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問題と目的

　近年子どもの習い事は、幼少期から盛んである。
未就学児と小学生の子どもを持つ親700名を対象に
行われた実態調査（バンダイ、2019）によれば、小

学校入学前から約５割が習い事を開始しており、そ
のきっかけは６割以上が親の勧めであった。また人
気の習い事は、１位「水泳」、２位「学習塾」、３位

「ピアノ」となり、スポーツ系、学習系、芸術系のど
れかに偏ることなく、多岐にわたる内容が示された。
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要　旨

　本研究では、子どもの習い事に関する意識や対応方法について、配慮が必要な子どもの理解を促すこ

とを目的とした親向けの教材を開発し、その効果を検証した。調査対象は、習い事を行っている配慮が必

要な小学生４年生から６年生の子どもがいる母親142名であった。教材は、配慮が必要な子どもの特性理

解や基本的な対応方法について子どもの習い事場面を例に挙げパワーポイント10枚で作成した。オンラ

インで教材を黙読後、子どもの習い事への意識の変化を検討した。その結果、教材の理解や有用性は約

半数以上の母親が肯定的な評価を示し、習い事への価値観の成果・勝利主義、根性・努力主義は得点が

減少した。以上より、本教材は一定の効果を示したといえよう。
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　子どもの習い事の意義は、様々な研究で示されて
おり、例えば、大学生を対象に、幼少期の習い事と
有能感や自己決定感との関係を検証したところ、女
子では、習い事への好意が、家族の親和的サポート
を調整変数として、青年期の自己決定感を予想した

（梅崎、2017）。また、大学生を対象に幼少期からス
ポーツの習い事を継続した長期間経験者と短期間経
験者を比較した結果、長期間経験者は忍耐力、闘争
心、自己実現欲、勝利欲などの得点が高かった（佐藤・
大江、2021）。子どもの習い事は、子どもの可能性
を広げるのみでなく、親にも肯定的な影響を及ぼす。
文化系であれ、スポーツ系であれ、子どもの習い事
には、親の関与が不可欠であり、送迎に加え、練習
の当番、試合や発表会参加への車出しなどサポート
が求められる。その中で、家族同士の交流が生まれ、
子育てのネットワークが広がったことも報告されて
いる（大橋・井梅・藤後、2015）。このように子ども
の習い事は、子どもにとっても家族にとっても有益
な面が大きい。
　一方で、子どもの習い事の負の側面も見逃せない。
前述したような送迎や当番を代表とする家族のサ
ポートは、時間的な負担を強いられる。また、子ど
もの習い事を通して親同士のトラブルが発生するこ
ともあり、親の精神的な負担が生じうる（井梅・藤
後、2014）。特に集団での習い事の場合、我が子の
衝動性や多動性の高さにより、集団を乱してしまう
と、親のしつけに問題があるとされやすい。
　発達障害の子どもを持つ親にインタビューを行っ
た朝倉（2008）は、軽度の自閉症の子どもを抱える
親は、子どもの障害を理解すること、周囲に理解さ
れることの困難さを経験することが多いとした。こ
のインタビュー調査の中では、親自身が子育てを振
り返り、勉強していく中で、子どもの行動の推測は
立つようになってきており、「当時は何もわからな
くて。私って、なんてひどい母親なんだろうと思っ
ていた」と述べられた。このように子どもの行動が
気になりながらも、知識がないために子どもへの対
応方法に困り感をいだいている親も多いのである。 

