したので遊び場や遊び
仲間に悩んだ。同じ年頃の友
達を作らないといけないよう
な強迫観念を感じ辛かった。
親子だけでのんびり過ごして
いたいけど、子ども同士で遊
ばないとかわいそうなのかと
悩んだ

・他の子どもと比べて消極的な
ことを自分のせいではないか
と悩む

・サークルやママ友との交流が
増えてくるので、付き合いな
どが大変に思うことがある

⑺あそび

・公園に連れていかないのが理
由なのか、姉の幼稚園のお迎
えの時に遊具から離れようと
しない（２歳）

・勝つ時と負ける時があること
がなかなか理解できない（２
歳）

・順番が待てない（３歳）
・おもちゃの片付けをしない
（３歳）

・物の貸し借りがスムーズにい
かない（３歳）

・娘（１歳９ヶ月）の好きな遊
びが今ひとつ分からない。息
子たちの場合は、電車やミニ
カーなど好きな物が明確だっ
た

・兄の影響でゲーム（DS）を
やりすぎる

・離れる時は暴れて、自転車か
らも飛び下りそうになるので
毎日が辛い

・ゲームなどをした時に負けた
時の対処

⑻言葉
・困ったことを先生に伝えられ

るか？（２歳）
・言っていることはなんとなく

分かるが、会話になっていな
い

⑼環境面

・上にきょうだいがいると、慌
ただしい生活に巻き込んでし
まう（２歳）

・精神的に不安定になる（３歳）

・保育園が充実していない
・二人の子どもに十分愛情を感

じてもらえているか心配
・上の子どもの時には、置かな

いようにしていた危険な物
（誤飲しそうな細かいおも
ちゃやはさみなどの文具）が
出してあるので、いつもイラ
イラしてしまう

・下の子どもができたことをな
かなか上の子どもに伝えられ
なかった

・上の子どもの習い事にも下の
子どもを連れ回さなければな
らない

・生活環境の中で大人が多いた
めに良い点と悪い点がある

（親がダメだと思っても他の
大人が良いと判断する）（し
つけ・あそび・食事面）

・進学について（公立or私立）
・どの園の未就園児クラスに入

れるか？

⑽しつけ

・トイレトレーニング（２歳）
・危ない所でも手をつなぐのを

嫌がる（２歳）
・オッパイを触る（３歳）
・学習能力ゼロ（３歳）
・道路や信号などきちんと止ま

れない（３歳）
・歯磨きの仕上がりを嫌がる
（３歳）

・トイレトレーニングが進まな
い

・注意してもまったく聞いてい
ない（行動面・あそび・食事
面）

・まだ小さいからという理由で
どこまでわがままを許すべき
か、どこから注意すべきか（行
動面・きょうだいとのかかわ
り・友達とのかかわり・食事
面）

・叱り方について考えることが
ある（くどくど言わないよう
にすること）（行動面・きょ
うだいとのかかわり・友達と
のかかわり・食事面）

・自分が疲れていると強い口調
になり反省することもある

（行動面・きょうだいとのか
かわり・友達とのかかわり・
食事面）

別枠　 親の悩み（自分自身について）

・子どもが欲しいと思ってできた子どもではないので、かわいい
と思えるのに時間がかかった

・本を読んだり自分の時間を作りたいが、寝かしつけると疲れ果
てて起きられない

・１日が、27時間ぐらいあるといい
・自分の時間が取れない
・一人の時間がなくてイライラする

　10のカテゴリーとは、⑴発達面　⑵健康面　⑶
食事面　⑷行動面　⑸きょうだいとのかかわり　⑹
友達とのかかわり　⑺あそび　⑻言葉　⑼環境面 
⑽しつけである。
　ここでは、それぞれのカテゴリーのおもだったも
のを取り上げることにする。⑴いつになったら歩く
のか？　いつになったら言葉を発するのか？　⑵
おっぱいの吐き出し、なかなか寝付かない、便秘。
　⑶立ち歩く。偏食などがある。　⑷悪気がなく押
す、いつでも走っている。　⑸聞き分けがないこと。
例えば、人が使っている物（玩具）を欲しがり、手
に入らないと手に入れるまで泣く。そのため、兄に
玩具を譲らせる。弟の行動も心配であるが、兄の我
慢をさせることも心配である。　⑹友達に「どうぞ」
と言えるのに、「貸して」と言えない。　⑺物の貸し
借りがスムーズにいかない、順番が待てない。　⑻
言っていることはなんとなく分かるが、会話になっ
ていない。　⑼上の子どもの時には置かないように
していた危険な物（誤飲しそうな細かいおもちゃや
はさみなどの文具）が（兄との遊びの都合から）出
してあるので、いつもイライラしてしまう。　⑽トイ
レトレーニング。まだ小さいからという理由でどこま
でわがままを許すべきか、どこから注意すべきか。
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　母親のアンケートから読み取れたことは、母親の
悩みが非常に日常生活に密着した身近なものであ
る。その解決には、自由に話し合う機会を持つこと
が問題の解決に必要なのではないかと思われた。
　アンケートによる母親の声によると、１人目の時は
かなり悩んだが、２人目の場合はそれほど悩みがな
い。１人目の時に悩んだことと２人目の時に悩んで
いることは違う。上が男の子で下が女の子でも悩み
は異なるなどの意見が挙がった。つまり、支援者は
一人ひとりの声を丁寧に聞いていくことが求められ
ているのかもしれない。
　「子どもの気になる姿」と対応させてみると「母親
の不安感・負担感，悩み」も各カテゴリーに応じて
かなり多いことが分かった。支援者側は、自然に話
せる環境を設定することが大切だと考えられる。ま
た、育児が円滑になるためにも母親の不安感・負担
感を緩和し、よりよい子育てができるような支援が
強く求められているのではないかという示唆を得た。
　研究１より明らかになったことは、母親の悩みの

