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保育園で開催される子育て座談会への臨床心理学的支援
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本研究では12年間にわたり保育園で開催されている子育て座談会の参加者

にとって，座談会に参加することにどのような意味があると考えているのか

明らかにし，今後，座談会を展開するうえでの課題について検討することを

目的としている。

座談会の形式には変遷があるが，保護者は座談会に参加し，子どもの発達

や対応について学ぶことができた。また，参加した保護者との交流を通して

子育ての不安や負担感を解消して安堵感を得ていた。一方保育士は保育の振

り返りや反省，新しい考え方を学ぶこと，保護者の悩みを知り不安や悩みを

共有し共感している。そして，このことが子どもや保護者に寄り添おうとす

る対応に反映されていることが明らかになった。これを踏まえ，今後の座談

会を展開するうえでの課題を臨床心理学的観点から論じた。

キーワード 保育園 子育て支援

臨床心理学的支援

子育て座談会

1. はじめに

臨床心理学の実践活動では，従来のような個人を対象に面接を行う実践活

動だけではなく，社会場面で幅広い実践活動を展開するために，コミュニ

テイにおける臨床心理サーピスは重要なテーマだと認識されている(金沢，
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2004)。最近では公立学校に配置されたスクールカウンセラーの活動や地域

における子育て支援活動，自然災害時の被災者支援活動，あるいは予防とし

ての虐待防止活動など幅広い分野で活動が報告されるようになっている(山

本， 2005)。

そのなかで，地域における子育て支援としての保育園や幼稚園における活

動は，保護者に対する支援ニーズ調査などの基礎的な活動から統合保育に関

連する発達相談や保護者に対する相談活動に至るまで幅広く行われている

(後藤， 2001，後藤， 2003，藤崎ら， 2005，飯島ら， 2009，橋本ら， 2005， 

金谷ら， 2005，木原， 2000，三浦， 2008，財部， 2009)。この背景には，現

在の保育現場には保育に欠ける子どもの保育だけではなく，地域の子育てを

支援する役割が課されており，各施設で積極的な取り組みが行われているこ

とが挙げられる。しかし，それだけではなく，現在の子育て世代の親には子

育てに対する不安感や負担感が増大していることが指摘されており(原田，

2004棲谷， 2004) ，支援活動の必要性が増していることも子育て支援活動が

幅広く行われている要因の一つになっていると考えられる。

筆者は12年にわたりG市にあるM保育園で開設されている子育て座談会に

講師として参加している。この座談会はM保育園に通う子どもの保護者を中

心に， M保育園を卒園した子どもの保護者，地域で子育て中の保護者， M保

育園の保育士が参加して，子育てに係わることを語り合いながら継続して開

催されている。この子育て座談会は直接の相談活動ではないが，講師は参加

者が語り合う中で出てくる子どもの発達についての疑問や子どもへの対応に

ついての助言を求められる。座談会は12年間に会の進め方や参加者の顔ぶれ

にも変化が生じているが，長期間にわたって座談会は継続できている。この

ように長期間にわたって座談会が継続されているのは参加者にとってどのよ

うな意味があるのだろうか。また参加する保護者や保育士にとって，座談会

が有意義なものとなるためには講師としてどのような支援が必要になるのだ

ろうか。これらの問題を検討することは，今後の支援活動に意義のあること
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だと考えている。

2. 目的

本研究では以下の点について検討することを目的にしている。まず， 12年

間にわたり保育園が子育て支援活動の一環として開催している子育て座談会

の活動を振り返り，この座談会の意義を明らかにする。そして今後，どのよ

うな支援をして座談会を展開することが必要かについて臨床心理学的な観点

から検討する。

3.方法

1 )保育園および地域の概要

昭和55年4月に設立されたM保育園は現在，定員90名で O歳-5歳までの

5クラスを設置している。平成14年4月に現在の場所に移転し，子育て支援

センターも併設する。保育園は娯楽施設や運動施設があるG市の西部地域に

在る。保育園は，この地域の土地区画整理事業にともない，現在の場所に移

転し，園舎を新築したが，移転時に園舎に併設して子育て支援センターが設

置された。この地域は土地区画整理事業にともない開発が進み，マンション

やアパートなども多数建設され， G市以外からも若い世代の住民が多数居住

するようになっている。

2)座談会

座談会は原則として毎月 l回， 19時から21時までの2時間で開催してい

る。座談会はテーマ別座談会とクラス別座談会がある。テーマ別座談会は子

育てに関するテーマを中心に語り合い，クラス別座談会は年齢別のクラス単

位で語り合う。座談会の進行はどちらの会も参加者が子育てに関わる話題を

自由に語り合うことを基本にしている。その際，子どもの発達や対応に関す

る疑問が提起されたときには講師役の筆者がa情報提供や助言を行っている。

可
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また，座談会の終盤に筆者がその会で話題になったテーマについてまとめを