　発達障害の子どもを育てる親は、定型発達の子ど
もの親に比べると、子育てストレスが高い（大橋・
谷向・加藤、2018）が、容易に援助要請を行えてい
るとは言い難い。先ほどの朝倉（2008）のインタビュー
では、軽度の発達障害を持つ子どもの親の場合、自
ら援助を求めることが少ないことが報告されている。
また、保育園の気になる子の親を対象とした藤後・
野澤・石田（2017）の研究でも、子どもの行動が気
になっていても親が自ら援助要請を発信することは
少ないため、保育者の方から積極的に保護者の困り
感に声をかけ、寄り添うことが必要であることが示
された。
　このことから、配慮の必要な子どもの親は、習い
事の場面でも子どもの行動に関してストレスを感じ
ることが多いにも関わらず、その困り感を発信しづ
らい可能性がある。特に、習い事の指導者の考え方
や場の雰囲気が成果主義や勝利至上主義の傾向が
強い場合、成果を挙げられない子どもを持つ親は追
い詰められ、子どもに対して過度な練習を求めるな
ど不適切な対応をとりやすい。そして、指導者や親
たちの不適切な対応は子どもの神経症的な症状を誘
発し、モチベーションを下げてしまう（藤後・井梅・
大橋、2017）。一方、親が我が子の特性を理解し、
対応方法を工夫すれば、子どものモチベーションや
自己効力感の低下を最小限に抑えることができるの
ではないだろうか。もちろん、子どもの特性理解は、
親のみではなく、指導者や関係者にも求められるこ
とではあるが、まずは最も身近な親が我が子の特性
を理解することが重要であろう。
　親が我が子の特性を理解したり、対応方法を学ん
だりする機会は、子育ての中でも様々な場所で用意
されている。例えば、出産前は病院や保健センター
などで、出産後は子育て支援センターや保健セン
ター、保育所や幼稚園などで子育て講座があり、就
学後は学校での講演会や家庭教育学級などがある。
また配慮が必要な子ども達に関しては、療育センター
や発達支援センターで親用の学びの機会が保障され
ている。しかしながら、親が我が子の様子をなんと
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なく「気になっている」段階では、適切な情報を得
にくく、かつ一般的な子育て情報は「気になっている」
子どもに当てはまらないことも多い。加えて、子ど
も達の生活の一部を占めている習い事に特化した、
配慮が必要な子どもへの対応に関する内容はあまり
見当たらない。
　そこで、本研究では、配慮が必要な子ども達の親
の理解を促進することを目的とした教材を開発し、
その効果を検証することとした。

方　法

調査手続き
　民間の調査会社（クロスマーケティング社）に委
託して、オンライン調査を実施した。本研究のテー
マを説明し、同意を得た者のみオンライン調査の回
答を行った。合理的配慮に関する教材（パワーポイ
ント10枚）をオンライン調査に組み込み、教材導入
の前後に質問紙調査を行った。
　教材導入前のプレテストは、2021年２月後半で
あった。その１か月後に再度オンライン調査を実施
し、教材黙読後にポストテストを実施した。
調査参加者
　参加者は、プレテスト・ポストテストのペアデー
タが収集できた配慮が必要な小学４年生から６年生
の子どもがいる母親142名であった（平均年齢43.54
歳、SD＝4.83）。配慮が必要な子どもの内訳は、「特
に専門的な相談などしていないが、気になることが
ある」89名（62.7％）、「数回以内、専門的な相談の
経験あり」27名（19.0％）、「継続的に専門的な相談
や療育、トレーニングを受けている（受けていた）（例：
継続相談中、放課後デイ活用、病院通院など）」26
名（18.3％）であった。
調査内容
　調査項目は、プレテストとポストテスト両方で、
合理的配慮を伴う養育態度、習い事に対する価値観
の２つを尋ねた。これに加えプレテストでは、デモ
グラフィック要因、ポストテストでは、教材の評価
に関する項目を尋ねた。詳細は下記の通りである。

　デモグラフィック要因　子どもの性別、子どもの
習い事の種類、子どもの技術レベルについて尋ねた。
習い事の種類は、個人スポーツ、チームスポーツ、
芸術・文化系の習い事とし、最も力を入れているも
のを一つ選択するように求めた。個人の技術レベル
は、上の上、上の中、上の下、中の上、中の中、中
の下、下の上、下の中、下の下の９つの段階に分け、
親の主観的回答を求めた。
　合理的配慮を伴う養育態度　藤後・大橋・井梅