実態が分かり、母親たちが求めているのは自然なか
たちで話し合えるような環境設定が必要なのではな
いかということである。
　研究２では、２つの視点から検討している。研究
２（2010年度）では、前年度のアンケート調査の一
覧（表１参照）を送り、意見を求めた。結果から次
のようなことが分かった。その内容を図２から捉え
る（図２参照）。
　①育児の方法に対しての評価（これでよいのか？）
では、多くの母親たちが自分の育児はこれで良いの
かという点について、自分だけではなく他の人たち
も同じような意見をもっていることに安心をしたとい
う感想が多いことである。したがって、この一覧表は、
育児の自己評価に役立つことができるだろうという
ことがわかった。このことは、母親たちが育児に関
する客観的な指標を求めているということを意味す
ると思われる。
　②人間としての時間では、育児をする中で自分の
育児に対しての評価があったならば、母親たちも生

親の悩みの構造

    

※図１の    と対応している

研究 2（2010年度）のアンケート a(対象者に第一次アンケートの結果を
返却し、その感想を聞いた結果が①②③である)から得られた内容と分類
表１「2009年度アンケート調査の結果」を参照         

③育児への社会的評価②人間としての時間

①育児の方法に対しての評価

（これでよいのか？）

研究 2（2010 年度）のアンケート b(育児の積極面の追究を目指し
たアンケート)から得られた内容
・子どもの興味や関心を一緒に体験できる

・子どもは生活の中で日々積極的な気持ちをもって過ごしている

・自分が親になって初めて自分の親に感謝をする気持ちが芽生えた

①

・皆さんが、直面している悩みが自分

とほぼ変わらないと感じた

・育児本を読んでうまくいくはずがな

く毎日悩んでいる

・子どもの生活リズムに自分が合わせ

るまでに時間がかかった

②

・１日 27時間あればいいと思う
・自分の時間が殆どないことに嫌気

をさした頃もあった

・来年下の子どもが幼稚園に入って

くれれば毎日自由な時間がもてる

のでもう少しの辛抱だと思って前

向きに考えている

③

・子育てが一段落したら仕事をしたい

・子どもを 2人保育園に預けて仕事を
するのは家事との両立が大変なので今

は家で子育てをしているが、いずれ仕

事に復帰したい

・仕事はしていないが、このアンケー

トをすることにより自分も少しは社会

に参加でき嬉しい

図２　2010年度アンケート（ａ）（ｂ）から見た構造
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活の中でイライラするようなこともなく、子どもに対
してもストレスを抱くこともないだろう。さらには、
育児以外にもっと自分のために時間を費やしたいと
いう意見が挙げられた。
　③育児への社会的評価では、多くの母親たちは自
分が育児をしていることに対しての社会的評価（ア
ンペードワーク）を意識しているということが示唆さ
れた。
　研究２（2010年度）のアンケートｂ（育児の積極
面の追究を目指したアンケート）から得れた内容に
ついては、子どもの興味や関心を一緒に体験できる、
子どもは生活の中で日々積極的な気持ちを持って過
ごしている、自分の言動や行動は子どもに伝授され
ていることを発見すると共に反省を伴う、自分が親
になって初めて自分の親に感謝する気持ちが芽生え
たなどの意見が挙がった。
　総じて、育児中の親の悩みは、構成している３つ
の要素から成っていることが明らかになった。それ
をまとめ表示したのが図２である。
　研究３は、前年度調査した研究１（2009年度）の
アンケートａ「今、育児をしている中で、どんな悩
みを持っているか？」の結果から研究２（2010年度）
のアンケートｂ「子どもと生活する中で子どもから
学ぶことがある」という回答に転換したのは、どの
ような契機があったからだと思いますか？」につい
て尋ねた結果を図２のように表し、それを親に返し、
そこから感想をアンケート用紙に記入してもらった。
その結果を母親が知ることにより心のゆとりができ
たということが分かった。例えば、育児に振り回さ
れているのは自分だけではない、～ができないのは
自分の子どもだけではない、子どもが成長し一緒に
何かをすることができるようになったときなどが心の
ゆとりの前提として挙げられた。つまり、このゆとり
とは時間的なものではなく、子どもの発達などに見
通しが持てるようになったことを意味する。
　２番目の質問である、育児が育自（子どもを育て
ることにより自分が育つ）に変わる方向にしていくた
めには、どのような支援が必要だと思いますか？に

