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問　題

　近年の学校現場におけるいじめやネット上のトラ
ブル、子どもの社会性の低下などを受け、「規範意
識」形成の必要性が指摘されている（菊地・青栁，
2018）。規範意識の定義は様々にあるが、東京都教
育委員会（2014）は、親子向けに「きまりをまもる
心を育てる」というリーフレットを作成し、その中

で規範意識を「法令などの社会のルールの大切さを
理解し、それらを守ろうとする意識」と定義してい
る。規範意識は、幼児期に芽生えるが、それをどの
ように学童期で高めるかが重要である。文部科学省
は2015（平成27）年に小学校学習指導要領を一部
改訂し、その解説で「子どもたちの規範意識を高め
る」と明文化した。その中でも特に障害の判定は受
けていないものの、発達に凸凹があり社会性に課題
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を抱える子どもには、より丁寧な指導や支援が必要
であろう。そこで、本研究では子どもの主体性を尊
重しながら、子ども達の規範意識を育んでいるフィ
ンランドの事例を分析し、今後の我が国における子
ども達の規範意識の形成を検討するための知見とし
たい。
　フィンランドは、他の北欧諸国に並び伝統的に子
どもの権利が大切にされており、現行の児童福祉法

（Lastensuojelulaki，2007年）では、第一条で安全
に成長する環境と、必要な場合に特別な支援を得る
ことができる子どもの権利が規定されている。加え
て、学校に入学するまでの乳幼児に関わるサービス
であるECEC（early childhood education and care）
の施策にも、子どもの生命や発達の保障、差別の禁
止、子ども自身の意見の尊重などの子どもの権利が
反映されている（山本，2012）。特に就学前につい
ては子どものケア・保育・教育の要素が組み合わさ
れており（Ministry of Social Affairs and Health，
2013）、障害の有無に関わらず通常の保育施設で保
育・幼児教育が行われるのが一般的である。有資格
者がさらに１年間の養成を受け特別幼稚園教諭とな
り（石田・野澤・藤後，2016）、障害という視点でな
く特別支援のニーズという視点から専門的な支援を
担っている。2015年より就学前１年間のプレスクー
ルが義務化され、この間は就学後に必要な支援を見
極める期間にもなっている。
　フィンランドでは、また、すべての子どもにとっ
てWell-Beingを高める必要性が日本の学習指導要
領にあたるナショナル・コア・カリキュラムに示され
ている（近藤・是永，2018）。OECD学習到達度調
査（PASA）における好結果の一要因として「カウ
ンセリングと特別なニーズの教育」が挙げられてい
るが（福田，2009）、小学校には３段階の特別支援
体制が設けられ、障害のみならず学習課題を抱える
子どもを支援する。学習課題の背景には、障害や発
達の遅れの他に、家庭環境や思春期の情緒不安定、
非行などが関係することも多く、課題を抱える子ど
もに対して校内で包括的に支援する体制が敷かれて

いるのである（石田・是永，2017）。さらに、2016年
の教育改革を受けて、①「事例に基づいた教育制
度」を導入する、②子ども自身がともに授業を計画
する、③共同作業に重点を置くことが強調されるこ
ととなった（柴田，2017）。
　フィンランドの教育は、教師の専門性と倫理的責
任感に裏付けされた教育の平等を追及しているので
ある（Niemi，2015）。このように、フィンランドの
就学前および就学後の特別支援教育の背景には、必
要な時に必要な子どもに支援をするという共通認識
がみられる。フィンランドでは、子どもの権利という
視点、Well-Beingの視点などから子どもの自己決定
が重視されているため、子ども達の規範意識を育て
る方法についても自己決定が尊重される仕組みづく
りや自己決定に基づいた規範意識の形成がなされて
いることが予想される。
　筆者らは、フィンランドにおいて発達に課題を持
つ特別支援ニーズを要する児童（以後、「特別支援
ニーズ児」）への家庭支援の現状把握と日本におけ
る適応可能性を検討するために、ネウボラ等の福祉
現場や幼児教育・学校教育・社会教育を含めた教
育関の施設の見学およびインタビュー調査を実施し
た。この一連の実施調査およびインタビュー調査に
おいて得られた結果から子どもの規範意識に関連す
る要素を抜き出し、フィンランドにおける子どもの規
範意識を支える環境設定と支援技術について事例を
通して検討することを本稿の目的とする。なお、特
別支援ニーズ児の範囲は、今回の実施調査で主に対
象となった発達障害児を中心に述べていくこととし
た。