（2021a）の合理的配慮を伴う養育態度尺度を用いた。
本尺度は３つの因子によって構成されている。第一
因子は、「勝つことにこだわりすぎる時は、負けるこ
ともあることを先に伝えておく。」「友だちを責めす
ぎてしまう時は、落ち着かせて気持ちを聴く。」など
の７項目から構成されている「予防的対応」、第二因
子は「伝えることが多い場合、メモなどに箇条書き
にして説明する。」「注意が散漫にならないよう、静
かな場所や目移りするものは排除する。」などの６項
目からなる「分かりやすい対応」、第三因子は、「安
心感を得られるように、穏やかな口調、共感的な態
度で接する。」「失敗に対して必要以上に怒らない。」
などの３項目からなる「寛容的対応」の３因子であ
る。各項目について、やったことはない（１点）、何
度かやったことがある（２点）、時々やっている（３
点）、よくやっている（４点）、いつもやっている（５
点）の５件法で尋ねた。
　習い事に対する価値観　藤後・大橋・井梅（2021b）
の習い事に対する価値観尺度を用いた。本尺度は、
２つの因子によって構成されている。第一因子は、

「どんなに厳しい練習も我慢すべき」「練習は、休む
べきではない」などの５項目から構成される「根性・
努力主義」、第二因子は、「勝利や成果の追及以外
大きな価値はない」「習い事を優先させれば、日常
生活の犠牲もしょうがない」などの４項目から構成
される「成果・勝利主義」である。各項目について、
そう思わない（１点）、あまりそう思わない（２点）、
ややそう思わない（３点）、どちらともいえない（４点）、
少しそう思う（５点）、ややそう思う（６点）、そう思
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う（７点）の７件法で尋ねた。
　教材の評価に関する項目　教材の効果を検証す
るために、第一著者が所属する大学の授業評価アン
ケートを基に項目を作成した。教材への関心（教材
の内容に興味や関心が持てた）１項目、理解程度（こ
の教材の内容を理解できた）１項目、有用性（例：
この教材はあなたの子育てに役に立ちそうだと思う）
２項目、実践への意欲（接し方を変えたいと思った）
１項目、新しい発見（この教材から新しい発見や気
づきがあった）１項目、他者への勧め（この教材を
他者に薦めたい）１項目、情報共有の希望（例：こ
の知識を指導者に知ってもらいたい）２項目、学び
のモチベーション（この教材で取り上げた内容をもっ
と学びたい）１項目の合計10項目であった。各項目
について全く当てはまらない（１点）～非常によく当
てはまる（５点）までの５件法で尋ねた。
　自由記述　本教材への感想を自由記述にて求め
た。

　配慮が必要な子どもへの理解と対応に関する教材
　教材作成では、テーマを一つに絞ったほうが分
かりやすく統一感が見られるため、集団の中で子
どもの特性が明確になりやすいチームスポーツを
取り上げ、合理的配慮に関する内容についてまと
めた。教材はパワーポイント10枚で作成されてい
る（Figure1）。本教材の各ページの内容と目的を
Table1で示した。習い事は課外活動として地域の中
で行われており、活動にはいわゆる診断名を有して
いる障害児のみでなく、合理的な配慮が必要な子ど
も達も含まれている。本教材では、合理的配慮が必
要な子どものことを「配慮が必要な子」とした。は
じめに、配慮が必要な子の実態を文部科学省のデー
タで示し、当該児童の抱える困難さの理解を促した。
次に、子どもの状況を理解せず過度な叱責をする場
合、これらはハラスメントにつながることを示した。
その後、子どもの特性のまとめと、特性を踏まえた
対応方法の工夫について述べた。

Figure1　習い事における合理的配慮に関する教材の一例
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倫理的配慮
　研究の参加は自由意思であること、匿名性が確保
されていること、学術的にのみ利用することを伝え
同意を得た。

結　　果

対象者の属性
　子どもの習い事は、個人スポーツ54名（38.0％）、
チームスポーツ６名（4.2％）、芸術・文化系習い事
82名（57.8％）であった。子どもの技術レベルは、