行い，座談会は終了する。座談会の終了後，無記名のアンケート用紙を配布

し，記入を依頼している。なお，保護者の参加者は母親が多く，父親は夫婦

で参加するときの方が父親単独のときよりも多い。

3)分析データ

毎回の座談会に関するデータは，座談会時の保育園の記録，および座談

会終了後に参加者へのアンケート調査(Hl8-H24) を実施し，これらを分析

データとした。アンケート調査は，座談会に関する3項目と参加者個人に関

する性別，年代，参加回数についての3項目の合計6項目から成る。座談会に

関する項目は，座談会のテーマや内容が子育ての参考になったかについて3

段階で評価し，その理由を記述する項目，座談会で、印象に残ったことを自由

に記述する項目，座談会に関する要望を記述する項目である。また，保育士

18名を対象に12年間の座談会を総括するアンケート調査を平成25年1月に実

施した。調査項目は，座談会に関する12項目(テーマ別座談会に関する6項

目，クラス別の座談会に関する6項目)および保育士個人に関する2項目(保

育経験，座談会参加年数)から成る。座談会に関する質問項目は，テーマお

よびクラス別座談会への参加回数に関する2項目，それぞれの座談会に関す

る3段階での評価に関する4項目，それぞれの座談会で参考になったことを自

由に記述する3項目，それぞれの座談会の長所を自由に記述する2項目，今後

の座談会に関する自由記述1項目という内容である。さらに，平成25年2月，

このアンケート調査を補足するために保育士18を対象とした集団面接を実施

した。

4.結果

1 )座談会の実施形式および参加者

この12年間の座談会を参加者と実施形式の観点から整理すると図1のよう

。。
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に大きく3つの時期に分けることができる。第l期(平成12年11月~平成14年

9月)ではM保育園の利用者だけではなく，地域の子育て中の人も参加する

座談会である。参加者の数も多いときには保育士も含めて30名近くになる時

もあり，話題も乳幼児期に関するものから学齢期に関するものまで多様な話

題が取り上げられた。そのため，参加者の中にはあまり関心を持てない話題

が多いときもあったようで，第1期の後半には参加者が10人に満たない座談

会が増えてきた。

第 1期 第 2期

テーマ別座談会

第 3期

クラス別座談会

地域の人も参加 M保育園利用者が多くなる M保育園利用者のみ

H12. 11 H15. 1 H22. 10 

図l 子育て座談会の変遷過程

現在

そこで第2期(平成15年1月~平成22年9月)では毎回テーマを設けて座談

会を開催する。 7年9か月の聞に77回のテーマ別座談会を開催し，そこで取り

上げたテーマを表1に示す。このテーマは保育士が日常の保護者とのやりと

りの中で，保護者の関心の高い事柄だと感じられていることを中心に選んで

いる。ほとんどのテーマは複数回取り上げられていることがわかる。この中

で「上手な叱り方，上手な褒め方JiきょうだいについてJ i子育てと仕事

の両立・子育てのストレスJi子どもの甘えについてJi子どもの成長・情

緒の発達と親の関わり方Ji環境に慣れにくい子への対応Ji母親の役割と

父親の役割」といったことに関するテーマは4-5回取り上げられ，ほほ2年

に1度は取り上げられた保護者にとっては関心の高いテーマである。テーマ

を設けての座談会は平成19年11月の第72回座談会頃までは保育園に通う子ど

もの親以外の参加もあり，彼らからの積極的な話題提供もあったが，この時

期以降は保育園に通う子どもの保護者だけの参加となる。座談会参加者の反

応を把握するために平成18年4月，第55固から座談会終了後に参加者にアン
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ケートの協力を依頼する。参加者の数は保護者の関心の高いテーマの座談会