方　法

　本報告に関連する実施調査及びインタビュー対象
者にについて記載する。
調査期間：
　2019年３月上旬
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対象施設とインタビュー対象者：
　プレーパーク（学童保育施設併設）
　子どもの放課後活動の中心となるHelsink市内に
あるプレーパークを対象とした。フィンランドのプ
レーパークとは、Helsinki市内にのみ存在している。
　小橋・磯邉・石田・砂上・ホーン・北島・岡田（2016）
によると、プレーパークはヘルシンキ独自の公的制
度であり市内に65か所設置されている。第一次世界
大戦後にヘルシンキの工業化が進み、田舎から多く
の人が移り住んで共働きとして働いたため、子ども
が遊ぶ場所を確保しようと1950年代のヘルシンキ内
の慈善活動として始まり、その後子育て支援の場と
しても根付いたという歴史的経緯がある。実際の活
動では午前中は、子育て支援の場所として親子が自
由に来園し、午後からは学童と自由遊び場の両方の
機能を有している。インタビュー対象者は、保育士（女
性）１名と社会福祉士（女性）１名であった。
　保育園、プレスクール
　小学校に併設した保育園１園（Nummela市：
Helsinkiから北西45キロ）と単独園１園（Vantaa市：
Helsinkiから北西60キロのVihti市）を対象とした。
両園とも発達障害児が在籍している園を抽出した。
インタビュー対象者は園長（女性）２名、通常の保
育士（女性）１名、プレスクール教諭（女性）１名
であった。
　小学校の通常学級
　保育園、プレスクール、小中学校および特別支援
学校が併設されている小学校を選定した（Nummela
市）。インタビュー対象は、通常学級の小学校教諭（女
性）１名であった。
　教育委員会
　保育園の巡回相談などを統括する教育委員会

（Vantaa市）を訪問し、教育委員会に所属する特別
支援サポートメンバー（女性）１名にインタビュー
を実施した。
手続き：
　それぞれのインタビューは１時間〜２時間実施し
た。対象者の要請があった場合はフィンランド語・

日本語の通訳を介した。記録は、施設の写真撮影、
発話は筆記メモに加えICレコーダーで録音した。本
研究に関わる主な質問項目は、規範意識に関わる

「ルール」の決定の仕方、「ルール」の周知方法、「ルー
ル」の浸透の仕方、「ルールを破った時の対応」な
ど規範に関わることを中心に尋ねた。
分析方法：
　インタビューデータを逐次記録に書き起こした。
次に、分析の手順としては、各質問への回答記録を
①子どもの参画と自己決定、②個別・小集団の対応、
③環境設定と啓発の点から規範意識に関連するエピ
ソードを抜き出し、内容別に分類し、視察内容の写
真等も併せて整理した。
研究倫理：
　研究にあたっては毎回口頭で個人情報の保護、
データの保管方法、任意な参加であることを説明し、
同意を得たうえで、録音、撮影等を行った。また、
結果の公表についても同意を得た。本研究は東京家
政大学狭山研究倫理委員会の審査を受けている。