ついては、自分の話を聞いてくれる人、認めてくれ
る人という意見が一番多く挙がった。例えば、親や
きょうだい、ママ友達などに自分の育児に対してア
ドバイスをもらうことにより自分の今の育児に対する
現状を確認する。その中には、ある母親は習い事を
始め、そこでは20代から80代の人たちの交流があっ
たという例も見られた。自分の子どもよりも大きい子
どもがいる親たちには自分の育児を相談し、自分よ
り下の子どもがいる親たちには相談にのることから
自分自身の育児に対して自信や安心感を抱くように
なったそうである。こうした交流は、育児へおける
世代間交流の発展性が読み取れた。
　本研究からは、育児に対しての先の見通しをもつ
ためのゆとりや自分の話を聞いてくれる人や自分を
認めてくれる人が必要であることが明らかになった。

総合考察

　本研究は、アンケートによりファシリテーター的調
査を用いながら、親がどのように変化するかを継続
的（縦断的）に検討した。
　３年間に渡るアンケート調査より得た結果は、大
きく分けて３つあった。１つ目は、母親の悩みが非
常に日常生活に密着した身近な悩みであり、自由に
話し合う機会をもつことができる場が必要であると
いうことが分かった（研究１から）。
　２つ目は、母親が自分の育児に対しての評価を気
にしていることが分かった。多くの母親たちが、自
分の育児はこれで良いのかという点について、自分
だけではなく他の人たちも同じような意見をもって
いることに安心をしていることが明らかになった（研
究２から）。
　また、育児への社会的評価である。アンケートの
中にも示されていたように、「子育てが一段落したら
仕事をしたい」、「子どもを２人保育園に預けて仕事
をするのは家事との両立が大変なので今は家で子育
てをしているが、いずれ仕事に復帰したい」、「仕事
はしていないが、このアンケートをすることにより自
分も少しは社会に参加できて嬉しい」などという意
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見が挙がっている。家庭で育児をしている親たちが、
社会と繋がりたいと思いながら子育てをしているこ
とが明らかになった（研究２から）。
　３つ目は、アンケートを媒介にやりとりしていく中
でゆとりが大切であることが分かった。先にも述べ
たように、このゆとりとは時間的なものではなく、子
どもの発達などに見通しが持てるようになったこと
である（研究３から）。
　また、育児が育自に変わる方向の要因として、自
分の話を聞いてくれる人、認めてくれる人という意
見が一番多く挙がった（研究３から）。
　研究１から研究３を通して言えることは、ファシリ
テーター的調査の意義と可能性である。これまでの
研究は、客観的方法を用いての研究が多いが、本研
究はアンケートによるファシリテーター的調査であ
る。調査を対象としている人たちは、お互いに知っ
ているわけではなく、まさしく筆者が本研究のファ
シリテーターのような役目を担っている。
　親にとっては、調査よりまとめられた報告をファ
シリテーターが媒介にやりとりするということは、見
えないところで間接的に他の32名の母親たちと繋が
りを持ちながら意見交換をすることを意味する。そ
して、このやりとりが母親自身を変えていく機会に
なり親の主体性が育ってゆく。また、親たちが社会
的立場で子育てについて答えることから研究に貢献
することにもなる。
　次なる課題は、自ら発達を遂げてきた親たちが自
らファシリテータ−になり、これからの親たちを支援
していく方向を探求することである。

　以上をまとめると、本研究で明らかにされたこと
は、ファシリテーター的方法によるアンケート調査を
することにより研究の協力者も自ら研究に参加し、
やがては主体的に一緒に調査するようになる。調査
者と協力者の関係は、調査する人と調査される人を
越えた関係に発展し、応答関係の関わりへと繋がる
ことからファシリテーター的調査の意義と可能性が
見えた。
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