とそうでないときで大きく変わり，保護者が10人を超える時もあれば保護者

の参加がゼロのこともあり，常に保護者の関心の高いテーマで座談会を開催

するということはできなかった。

表 l テーマ別座談会で取り上げたテーマ

0上手な叱り方、上手な褒め方

O子どもの自立について

0きょうだいについて

0ことばの発達と知的能力の関係

O柔軟に考えられる子を育てる

0子どもの個性について

0子育てと仕事の両立・子育てのストレス

O子どもの成長・情緒の発達と親の関わり方

O母親の役割と父親の役割

0子どものストレスと心身症

0子どもの意欲を育てる親の関わり方

O子どものわがまま・自己主張

。自己肯定感を育む

0スクールカウンセリングの事例から見る

乳幼児期の親子関係

0:複数回取り上げたテーマ

O子どもの社会性を育てる親の関わり方

0自分自身(親)を知る・自分らしい子育て

O子どもをどのように受け止めるか

0知的発達と親の関わり方

0思いやりの心を育てる

0子どもの怒りのコントロール

O子どもの甘えについて

0環境に慣れにくい子の対応

O子どものサインを読み取る

0子どもの意欲を育てる親の関わり方

.親子の紳

・子育てマニュアノレ活用法

.めげない強い心を育てる

.コミュニケーション

平成22年10月からはクラス別の座談会として，同年齢の子どもを持つ保護

者を中心とした座談会を開催している。座談会ではまず，保護者に対して子

どもの保育園での様子を映像で伝え，その後に保護者から出されたいろいろ

な話題を語り合い，必要に応じて講師が情報提供を行う現在の形となってい

る。平成25年2月までにクラス別座談会は22回開催されている。参加者の数

は十数名から数名まで幅があり，集まるクラスの保護者の雰囲気にも影響さ

れる。

2)アンケート調査

( 1 )テーマ別座談会

テーマを設けての座談会が77回開催され，そのうち34回で座談会終了後に

アンケート調査が実施された。まず，座談会の内容が子育ての参考になった
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か否かの評価を保護者と保育士に分けて分析すると，両者とも「大変参考に

なった」との回答が95%以上で， r少し参考になった」との回答を併せる

と，ほとんどの参加者は参考になったという評価をしている。そう評価した

代表的な理由を表2と表3は示している。

表2 保護者がテーマ別座談会を評価する理由

〈話を聞いて掌耳〉

-結果だけ見るのではなく，プロセスを隠めることが大事。。代女性.テー.....子どもに自信をつけさせる}

・子どもとの体験田中で、常に世錯fがどう感じるの泊濁り制すても、くことの大切さ(初代女怯テーマ:思いやりの心を育てる)

・子ども地司怒りを表出したとき、大人は子どものこころに寄り添うことが大切 (40代対也テーマ.子どもE癒りのコントロー川

・叱ることとほめることのパランスが必要だということ(拘f怯性.テーマ田上手な叱り方}

〈糊曜から掌ぷ〉

・子育ては親が碩渡りすぎてゆ、けないと思う自分はこの舎に叡加して他町人目指を聞いて力地敬け，子どもの接し方市液わった(初代

男低テーマ:甘えについて考える}

'Kさん{女協の体当たりの子育てに圧倒された.私なりに自負できるものが見つ方寸U也、いと，患った仰代創生.テーマ:子どもの能力

を{申I:f"す7
く問題解決〉

・気lこなっている子ども併T動を取り上げ謡曲5聞けたことで，どう関わってI'ltぱ良い持拷になった(初代刻也テーマ・子どものサ

インを読み取る)

-今まさに悩み苦しんでいたので，子どもにとてもJ..'pjッセージの送り方で.すごく参考になった (401"1:.テーマ:子どもの自己肯定

感を育む)

〈気づき・反省〉

・子どもが大きくなるにつれ，子どもを抱く回数措沙なくなっているのに気づいた(初代男他テーマ子どものサインを読み取る)

・自分自身，自立制足すような子育てをしているの泊ぜよと反省させられた(加代女性.テーマ:子どもの自立}

表3 保育士がテーマ別座談会を評価する理由

く穏を聞いて学ぶ〉

・叱っていると恩っても相手には小言に聞こえる.し市渇場面をちゃんと貝屈めることが大事:. (2Oftt対主テー7・上手なしかり方)

.一生懸命子育てしているゆとりのない保護者に対しての対応の世方を学んだ{ω代制也テーマ:甘えについて考える)

・子どものトラプルは事実をちゃんと聞き，はっきりさせることが大事，その後，何地帯かったのかをちゃんと分からせる{田代女性.テ

-v:恩b、やりのこころを育てる)

・相手からどのように割つれるカボ人の評価として聞凶誠直ってきて，自分を知ることになる(拍代刻色テーマ:子どもの自己肯定感を育

む)

・子ども泊可快な思いを訴えたとき，大人がどう対献する由、が大事だ(却代封色テーマ:子どもの怒りのコントロール)

・子どもが自信を持てるようにするためにi主結果を見るのではなく，その結果を生む過程を認めることが大事 (40代創生テー.....子ど

もに自信をつけさせる}

・安:，(.憾を釦2ることによって新しいチャレンジでも失敗を樹1ずにチャレンジすることができる(却代刻色テーマ:子どもの能力を

伸I:f"すi
〈反省〉

・子どもが陪商になる行動をすると子どもを責めてしまうが，そのときに自分自身を振り返る必要がある(初代刻也テーマ:子どものサ

4ζ翠色堅盆

表2と表3は同じテーマの座談会に参加した保護者と保育士が座談会を評

価する理由を示している。保護者は座談会で参加者が語り合うことを通して

子どもの理解や対応について学ぶことができたと回答している。この学びの

中には講師の話を聞いての学びと参加者の話を聞いての学びが含まれてい
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る。この外に子どもに対する対応について日頃の悩みや困っていることを解