結果と考察

規範決定への子どもの参画と自己決定
　フィンランドでは、日常の保育の場において子
どもや保育者の自己決定を尊重している（三井，
2018）。この姿勢は規範意識の前提となるルール決
定においても確認できた。図１は、プレスクール（年
長）の保育室の壁の一部に書かれている内容である
が、子ども達は自分達で話し合って、生活のルール
を決定し、壁のボードに保育者が子ども達の考えた
言葉を書いていた。ルールに関して自分達が決定し
たということ証明するために、サインの代わりとして
子ども達一人ひとりの手形をルールの周りに貼って
いた。一度決定したルールは１年間継続するわけで
はなく、学期ごとに見直しをするとのことであった。
すなわち「ルール違反」が生じた場合、その状況を
子ども達で話し合い解決方法を考えるとともにルー
ル自体の見直しも検討するのである。
　このようにルール作りへの子ども達の参画は、プ
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レスクールのみではなく、学校や地域の居場所とし
てのプレーパークでも行われていた。プレーパーク
では、「年に１回子どもフォーラムが開かれ、子ども
達自身が自らのルールについて話し合う」。例えば、
子ども達から「ゲームをしたい」という要望が出た際、
ゲームの長所や短所、子どもにとっての遊びの必要
性などを大人が伝え、その内容について子ども達自
身で話し合う。ゲームに関しては、最終的に「週１
回半日のみゲームデイを作る」と子ども達自身でルー
ルを決めたとのことであった。
　フィンランドでは子ども達のニーズを踏まえ、大
人として問題提起をした上で、子ども達にルールを
考えさせるというプロセスを重視していた。つまり子
ども達の自由にのみ任せているわけではなく、大人
がファシリテートしながら子ども達の自己決定を促し
ているのである。そして子ども達と同様に保護者達
を対象としたファーラムも開かれ、子ども達が抱え
る問題を職員が保護者に投げかけ、保護者にも子ど
もへの接し方や、家庭でのルール設定について考え
てもらっていた。つまり家庭、保育園、学校、プレー
パークなど子どもが過ごす多くの場所で、大人達が
情報を共有し、同じ目的をもって子ども達へ接する
ことで子ども達の規範意識の内面化が可能になって
いるようであった。また小学校では、子ども達同士

にトラブルが発生した際に機能する、「もめごと仲裁
委員」が組織されていた。これは、子ども同士のト
ラブルを子ども達自身で解決していくことを体現し
ている委員会であり、子ども達は地域団体からの研
修を受けながら問題解決の方法を学んでいた。

規範意識を支える個別対応
　規範意識を育む手法として、子どもの参画の重要
性について述べてきたが、自己認識や他者理解、社
会性などに課題がある特別支援ニーズ児の場合、よ
り丁寧な働きかけが求められる。フィンランドでは、
子ども達の自己認識を高めるための手厚い個別支援
や小集団での支援がなされていた。
　初めに個別支援についてみてみると、プレスクー
ルでは、「年に数回１人ずつ子どもと時間をとって、
子ども自身の自己理解を促し、支援内容の検討を
行っていた。図２（左）のように、子どもの生活に
関する様々な絵カードがあり、子ども自身に得意な
こと、苦手なこと、少し手助けが必要なことの３つ
に分けて考えさせる。手順としては得意なことは真
ん中の輪の中に子ども自身でカードを入れる。まだ
あまり自信がないことは２番目の輪の中に子ども自
身でカードを置く。子ども達は、困難に遭遇した場
合いちばん外側の枠にカードを置く。このように子

図１　子ども達が決定したルール（左：保育園、右：小学校）
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ども自身が、自己の長所短所を客観的に把握するよ
う自己理解を促していた。
　このカードには規範に関するものとして、「順番を
守る」、「友達と仲良くする」、「意地悪をしない」な
どがあり、子ども自身がそれをできているかどうか
を判断していく。そして出来ていないと子ども自身
が判断した場合、大人が子どもと一緒に支援方法や
解決方法を考えていくとのことであった。「子どもは
素直で、自分の得意なことと苦手なことをきちんと
理解している」と保育士から説明を受けた。保育の
場で行なわれていたこのような方法は小学校でも取
り入れられており、図２（右）のように、プレスクー
ルで使われたものと同じ形のものが全ての子ども達
の机の端に貼られていた。つまり小学校生活で困っ
たことが生じた場合、すぐに消しゴムなどを机の上
の三重円の該当の場所に置くことで「困っている」
ことを表現でき、子ども自身が援助要請を発信しや
すい工夫がなされている。すなわち学校内で「困り
感」を表現できる環境を整えることで、ある状況が
理解できず子どもがパニックとなってしまい、その
結果として不適切な行動をとってしまうという悪循
環を防いでいるのである。
　子ども自身の自己理解を促し支援内容を共に検討
するという作業は、小学校への移行期にも行われる。
図３の個別計画の支援シートの中に、自分の得意な

ことと苦手なことについて子どもが色を塗っていく
用紙がある。ここでも子ども自身が必要な支援を考
える機会が保障されていた。必要な支援の中には

「ルールを守る」ということも含まれており、このこ
とについて子ども自身と考えていく。特別支援サポー
トメンバーは、「子ども達は客観的に自分達のことを
わかっている」と自信をもって説明した。また個別
支援で得られた情報は他の関連機関と共有がなされ
ていた。例えばプレスクールと小中学校が同じ建物
にある場合は、小学校の先生が頻繁にプレスクール
を訪れて、子どもの様子を確認したり、プレスクー
ル教諭と情報交換をしたりしていた。また、特別支
援サポートメンバーが保育園や地域の関係者の相談