下の下10名（7.0％）、下の中８名（5.6％）、下の上
11名（7.8％）、中の下17名（12.0％）、中の中47名

（33.1％）、中の上30名（21.1％）、上の下10名（7.0％）、
上の中６名（4.2％）、上の上３名（2.1％）であった。

教材の効果
　教材の効果に関する10項目の度数分布をTable2
にまとめた。各項目について「少し当てはまる」か
ら「非常によく当てはまる」の合計を表の右の欄に
まとめた。評価の高かった３つの項目は、「この教材

Table1　習い事における合理的配慮に関する教材　（藤後他、2021b）
目的 教材の内容

１ 配慮が必要な子の実態 配慮が必要な子に関する実態データ
２ 習い事におけるハラスメント ハラスメントの発生メカニズム
３ 子どもの発達課題の理解 DSM-5の説明
４ 特性の分類と具体例 特性の説明と具体例
５ 特性の分類と具体例 刺激の入力方法
６ 特性の分類と具体例 不器用さ
７ 特性の分類と具体例 ワーキングメモリーと実行機能
８ 基本的な対応方法 ①子どもとの関係形成、②ルールの明確化
９ 基本的な対応方法 ③目で見て分かる構造、④覚醒レベルのコントロール
10 基本的な対応方法 ⑤飽きさせない工夫、⑥他人と比較せずにそれぞれの課題設定

Table2　教材の教育効果
１．全く当
てはまらな
い

２．あまり
当てはまら
ない

３．どちら
ともえいな
い

４．少し当
てはまる

５．非常に
よく当ては
まる

４「少し当
てはまる」
～５「非常
に よ く 当
てはまる」
の合計

１ 教材の内容に興味や関心が持てた 件 1 17 56 53 15 68 
（%） （0.7） （12.0） （39.4） （37.3） （10.6） （47.9）

２ この教材の内容を理解できた 件 3 9 50 59 21 80 
（%） （2.1） （6.3） （35.2） （41.5） （14.8） （56.3）

３ この教材はあなたの子育てに役に立ちそうだと思う 件 3 13 62 48 16 64 
（%） （2.1） （9.2） （43.7） （33.8） （11.3） （45.1）

４ この教材から新しい発見や気づきがあった 件 6 15 62 42 17 59 
（%） （4.2） （10.6） （43.7） （29.6） （12.0） （41.6）

５ お子さんへの接し方を変えたいと思った 件 5 16 57 47 17 64 
（%） （3.5） （11.3） （40.1） （33.1） （12.0） （45.1）

６ この知識を実践に生かせそうである 件 3 17 63 47 12 59 
件 （2.1） （12.0） （44.4） （33.1） （8.5） （41.6）

７ この教材を他者に薦めたい （%） 4 17 71 36 14 50 
件 （2.8） （12.0） （50.0） （25.4） （9.9） （35.3）

８ この知識を指導者に知ってもらいたい （%） 3 9 55 49 26 75 
件 （2.1） （6.3） （38.7） （34.5） （18.3） （52.8）

９ この知識を他の親にも知ってもらいたい （%） 3 10 54 50 25 75 
件 （2.1） （7.0） （38.0） （35.2） （17.6） （52.8）

10 この教材で取り上げた内容をもっと学びたい （％） 2 9 70 41 20 61 
件 （1.4） （6.3） （49.3） （28.9） （14.1） （43.0）
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の内容を理解できた」、「この知識を指導者に知って
もらいたい」、「この知識を他の親にも知ってもらい
たい」であった。

　次に、教材の教育的効果10項目に因子分析（最
尤法、プロマックス回転）を行った結果、１因子構
造が確認された（α=.93）。これら10項目の合算し
た教育効果得点の平均値は、3.45（SD＝0.70）であっ
た。教育効果得点を発達の気になる度合いで平均値
に差があるかどうかを検討するため、「特に専門的な
相談などしていないが、気になることがある」89名