決する参考になっている。さらに話を聞き，語り合うことで日頃の自分の子

どもへの対応を振り返り，気づきや反省のきっかけとなっている。一方保育

士は，話を聞いて子どもへの対応について学んだこと，および自分の保育につ

ての反省を回答している。座談会を通して学びや反省があったという回答は

両者に共通しているが，保護者は参加した他の保護者の話を聞いて学び，自分

の悩みの解決の参考にしている。つまり，保育士にとってテーマ別座談会

は，学びの場であり反省の場であるが，保護者にとっては学びの場や反省の

場であるだけでなく，保護者同士が互いに学ぶ場でもあり自分の問題を解決

する場でもある。

( 2 )クラス別座談会

クラス別座談会22回のアンケート調査において座談会の内容が子育ての参

考になったか否かについての保護者の評価はほとんどが参考になったとの回

答である。評価する代表的な理由を表4に示した。

表4 クラス別座談会を評価する理由

く0・1揖児クラス>

ー相手町立場になって考えられるのはl まだ先なのだと.I!!.った。TlI'に子育てすると憧々 楽になるということ 今の時期にちゃんと手を餅けようと

Eった (20代女性)

目これで'"、かな?と疑問に感じていたことがl 良かったのだと思えた。どうしたらいいのかと悩んでいたので帽阪できた(30代女性)

・子どもに自分の背中を見せられるようにもっと自分のレベルを上げるために，自分を罷めることが必要だと分かった (30代男性}

・いろんな意見を剛いたりすることで，それぞれ悩みはあるんだι思った(40代女性)

.r子育てで悩んで当たり前J とも、うこ~.単純だけど子育てにおいて気持ちにゆとりができたような 少し気持ちが楽になった (30代女性)

<2躍児クラス〉

・2歳は大人が思っているほど色々なことを理解していない それを暗まえなければと思った(20代女性)

-思っているほど子どもは理解していないのだとわかり，縄り返しのいたずらにも余裕を持って接しようと.1[¥った(30代女性)

.クラスでの樺予や今保育闘でどのようなことを取り組んでいることがよくわかった(30代女性)

・焦らず子どもの成時に合わせてゆとりを持ってよ子育でしょうと思った，ことばだけでなく気持ちを込めて向き合うようにしたい (20代女性)

-子どもに大人のベースを押しつけてt品、けない (40代男性}

<3歳児クラス〉

・韓国生活と家庭での梅子町遣し、は当たり前，普通にできることを大いにほめることが火事ということ (40代女性}

・子どものできない，伝bらないがわが家だけではなかった(40代女性)

・親も子Eもも無理しなくて\t\~ 'c分かつてホッとした (40代男性}

・子どもの成長を感じられる簡がいろいろ聞けてうれしかった(30内女性)

.各車庭白子どもの冊子や取り組みが聞けてよかった(20代女性}

く4.5歳児クラス〉

・4-5揖代目今の時期にとって，自己主曜は大事ということがとても印象に腔った これからの育児町署参考にできた位。代女性)

・閉じような不安や悩みを持っていて.話すことで薄ら着いた伺0仕女性)

・忙しい毎日の中で.子どもの話をゆっくり聞いてあげてなかったと匡省しながら大聖大事なことを気づかせていただきました(30代女性)

・完になっていること，心配していることの対応の仕方を聞くことができて良tJ・った(30代女性)

・子どもが図での生活をもう少しリラックスして過ごせるように，担任の先生と協力できることをー特にしたいと思った臼0代女性)

-82-



保育園で開催される子育て座談会への臨床心理学的支援(財部盛久・我如古さゆり)

すべての年齢のクラス座談会で評価する理由として挙げられているのは，

子どもの現在の発達について理解を深めることやどのように養育することが

大事かといった学びである。また，保護者同士が悩みを語り合うことで，悩

んでいるのは自分だけではないという安堵感が共通して挙げられている。そ

して，保育園での様子を知ることができたことや子どもの成長の様子を聞く

ことができることが挙げられている。その外には，悩みが相談できることや

対応方法を聞くことができたなどの問題解決できたことが挙げられている。

クラス別座談会では他の人や家庭と同じような悩みがあることで安心するこ

と，保育闘での子どもの様子を知ることができることが評価する理由になっ

ていることが特徴である。

( 3)保育士対象アンケー卜

保育士対象のアンケートは同じ内容をテーマ別座談会とクラス別座談会に

分けて質問している。その理由はクラス別座談会終了後のアンケートを保育

土には実施していないこと，およびこれまでの座談会をどのように捉えてい

るのかを包括的に明らかにするためである。

保育士に対してテーマ別座談会に参加して保護者の子育てについての関心

や不安を知ることができたか回答を求めると. 17%が「よくわかったJ.72% 

が「少しわかった」と回答した。 r少しわかったJという回答が最も多いが，

全体の約90%の保育士が保護者の子育てについての関心や不安を知ることが

できている。表5は保護者の不安や関心を知り，それを保育にどのように反

映させているかを示している。表5からは保育士がふたつの側面に反映させ

ていることがわかる。ひとつは子どもや保護者への対応という自分の外に向

けた側面であり，もうひとつが保育者自身の内に向かう側面である。外に向

かう側面では，子どもを理解し，特性を考えて対応するなどの子どもへの保

育であり，保護者に共感し，そのうえで保護者に対応する保護者支援であ

る。内に向かう側面では，自分の保育観や子どもに向かう姿勢を振り返る反

省であり，他者の考えを聞いてそれを取り入れる他の視点の取り入れであ
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る。保育士にとってテーマ別座談会は，保護者から子どもの話を聞き，保護