図２　�自己理解と援助要請のための教材：規範に関する絵カードも用意されている。ルールを破りそうになる
前に「困った」をSOSとして発信（野澤・藤後・石田，2020）　左：保育園、右：小学校

図３　�就学支援の際の申し送りの個別シート：飛行
機の中に項目が書いており、大人が読み上げ
ながら、子ども自身が「出来ている」と判断
したものに色を塗っていく。
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図４　プレーパークの「安心・安全」教室で使用するテキスト
　　　右：表紙、左：教材の中身

図７　�個人用のロッカー：必要な子には絵カードで
スケジュールが貼られている。

図８　�教室の隅に置かれている子どもが一人になれ
る空間（野澤・藤後・石田，2020）

図５　�小学校の担任の机の横に置かれたイヤーマ
フ：必要な子は誰でも使用可能である。

図６　保育園の玄関に置かれている絵カード
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に応じたり、プレーパークと小学校が連携をとった
りなどと、他機関との充実した連携が確認された。
　次に、小集団での対応について、プレーパーク
の例を挙げて説明する。プレーパークでは、子ども
フォーラムでの子ども主体のルール決定以外に、一
週間に１回小集団で自己理解を促す「安心・安全教
室」を行っていた。自分や友達が「安心できる」とは、
どういう状況であることかを図４の教材を使いなが
ら子どもと共に考え、小集団で話し合うとのことで
あった。ここでも保育の場と同様に、「得意なこと」「苦
手なこと」「助けを求める方法」などについて考える
機会を設けていた。プレーパークの職員によれば、「子
ども達はこの安心・安全教室が大好きで、すぐにこ
の講座は満員になる」とのことであった。子どもた
ちが自らの行動を振り返り、解決方法を考えるプロ
セスは、どの場でも子ども達に受け入れられていた。

規範意識を支える環境設定
　子ども達の規範意識を支えるためには、子ども達
が安心して過ごせる空間が必要である。例えば、特
別支援ニーズ児は、聴覚的刺激に敏感であったり、
ワーキングメモリーの少なさから言語指示を忘れて
しまいがちである。部屋の中で騒音が多かったり、
大人が常に口頭のみで指示を行うと、特別支援ニー
ズ児の負担は増し逸脱行動へとつながりやすい。規

範意識を形成するための前提として、子ども達が過
ごしやすいインクルーシブな環境づくりが必要であ
ろう。今回視察した保育園、小学校では図５〜図９
のように様々な工夫がなされていた。
　絵カードやイヤーマフなどは特別支援教育ではな
じみのある教材であるが、図５のように通常の保育
や教育の場で活用しており、特別支援ニーズ児のみ
ではなく、それらが必要な子どもはいつでも誰でも
使用することができる。絵カードも保育園の玄関の
ところに設置してあり（図６）、誰もが使用可能であっ
た。また保育者も絵カードを首から下げていたり、
保育園のロッカーには、一日の見通しが持てない子
どものため、視覚的にスケジュールが確認できるよ
う予定を絵カードで貼っていた（図７）。園長や担当
保育者の説明では「目で見て確認が必要な子のロッ
カーには絵カードを貼っておく。必要のない子には
特に貼らない」とのことであった。
　また近年、小中学校で身体活動が重視されてお
り、授業構成においても子ども達を40分間座ったま
まにさせてはいけないとのことで、多動や衝動性が
ある子どもにも負担が少ない活動内容に工夫されて
いた。その他にも１人で過ごしたい時は、おしゃれ
な段ボールの中で過ごせるような環境の工夫（図８）、
体を動かしたい時にはぶら下がり棒やゆりかごのよ
うなチェア（図９）を使用できる工夫が小学校の教
室内でなされていた。