（62.7％）を「相談なし」、「数回以内、専門的な相談
の経験あり」27名（19.0％）と「継続的に専門的な
相談や療育、トレーニングを受けている（受けていた）

（例：継続相談中、放課後デイ活用、病院通院など）
26名（18.3％）を合算して「相談あり」群53名（37.3％）
の２群に分類した。相談経験の有無を独立変数、教
材の教育効果得点を従属変数としてWelch検定を
行った結果、「相談なし」3.48（SD＝0.73）と「相
談あり」3.39（SD＝0.65）で、有意な差は示されなかっ
た（t（120.14）＝.076, p =.45, d=.13）。
　
教材による習い事の価値観、合理的配慮の養育態度
への効果
　教材による認知・態度の変容を検討するために、

習い事の価値観と合理的配慮の養育態度を取り上
げ検討した。はじめに習い事の価値観尺度と合理的
配慮の養育態度の内的一貫性を確認したところ、習
い事の価値観尺度の根性・努力主義はα＝.81、成
果・勝利主義はα＝.76であった。合理的配慮の養
育態度の予防的対応はα＝.88、分かりやすい対応は
α＝.86、寛容的対応はα＝.80であった。内的一貫
性の高さが確認されたので、これらを評価測定とし
て用いることとした。習い事への価値観、合理的配
慮を伴う養育態度の各下位尺度得点を従属変数とし
て、参加者内要因として時期（介入前後）、参加者
間要因として相談の有無を取り上げ、混合計画の二
要因分散分析を実施した。その結果、習い事への価
値観の成果・勝利主義で交互作用が示された（Table 
3）。単純主効果を検討した結果、相談なし群ではプ
レM=3.82（SD＝1.18）、ポストM=3.20（SD＝1.29）
となり、教材介入前後に成果・勝利主義が有意に減
少した（F（1, 140）=28.44, p＜.001, 偏η2＝0.13）。
相談あり群では、プレM=3.46（SD＝1.28）、ポスト
M=3.39（SD＝1.40）となり、介入前後で有意差は
示されなかった（F（1, 140）=0.23, ns, 偏η2＝0.04）。
　次に主効果を見てみると、介入の主効果は、習い
事への価値観の根性・努力主義と成果・勝利主義
の両者で示されており、成果・勝利主義では、プレ
M=2.91（SD＝1.14）、 ポ ストM=2.56（SD＝1.21）、