者の悩みや考え方を聞くことを通して，子どもの理解が深まることや保護者

に共感する場となっている。また，座談会で参加者から話を聞くことは，自

分とは異なる視点で子どもの問題や子育てについて考えることになり，自分

の保育を振り返り反省する場にもなっている。

表5 テーマ別座談会に参加して何を保育に反映できたか

く子どもに対する対応〉

-保護者の育児に対する悩み，考え方，家族の背景等がわかり，子どもへの対応を意敵して行える

・子どもの気になる行動について色々な話を聞き，本人の特性等を考え保育を考えられるようになった

.子どもの怒りにどのようにして対応するかについて学んだ

・適切なアドパイスをもらい、保育に活かすことができる

・子ども一人ひとりの背景やその干の育った環境なども頭に入れ，子どもたちと関わることを考えるようになった

く保護者に対する対応〉

・保護者が抱えている悩み，不安などを分かったうえで，それぞれの保護者に対する声掛け，関わり方ができる

・保護者の意見や子育ての考え方なE分かったことで，それを踏まえての対応を考えるようになった

〈保護者の悩み、考え方を知る・共感する〉

・保護者の話を聞き家庭での様子，親子の関わり，子育ての中での保護者の気持ちが聞けて良かった.

・保護者の悩みを知ることによって，日々の保育で共感しながら子どもを見守ることができる

・保護者と共感することで，保強者とテー7 をもって話すことができ.信頼関係の確立に繋がった

・保護者の自分の子どもについての不安や悩みを知ることができ，共感することができた

く保育の振り返り・反省〉

・自分自身の保育観や子ども一人ひとりと向き合っている自分の姿勢を振り返ることで反省し，成長できる

・子どもたちに対しての関わり方について，あらためて見直す余裕を持つステップになった

・子どもへの対応やことばのかけ方などの大切さを改めて考えた

く異なる視点から話を聞く〉

・自分の考え方と違う視点の揺が聞けたこと

・子どもの年齢毎に悩みが違い，保lWi者や保育土の考え方なども色々聞けた

テーマ別座談会の長所を保育士はどのように捉えているのかを表6は示し

ている。テーマ別座談会は，そこで何が語られるか明確になっているため参

加者の関心が高く.話すことをまとめるなど積極的に参加しようとする保護

者の反応から，参加しやすさや話しやすきを長所としている。保護者に勧め

やすい，振り返りやアドバイスがもらえることを長所に挙げているのは保育

士の観点からの長所である。テーマ別座談会では採りあげられるテーマに関

心をもっている参加者なので，保護者も保育士も学ぶ姿勢を持って参加する

ところが両者にとっての長所である。
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表6 テーマ別座談会の長所