総合考察

　本研究では、子どもの権利が重視されており、全
ての子どもへの教育を保障するインクルーシブ教育
が推進されているフィンランドを取り挙げた。そし
てフィンランドの子ども達の規範意識形成について、
学校をはじめ複数の教育関連施設で共通して実践さ
れていた。要因を抽出し検討した。
　このような検討からフィンランドにおける規範意
識形成の特徴としては、①子ども参画による集団
ルールの決定プロセスの重視、②ルール理解のため
の個別・小集団での支援、③ルール理解のための環

図９　教室の隅に置かれているロッキングチェアー
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境設定、④多機関多職種との一貫した連携にまとめ
ることができた。
　はじめに、①子ども参画による集団ルールの決定
プロセスの重視についてだが、子どもが過ごす多
くの施設においてルール作りの際に、子どもの参画
および自己決定が保障されていた。子どもの参画
はRoger（2000）により理論化されているが、一般
的に子どもが参画するほど、決定したルールを順守
することができるという。日本の場合、ある特定の
施設や特定のクラスで自己決定プロセスを重視した
ルール作りの実践報告はなされている。しかしなが
ら、フィンランドでは、保育、小学校、プレーパー
クと子ども達が生活する複数の空間で同じ試みがな
されていた。これは今後日本においても総合的な支
援を検討する際に有効な視点である。
　次に、②ルール理解のための個別・小集団での支
援としては、集団の中で子ども達の自己決定のみに
任せるのではなく、個別に安心感や自己認識を促す
試みを実施していた。つまり小集団での支援と個別
介入がバランスよく実施されているのである。子ど
も参画による集団での合意形成を目的としても、特
別支援ニーズ児は周囲の状況理解や他者理解が弱
かったり、自己主張が強すぎたりするので、友達と
のトラブルやルール違反が生じやすく叱責を受けや
すい。そのことで特別支援ニーズ児は混乱し不適切
な行動を生起しやすい。このような集団規範への適
応に向けては個別の支援が不可欠である。その際、
フィンランドの事例では、個別の関わりとして大人
の見守る中、子ども自身が得意な行動や苦手な行動
を「カードの振り分け」を通し自己理解を深めていた。
そして、カードの振り分けを基に苦手なことの解決
策を大人と一緒に検討するという方法は、子どもの
自己決定が保障されているといえる。この方法は就
学時の申し送りの文書作成や保護者との連携におい
ても活用されており、日本でも参考になろう。
　そしてもう１点、個別の関わりのみではなく小集
団を対象とした「安全・安心教室」がプレーパーク
で実施されていたことは特記すべきである。特別支

援ニーズ児は小集団での関わりの効果は、様々な実
践で明らかになっている（eg.氏家、2018; 森本・佐
野，2019）。しかし、日本での実践の多くは専門的関
わりとして非日常的な空間で実施されることが多い。
フィンランドのようにプレーパークの中で実践は、日
本での応用としては学童や放課後子ども教室、学校
の放課後や昼休みなどでの実践の可能性として検討
できるのではないだろうか。また発達障害児に限ら
ず、ニーズのある子ども全てを対象に実施している
という点も規範意識の啓発には重要であろう。
　③のルール理解のための環境設定については、や
るべきことが視覚的に確認できる方法を工夫したり、
イヤーマフを自由に利用できたり、外の刺激から距
離を置くことができたりしており、特別支援ニーズ
児に限らず誰もが自由に自分にとっての安心・安全
さが確保されていた。このような配慮はまさに、「子
どものニーズや事情は考慮されなければならない」

（近藤・是永，2018）ことの具現化であり、学校教
育のみならずプレーパークなどの社会教育の分野で
も確認できた。このことは、子ども達が過ごす多く
の場所において規範を守るための安心した空間の保
障につながっている。
　④の多機関多職種との一貫した連携については、
すでに前述したとおり、規範意識の形成について多
くの関連施設や関連する職種の人々が情報を交換
し、類似の方法を用いて子ども達と関わっていた。
そしてその情報は常に保護者や関係者ともに共有さ
れていた。
　一般的に、特別支援ニーズ児の保護者は、子ども
の社会性、衝動性、多動性などの課題に対して、戸
惑いを感じながらも援助要請を行わない傾向がある
ことが指摘されている（藤後・野澤・石田，2017）。

「子ども」の視点を中心に置き、子どもの困り感を解
消するために、子ども、保護者、保育者、教師、プレー
パークのスタッフなどが連携していくというフィンラ
ンドの実践は、お互いの支援目標を共有化し、多面
的な支援が可能になろう。
　子どもが直面している課題の把握と支援、子ども
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主体の集団ルールづくり、子ども主体の関係組織の
連携、この３つの視点を日本でも取り入れることで、
子ども主体の規範意識の形成が可能となるのではな
いかと考えた。本研究における視点を今後の日本に
おいても活用していきたい。

引用文献
福田誠（2009）．フィンランドは教師の育て方がすごい

　東京：亜紀書房.
菊地さおり・青栁直子（2018）．規範意識と主体性を関

連させた保健指導の在り方．茨城大学教育実践研究, 
37, 257-272.