Table3　習い事への価値観、合理的配慮を伴う養育態度への教材効果

変数名
相談なし （n＝89） 相談あり （n＝53） 専門的相談

の有無 介入前後 交互作用

プレ ポスト プレ ポスト F値 F値 F値

習い事への
価値観

根性・努力主義 M 3.82 3.20 3.46 3.39
0.05 11.89** 3.22†

（SD） （1.18） （1.29） （1.28） （1.40）
成果・勝利主義 M 2.98 2.52 2.78 2.64

0.17 13.22** 8.29**
（SD） （1.05） （1.24） （1.29） （1.18）

合理的配慮
を伴う養育
態度

予防的対応 M 2.15 1.91 2.68 2.65
26.38** 3.70† 2.45

（SD） （0.75） （0.75） （0.84） （0.99）
分かりやすい対応 M 2.39 2.21 2.77 2.64

9.59** 6.63* 0.19
（SD） （0.72） （0.79） （0.96） （0.95）

寛容的対応 M 2.70 2.48 2.99 2.97
7.18** 2.23 1.76

（SD） （0.74） （0.93） （1.07） （1.14）
** p < .01, * p < .05,  †p < .10
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根性・努力主義では、プレM=3.69（SD＝1.23）、ポ
ストM=3.27（SD＝1.33）と両者とも有意に得点が
減少した。合理的配慮を伴う養育態度の分かりや
すい対応では、プレM=2.26（SD＝0.78）、ポスト
M=2.37（SD＝0.88）と有意に得点が高くなり、教
材の効果が示された。
　専門的相談の有無による主効果は、合理的配慮を
伴う養育態度の予防的対応、分かりやすい対応、寛
容的対応の３つの下位尺度で示されており、予防的
対応は、相談なし群M=1.84（SD＝0.64）、相談あり
群M=2.59（SD＝0.99）、分かりやすい対応は、相談
なし群M=2.48（SD＝0.84）、相談あり群M=2.92（SD
＝1.05）、寛容的対応はM=2.48（SD＝0.84）、相談
なし群2.18（SD＝0.71）、相談あり群M=2.54（SD＝
0.88）と、全てにおいて相談あり群の得点が有意に
高かった。

自由記述による教材への評価・感想
　教材黙読後、質問項目による教材の効果測定と
ともに、自由記述にて教材の感想を求めた。自由記
述の内容について筆者２名がＫＪ法により分類した。
その内容により10のカテゴリーに分類した。10のカ
テゴリーとは別に「特になし」との回答が５件見ら
れた。また、どのカテゴリーにも当てはまらない回
答をその他とした。Table4には各カテゴリーに分類
された件数と実際の自由記述例を示した。なお、件
数については、専門家への相談なし群（89名）と相
談あり群（53名）を分けて記載した。以下ではカテ
ゴリー名を≪　≫で、実際の記述内容を「　」で記す。
　はじめに、「具体的で分かりやすい資料だと思う」、

「絵で分かりやすく～」、「タイプ別に関わり方も、書
いてあったので、分かりやすかった」など、≪分か
りやすい≫といった教材への肯定的内容が相談有
無を合わせた全体件数で最も多かった。次に、「初
めて知る事が沢山あった」、「色々と考えさせられる
ことがあった」など≪新たな発見・気づき≫に関す
る記述が見られた。特に相談なし群では、このカテ
ゴリーが最も多く（15件、16.9％）、教材から新たな

気づきを得ていることが示唆された。また、教材の
内容について「我が子に思い当たるふしがある」な
ど≪我が子にあてはまる≫との回答も多く見られた。
さらに「役立つ情報がたくさんある印象」、「子ども
のことを客観的に見て、日々の生活の中で対策がう
てそうで良いと思う」など、≪ためになりそう≫といっ
た記述も多く見られた。こちらも特に相談なし群で
多く見られた（13件、14.6％）。以上の4カテゴリー
については、初めて知ることがあったり、我が子の
様子と照らし合わせて考えたりするなど、教材の内
容が我が子の理解や対応に役立つという内容であっ
た。
　一方、「多くの子どもの教育関係者に読んでもらっ
て、理解して欲しい」、「当事者以外は分からないこ
とが多いと思うのでこういうチラシを配布するとい
いと思う」など≪周囲に読んで欲しい/知ってほし
い≫といった意見が14件挙がった。教材を周囲の人
に対する啓蒙や周知に役立てたいとの意見である。
　また、「分かっているつもりだけど、実践するのは
なかなか難しい」「～理解できたのですが、続けて
いくのは難しそう～」など、≪分かるけど難しい≫
といった意見が挙がり、こちらはやや相談あり群の
方が多かった（６件、11.3％）。知識を得ることはま
ず重要であるが、それをどう日々の関わりの中で継
続して実施していくか、これは次なる課題と言える
であろう。さらに、「性格や個性との区別が難しい」、

「～未熟なだけなのか、障害というカテゴリーに当て
はめられてしまうのか、不安がある」など、≪障害
かの判断が難しい≫といった意見が相談なし群で示
された。子どもの発達に気になることはあるものの、
特別な支援が必要な程度か悩み、専門家などへの相
談はしていない保護者も多いことが推測される。最
後に、「内容が難しくてよく分からなかった」など≪
難しい／分かりにくい≫といった意見が７件、≪す
でに知っている／実践している≫といった意見が４
件、≪さらに知りたい内容≫が２件挙げられており、
これらは今後の教材改善のポイントとしたい。
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考　察