<学ぶ姿勢で参加〉

・テー7 があると講義，勉強会という印象があり，聞く側、参加者はそのような姿勢で臨める

.講話の中に子育てに役立つヒントになることもあり参加者も勉強会の姿勢で臨める

〈参加しやすい>

・テーマに興味を持った保護者が参加でき，子育ての参考になる

.テー7 を設けることにより日頃関心があることや聞きたいことなのかが明確に分かるので参加しやすい

・自分の気になるテー7 に合わせて参加したり，購師の話を聞いた後だと知りたかったことをより明確にできる

く話しやすい>

・テーマを設けることによって，そのテーマに沿って自分の考えていることや悩みなどを話しやすくなる

・しっかりとテー7 があることで，話したい題材などを明確にもつことができる

・テーマiこ沿った内容の話し合いができる

-事前にテー7 について話したいことをまとめて参加できる

<保護者に勧めやすい〉

・保護者がテー7 をみて興味示L-.どんな内容かなど保育士に尋ねてくれ勧めやすい

く保育の振り返り・アドバイスがもらえる〉

・具体的な事例や経験などを振り返り考えたり，専門の先生によるアドパイスがもらえるところが良い

表7 クラス別座談会に参加して何を保育に反映できたか

く保護者と親密になれる>

-参加者に対してはクラスの現在を報告し，子どもたちの成長の変化を伝えることができ.親密度は上がる感じがする

.保護者に対しての関わりに親密さをもつことができた

・保護者が家庭で子どもに接している様子などを知ると，闘での様子をさらに親身になって伝え合えるようになった

・家庭と園の様子の違いを知り，子どものことで気になったことなどを保護者とスムーズに話すことができた

く子どもに対する対応>

・保護者の悩みや家庭と園での様子の遭いが分かり，闘では園でできることをさせてみようと思いながら保育できた

・クラスで取り組んでいることに対して，家庭での様子を聞きながらその干にあわせた保育つなけ・られる

・圏で気になる行動をする子どもに対する対応の仕方や捉え方を学ぶことができた

・指示が通らない千どもに対してイライラしそうなとき，家庭での対応を考えて働きかけるようになった

く保護者に対する対応>

・親の悩みや不安を知ることで，声かけやアドバイスがやりやすくなった

〈家庭と連携した対応>

-固と家庭で連携を取りながら楽しく食事ができるように対応することができた

く保護者の悩み、考え方を知る・共感する>

・家庭での様子を聞くことで，子育ての背最や保護者の悩みや考えを知り共有，共感しあうことがあった

.悩んでいる親の気持ちになって考えることができた

く保育の振り返り・反省>

・家庭での子どもの様子を知ることができ，子どもの関わり方やクラスのあり方を考え直す機会になった

<保育土の統ーした対応>

・保鰭者の悩みを理解したことで担任同士が保能者に対して関わりを統一することができた

FHυ 
0
0
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クラス別座談会に参加して保護者の子育てについての関心や不安を知るこ

とができたか回答を求めると，テーマ別座談会の結果と同様に全体の90%が

保護者の子育てについての関心や不安を知ることができている。表7はクラ

ス別座談会に参加してその後の保育にどのように反映したのかを示してい

る。保育士は保護者と語り合うことを通して親密度が増すこと，保護者の悩

みや考え方を知り，共感するなどの保護者との関係作りに反映さている。さ

らに，保護者や子どもの家庭での様子を聞き保育園での対応に活かすことや

保護者への助言にも活かし，家庭との連携を深めることにも反映させてい

る。また，クラス別座談会で話を聞くことで自分自身の日頃の保育を振り返

り反省する契機とし，担任保育士聞の保護者への対応を同じ方向で行うなど

担任同士の共通理解にも反映させている。

保育士がクラス別座談会の長所をどのように捉えているか表8は示してい

る。保育士はクラス別座談会の長所を保護者と保育士のふたつの側面から挙

表8 クラス別座談会の長所

<保護者聞の交流>

・同年齢の子を持つ親の思いを共有・共感しあうところは多いと思う 保護者の交流が短時間ながらある

・閉じクラスの見慣れたメンパーでの座談会なので，ざっくばらんに話ができる

-勤務時間のズレ等で送迎時間にはなかなか会うことができない保護者同士のコミュニケーション作りの場になる

.保護者が顔見知りとなり親同士で悩みを話し合えることができること

・参加者が増えると保範者聞のコミュニケーションも密になり，子育てについてお互いに話し合う機会ができる

・クラスの担任がいて気軽に話し合え，同じ年の子どもを持つ保護者同士の交流ができて悩みを共有できる

-親同士のコミュニケーションの場になる

<保護者が安心できる>

-同じ悩みを持つ親同士が話し合えて共感することで安心感をもっ

-今悩んでいることを詳しく聞くことで，同じ悩みを持っている人は話を聞いて安心感をもっ

・同じ年齢の子どもの保線者が参加するので悩みや不安を話しやすく，成長段階を知ることもでき，安心して子育て

ができる

<保讃者の悩み・考え方を知る〉

・担任としては直接関わっている子どもの保鑓者から話を聞ける

・保育士にとっては保護者の子育ての悩みや考え方などを知る機会になる

・自分の受け持っているクラスの父母の干育てに対する方法や視点を知ることができる

・家庭での子どもの様子を知ることができ，保護者の子育てに対する思いや悩みを聞いて，それに対する講師の意見

を共有できる

<家庭と保育閣の連携・情報交換〉

・クラスと家庭での連携が密になる

・家庭での話しが聞け，保育園での様子も詳しく伝えられるので保護者とのコミュエケーシヨンが取れる

・クラスの様子を話すことができ，同じ年齢の子どもをもっ親同士の話ができる
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げている。保護者にとっては，同じ年齢の子どもを持つ保護者同士のコミュ