近藤択磨・是永かな子（2018）．フィンランドの特別教
育における幸福感に関する研究動向 高知大学学術研
究報告, 67, 39-50.

石田祥代・是永かな子（2017）．心理的・福祉的諸問題
に注目した義務教育学校における児童生徒支援に関す
る研究 北ヨーロッパ研究, 13, 9-20.

石田祥代・野澤純子・藤後悦子（2016）．我が国における「気
になる子ども」の支援に関する一考察罫線北欧の支援
システムを通して 東京成徳大学研究紀要, 23, 13-26.

小橋暁子・磯邉聡・石田祥代・砂上史子・ホーン ベヴァ
リー・北島善夫・岡田加奈子（2016）．フィンランド
のヘルスプロモーティングスクールの現状とコミュニ
ティ形成への役割：2015年フィンランド・ヘルシンキ
周辺の視察を中心として 千葉大学教育学部研究紀要, 
64, 213-227.

Lastensuojelulaki（2007）. Nr.417（法律番号）．
Ministry of Social Affairs and Health （2013）. Child and 

Family Policy in Finland  Helsinki. 
三井真紀（2018）．フィンランドの保育と共生の原理—

幸福の国の子育てをみつめて 九州ルーテル紀要, 48, 
1-6.

文部科学省（2015）．小学校学習指導要領解説 特別の教
科道徳編 平成29年７月—平成29年告示

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/01/08/1356257_4.
pdf　（2019年２月９日取得）

森本紗世・佐野秀樹（2019）．発達障害を持つ子どもの安

心できる自己表現：社会性指導クラスにおける小集団
でのレゴ作品作り 東京学芸大学紀要, 70（1）, 159-168.

Niemi, Hannele（2015）. The Societal Factors 
Contributing to Education and Schooling in Finland.
Hannele,N.,Auti,T.&Arto,K.（Eds.） Miracle of education: 
The principles and practices of teaching and learning in 
Finnish schools Sense Publishers , pp.19-38.

野澤純子・藤後悦子・石田祥代（2020）．フィンランド
の就学移行期の発達障害の可能性のある子どもと家庭
への支援：日本における適応可能性に関する一考察　
東京家政大学研究紀要，60（1），85-93. 

Roger,H.A．（2000）. 子どもの参画—コミュニティづくり
と身近な環境ケアへの参画のための理論と実際（木
下勇・田中治彦・南博文，監修）．萌文社．（Roger,H.
A．（1997）（Children's Participation: the theory and 
practice of involving young citizens in community 
development and environmental care. Earthscan）

柴田卓（2017）．運動遊びにおける保育実践力に関する
研究：フィンランドの事例と体育系授業の実践から 
郡山女子大学紀要, 53, 181-194.

藤後悦子・野澤純子・石田祥代（2017）．「気になる子」
の身辺自立に関する母親の困り感と保育の場への援助
要請 東京未来大学研究紀要, 11, 139-149.

東京都教育委員会（2014）．「きまりをもまもる心を育てる」 
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/
document/pre_schoo l/ f i les/handbook_for_
instructor/9_4.pdf（2020年２月９日取得）

氏家享子（2018）．発達障害児へのソーシャルスキル・
トレーニングに関する実践研究：小集団のメリットを
活かしたかかわり 東北福祉大学教育・教職センター
特別支援教育研究年報, 10, 35-50.

山本理絵（2012）．フィンランドにおける幼児教育・保
育カリキュラム（1） 愛知県立大学児童教育学科論集, 
46, 43-50.

本研究はJSPS科研費（17K04644）の助成を受けたもの
である。

（とうご　えつこ・のざわ　じゅんこ・
いしだ　さちよ）

【受理日　2020年12月２日】