　本研究は、配慮が必要な子どもたちが習い事をす
る際に生じる行動に対して、親が我が子の特性を理
解し、適切に対応できるよう、合理的配慮に関する
教材を作成し、その効果を検証した。

　教材に関して、量的調査の結果からは、約半数の
親が「興味や関心が持てた」、「役立ちそう」と肯定
的な回答を示した一方、「興味や関心が持てない」「役
に立たない」など否定的な意見も見られた。全体と
しては、評価として尋ねた10項目の３項目で半数以
上が肯定的回答となり、教材は一定の有効性を得ら

Table4　自由記述の内容

カテゴリー
件数

実際の自由記述例相談無
n=89

相談有
n=53

１．分かりやすい 10
（11.2％）

11
（20.8％）

具体的で分かりやすい資料だと思う。
絵で分かりやすく発達に問題のある子の特徴がかかれており、読みやすい。
とても、分かりやすかった。発達については、いろいろなことが分かりやすく、
書かれていたと思います。タイプ別にかかわり方も、書いてあったので、分かり
やすかった。

２． 新たな発見・気
づき

15
（16.9％） 

4
（7.5％）

初めて知る事が沢山あった。
色々と考えさせられることがあった。
子どものいろいろな発達障害について知ることができた。また、子どもとのかか
わり方について、考え直さなければいけないと思った。
子どもによって多種多様な配慮が必要で、それぞれの子どもをよく理解する必要
かあると感じた。

３． 我が子にあては
まる

11
（12.4％）

6
（11.3％）

我が子に思い当るふしがある。
指示が多いと理解できない、泥が苦手などあてはまることがいくつかある。
我が子にも思い当たるところがあり、少し胸が苦しくなったが、実践したいと思う。
我が子にも当てはまることがいくつかあり、今まで苦労したのではないかと心配
になった。

４．ためになりそう 13
（14.6％）

2
（3.8％）

役立つ情報がたくさんある印象。
子どもの育て方の参考になりました。
子どものことを客観的に見て、日々の生活の中で対策がうてそうで良いと思う。
大事なことだと思う。そういう事を少しでも理解していれば対処方法もある。

５． 周囲に読んで欲
しい/知って欲
しい

10
（11.2％）

4
（7.5％）

分かりやすく、読みやすい。多くの子どもの教育関係者に読んでもらって、理解
して欲しい。
子どもたちへの支援は当事者以外は分からないことが多いと思うのでこういうチ
ラシを配布するといいと思う。
もっと一般的に知れ渡れば、社会が寛容になって、障害がない人にとってもいい
んじゃないかと思う。

６． 分かるけど難し
い

7
（7.9％）

6
（11.3％）

分かってはいるつもりだけど、実践するのはなかなか難しいし、実践してもすぐ
に効果が分からないので色々と難しい。
書いてあることは理解できるが、いざ実行に移すとなるとなかなか上手く行かな
いので、難しい。
何となく理解ができたのですが、続けて行くのは難しそうだと思いました。

７． 障害かの判断が
難しい

4
（4.5％）

0
（0.0％）

性格や個性との区別が難しいです。
自分の子どものカテゴリーがよく分からない。ただ未熟なだけなのか、障害とい
うカテゴリーに当てはめられてしまうのか、不安がある。

８． 難しい・分かり
にくい

4
（4.5％）

3
（5.7％）

内容が難しくてよく分からなかった。
伝えたいことは分かるが、絵が多すぎて分かりにくい。
難しい。

９． すでに知ってい
る/実践してい
る

1
（1.1％）

3
（5.7％）

すでに実行に移している対処法が多い。
他の発達障害の本の内容にある事が同じ様に書いてありましたね。見ると辛くな
ります。

10． さらに知りたい
内容

0
（0.0％）

2
（3.8％）

気持ちの浮き沈み、癇癪、パニックが起こったときの配慮、対処についての記載
が欲しい。
感覚が特殊であるなどの特性や対処方法もとても理解できる。説明するとしても、
一人一人に有効な方法が違うので、自分の子どもにあった方法を具体的に知りた
い。