ニケーションが密になり，悩みを話し合うなどの保護者間の交流が促進され

ること，そして保護者間で話し合うことにより共感できて安心感が持てるこ

とを挙げている。保育士にとっては保護者の話を聞くことで保護者の考え方

や悩みを知ることができること，保護者とのコミュニケーションが図れるこ

とで家庭との連携をやりやすくなることを長所として挙げている。

(4 )保育士対象の集団面接

テーマ別座談会とクラス別座談会に関して，アンケートでは十分に回答で

きなかったことを知るために集団面接を行った。テーマ別座談会については

アンケート調査の内容と大きく変わるところはなかったが，クラス別座談会

に関しては表9に示す回答が得られた。クラス別座談会にはクラス担任は参

加できるが，担任以外の保育士は参加できない。そのために保護者の話を聞

いても，それはクラス担任同士では共有できるが，保育園全体として共有す

ることができにくいことを示している。保護者に関しでもクラス別座談会に

参加して話すことを苦にしない保護者は参加できても，人前で話したがらな

い保護者は参加しない。また，参加した保護者のなかには親しい保護者同士

で話が盛り上がってしまい，そのほかの保護者は話の中に入りにくいことも

ある。これらはクラス別座談会を実施する際の課題になっている。

表9 集団面接で得られたクラス別座談会の長所と短所

-クラス担任でないと参加できない

-保護者の話を聞いてもそのクラスで完結してしまう

.保育園全体としては保育士同士の連携がとりにくい

-保護者は楽しんでいるが、仲良しグループの集まりになっている

.子どものことで深刻な悩みがある保護者は座談会には参加しない

.大勢のなかでも話すことを苦にしない保護者と話したがらない

保護者がおり，誰でもは参加しにくい
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集団面接では最近の親子関係について座談会開始当時と何か違うところが

あるかを質問した。保育士がもっ最近の親子関係についての印象として次の

二つが挙げられた。まず， I親子の聞にズレがあっても気づいていない親が

多いように感じられる」ということが挙げられた。それは，子どもが親の意

図したように動かず， Iイャ」というような拒否反応を示すと，なぜ「イ

ヤJというのか，子どもは何を訴えようとしているのか子どもの気持ちに気

づかず，むしろ子どもの言いなりになるようなところがあり，子どもは望み

通りにすれば満足するので，それでよいと，思っているタイプの親が多いとい

うことである。次に， I他者の目が気になる親」が多いことを挙げている。

これは，他の親がどう対応しているのか，他の親は子どもをどう見ているか

が気になり，他の親と同じ対応，あるいは他の親と同じ子どもの見方をして

いることがわかると安心するように感じられる，ということである。つま

り，子どもが親の指示を聞こうとしないとき，しっかり子どもと向き合うこ

とをしないで，子どもがぐずると，そうさせた自分を他がどのように見るの

かを気にし，しっかり叱ることができないことや他の親が同じような対応を

していることがわかると安心するように感じられるのだという。このような

タイプの親の場合，子どもが保育園で保育士には気になる行動を示したとき

にそのことを話しでも，保護者は子どもの気持ちには気づいていないように

感じられるという。

このように集団面接ではアンケート調査では明らかにできなかった事柄に

ついて知ることができた。

U 考察

( 1 )座談会終了後アンケート

子育て座談会終了後のアンケート調査を実施するようになってからのデー

タを基に，この座談会の意義について考察する。座談会に参加して保護者は

子育てに関しである程度参考になったと回答し，保育士は子どもや保護者へ
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の対応をどのように行うかということが参考になり，自分自身の保育を振り

返る契機にもなっていることを回答している。このことは保護者にも保育士

にも有意義な座談会になっているとことを示していえる。

テーマ別座談会は表2が示すように保護者にとって子育てについての学ぴ

や反省，あるいは悩みの解決に繋がっており，子育ての参考になっている。

一方，表3からは保育士にとっては子育てについての参考というより，自分

自身の反省や研修の場としての意味合いが強いと考えられる。

クラス別座談会は保護者にとって，表4が示すように子どもの発達や養育

について学び保護者同士が悩みを語り合い，悩んでいるのは自分だけではな

いという安堵感が得られることが評価する理由になっている。 M保育園のあ

る地域は若い世代の住民が市外から多数居住するようになっており， M保育

園の利用者は夫婦と子ども，あるいは一人親と子どもから成る核家族といわ

れる家族形態であることも多い。今井ら(1999，2002) は母親の孤立・孤独

感は核家族で母親の出身地から速いほど強いこと，母親同士が気軽に交流し

情報交換できる場所を求めていることを指摘している。今井らのこの指摘は

専業主婦を対象にした研究ではあるが，棲谷(2004)は保育園等を利用してい

る母親でも子育ての負担感や疲労感が高いことを指摘しており、専業主婦か

否かを問わず，子育て中の母親は同じような状況にあると考えることができ

る。その意味でクラス別座談会は，日頃の育児の中で子育てに関する疑問や

悩みを抱えている保護者，とりわけ母親にとっては，参加者と交流すること

で悩んでいるのは自分だけではないことを知ることや，菅野 (2004)が指摘

するように，子育てではいろいろな問題が起きて当たり前と理解して心にゆ

とりが持てることで， rこうなくてはならない」という束縛感から解放され

る場となっていると考えられる。

以上のように保護者にとってテーマ別座談会は，日頃の子育ての中で生じ

る疑問や悩みなどの具体的な問題解決の参考になるという意味合いが強く，

クラス別座談会は参加者との交流を通して、不安や子育ての負担感を解消し
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て安堵感を得る場という意味合いが強いことを示していると考えられる。一