11．その他 9
（10.1％）

12
（22.6％）

発達障害は様々な子に起こり得る。
その通りだと思った。子どもがいけないことをしたという事よりも、他のお母さ
んたちからの目線を気にして、そっちのストレスで怒ってしまうことの方が多い。

12．特になし 5
（5.6％）

0
（0.0％）
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れたとえいえよう。否定的な意見が出現した理由と
しては、我が子の特徴として気になるからこそ、否
認したいという心的メカニズムが生じているのかも
しれない。また、今回提示した教材は動画などでの
説明はなく、パワーポイントの説明を読むだけであっ
たので、教材そのものに興味が持てなかったのかも
しれない。
　自由記述の内容を見ていくと、≪分かりやすい≫
から≪ためになりそう≫まで、意見の多かった４つ
のカテゴリーについては教材に対する肯定的意見で
あり、一定の有効性を示すことができたと言えよう。
さらに、５つ目に多かった意見として、≪周囲に読
んで欲しい／知ってほしい≫との内容が挙がってい
た。習い事などでは、指導者でも専門的な知識を得
る機会がないことも多く（大橋・藤後・井梅・川田、
2016）、周囲の理解を得ることが難しいことも多い（藤
後・三好・大橋・井梅、2020）。加えて、学校外の
活動である習い事では、他の保護者との関わりが生
じることも多く、発達の特性を広く理解してもらうこ
とは重要である。今回の調査で試みたような簡便な
教材を作成することで、さまざまな場で発達の問題
への周知を図ることができると考えられる。
　一方、≪すでに知っている／実践している≫など
の意見や、≪難しい／分かりにくい≫といった意見
もあり、すでに専門的な相談や療育を受けている人
から、相談はしたことがないが気になっている人ま
で、さまざまなニーズがあることが推測された。今後、
こうした多様なニーズにどう応えていくかが課題で
あろう。
　次に教材を通した習い事への価値観の変化につい
て、我が子についての相談経験の有無により教材効
果を確認したところ、相談なし群において成果・勝
利主義が弱まった。また、相談経験の有無に関わら
ず成果・勝利主義が弱まっており、教材の効果が示
された。相談なし群において成果・勝利主義が弱まっ
た理由としては、相談をしていなかったため我が子
の状況についての適切な情報が少なく「今回の教材
内容は初めて知る内容だった」可能性がある。教材

を通して、子どもの特性に関する理解が促されたか
らこそ、普段は努力を求めすぎていた状況に気づい
たのかもしれない。自由記述の内容でも相談なし群
では≪新たな発見・気づき≫や≪ためになりそう≫
といった内容が多く見られており、相談なし群では
特に、教材による効果によって成果・勝利主義が弱
まった可能性がある。
　最後に今後の課題について述べていく。本研究
で使用した教材は、親向けの教材の導入部分のみを
取り上げた。提示方法も対面での説明や動画での説
明がなく、自分でパワーポイントに書かれた知識を
読んで理解するというシンプルなものであった。「内
容が難しくてよく分からなかった」といった意見や、

「我が子にも思い当たるところがあり、少し胸が苦し
くなったが～」など、教材を見ることによって母親
の不安を喚起することも考えられ、本教材を使って、
親の反応を見ながら講義するような対面での研修も
検討していきたい。
　また効果測定の方法についてだが、今回は教材
の提示前後での測定に過ぎなかった。そのため、要
求特性の影響が否めない。今後は期間を開けたフォ
ローアップの調査や統制群を用いた調査なども求め
られる。さらに、気になる子の分類の仕方だが、今
回は、専門機関の相談の有無などを基準に気になる
子と抽出した。しかし気になる子どもの中でも社会
性の問題や不器用さの問題など、子どもの特性に
よって状況は異なる。子どもの特性に応じた効果の
違いについても検討の余地があると思われ、今後の
課題としたい。
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