方，保育士にとっては反省や学びといった研修の場という意味合いが強く，

同じ座談会であっても保護者とは捉え方が違うといえる。

( 2)保育士対象アンケー卜

保育士対象アンケートおよび集団面接の結果をあわせて考察する。保育士

のテーマ別座談会の捉え方は座談会終了後のアンケート結果とほぼ同じであ

り，テーマ別座談会で話を聞き子どもや保護者への対応，あるいは保育の振

り返りや反省，異なる視点の話を採り入れることができるといったことは研

修としての座談会である。それだけではなく，保護者の悩みを知り共感する

ことで保護者の不安や悩みを共有し共感している。これは保護者の不安を受

け止めることであり，子育ての負担感や孤独感の強い保護者にとっては重要

な支援である。このテーマ別座談会の長所については表6に示すように，何

かを学ぶことや問題を解決するといったことは保護者にとっては子育てへの

積極的関与の観点からの長所といえる。

それに対してクラス別座談会は，それ以降の保育にどのように反映できた

か表7に示すように，子どもや保護者への対応や保育士の振り返りと反省に

反映できるだけではなく，保護者の悩みを知り共感すること，保護者と親密

になり，家庭と連携しやすくなったことが挙げられている。特に，保護者と

親密になることや悩みを知り共感することは保育士が保護者に積極的関心を

向け，関わることを意味している。そして，クラス別座談会の長所は表8に

示すように，保護者間の交流が持てること，保護者が安心できる，といった

保護者の交流と安心感が挙げられ，保育士にとっては保護者の悩みや考えを

知り家庭との情報交換や連携を図ることができることが挙げられている。集

団面接では，クラス別座談会には保護者の誰でもが参加しやすいとはいえな

いことや仲良しグループの集まりになる，保育士にはクラス担任以外は参加

できないなどの欠点が挙げられている。このことは，クラス座談会に参加で

きない担任以外の保育士とクラス担任保育士が座談会の話題をどのようにし
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て共有するのか検討する必要があることを示している。また、保育士が感じ

る最近の親子関係は，親子の聞のズレであり，子どもに向き合うというより

他者の目を気にする親の養育態度である。これらは表面的にはネガティブに

捉えられるかもしれないが，孤独感や負担感が高いなかにある保護者の発す

る悩みや不安という捉え方もできる。そのように考えれば，クラス別座談会

は保護者にとっては，保育士に話を聞いてもらいながら安心して保護者聞の

交流が持てる場となっていると考えられる。

保育士対象のアンケート調査の結果からは，テーマ別座談会は子どもや保

護者の対応を学び反省の契機になるが，クラス別座談会はクラス担任にとっ

ては保護者の考えや悩みを知り共感でき，家庭と連携するなど保護者に寄り

添う形で活かすことができると捉えている。

( 3 )まとめと今後の課題

これまで開催してきた子育て座談会は，保護者にとっては日頃の子育ての

中で生じる疑問や悩みなどの具体的な問題解決の参考になる側面と参加者と

の交流を通して不安や子育ての負担感，孤独感を解消して安堵感を得るとい

う二つの側面があり，クラス別座談会は後者の意味合いが強い。保育士は同

じ座談会に参加しでも子どもや保護者に対する対応を学び，これまでを振り

返り反省をする研修という側面があり，テーマ別座談会はこの意味合いが強

い。また，クラス別座談会では保護者同士が交流でき，安心できるところが

長所であり，座談会に参加後は保護者の気持ちに寄り添う対応に活かすこと

ができると捉えている。その一方で最近の親子関係について，親子聞のズレ

や他者の目を気にする親の養育態度に気づいているが，なぜそのようなこと

になるのか，その背景を理解し，どう受け止めるかはということは，保育士

としての懐の深さに関わる課題と考えられる。

保育士にとって気になる行動を示す子どものなかには，保護者からしっか

り受け止めてもらえない結果として「気になる行動Jを示す子どもがいるこ

とは事実である。そのような保護者の子どもに対する対応は，保育士には
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「もっと子どもを見て欲しいJ，あるいは「子どもの訴えていることに気づ

いて欲しい」と感じられる対応になるかもしれないが，そのような保護者の

背後には，子育てへの不安や負担感，孤独感が強く生じている場合が多い。

その意味から子育て座談会の講師としては，適切な対応が十分にできていな

い保護者の背後にある不安感や負担感，孤独感など汲み取り，その保護者の

思いを保育士に伝え，保育士が専門性を発揮して保護者に対応できるように

支援することは大きな課題である。鯨岡 (2010)が指摘するように，保護者

と保育士の関係は，お互いに子どもを育てるものとして対等な立場に立ち，

共同歩調をとる姿勢をもつことが大事である。その意味から，座談会の後に

保育士とのカンファランスで保護者の思いをフィードパックするなど，日常

の保育の中で子どもの気持ちに寄り添うと同時に保護者の気持ちに寄り添う

ことをどのように支援するか課題である。
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