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≪本調査研究の趣旨と概要≫
私はこれまで東日本大震災後２０１1 年５月５日に設立した東日本大震災子ども支援ネットワ
ーク事務局長として、また特定非営利活動法人こども福祉研究所理事長として、被災した子どもた
ちの復興に際して国連子どもの権利の具体化のために様々な活動をしてまいりました。
震災後４年を過ぎた今、地域の復興が進まない中で、子どもたちの暮らしは貧困や、家庭内外の
暴力や、周囲の人々とのコミュニケーションの取りにくさなど噴出しています。このような子ども
たちが抱える実態は、私たち支援者にも把握しにくく、適切な支援をするために、子どもの現状を
知るための方策を考えなければなりません。またその方策を考えると同時に、その現状を子ども支
援に関わるものが共有し、直接の支援に活かすとともに、今後の支援制度への提言を作り上げるこ
とが必要となっています。
そうしたことに対応することが必要であると考えていたところ、このたび、厚生労働省内に設け
られた児童福祉問題調査研究の案内が届きました。検討をしました結果、今年度当初からキッズド
ア東北と東洋大学福祉社会開発研究センターが共同で進めてきた研究を厚生労働省児童福祉問題
調査研究活動として進めることの許可が東洋大学から得られました。よって調査研究を企画し、提
出しましたところ、下記の通り採択されました。
テーマ「被災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調査研究事業」
採択された団体：学校法人東洋大学
実施責任者： 森田明美（東洋大学福祉社会開発研究センター長）
実施期間：2014 年度末まで
この研究の柱は、４つあります。
１．被災した中高校生の生活と関係の実態調査票と方法を開発し、個別調査やグループ調査を実施
し、まとめる。
２．事例分析の方法の開発、課題解決のための支援メニューの開発
３．課題別に行政サービス等支援機関と支援者をつなぐための研修を開発し、実施する。
４．提言をまとめ、報告会を実施する。
このことを具体化するために、被災地で学習支援を実施するＮＰＯなど７団体が協力して、この
調査研究をすることになりました。１０月からちょうど半年の期間です。実際完成できるかどうか
不安でしたが、この時期にやらねば次のチャンスはないと考え、研究協力者を集め、被災地との連
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携の中で、研究の設計、調査の設計、調査票の作成、実施、回収、分析を進めました。事務局体制
を東京と仙台（後にいわき市）に置き、調査の実施は支援現場に託して、この調査が子どもを総合
的に理解するために重要であることを共有しました。まさにそれこそが、子どもの権利条約が求め
る子ども観、子ども主体の支援の在り方を探ることそのものだったと思います。
調査票と実施方法について、東洋大学の倫理委員会の許可が出たのが年末、調査の実施が正月明
けとなり、ちょうど高校３年生や中学３年生が入学試験の時期と重なりました。
合格が決まった子どもから順々に調査に協力をしてもらう形で進めたため、調査協力者数が予定
していた２００人には至らず、１３７人となりました。調査への協力が日程的に取れなかったり、
参加を見送られた学びの場もありました。一方で実施後に責任がとれないからと残念ながらお断り
しましたが、多くの子どもたちの声を集めることの重要性を共感してくれた子どもからは、被災地
で自分が通学する「高校で集める」ことを提案してくれました。調査項目に震災を思い出させる個
所がいくつかあることから、調査をためらったり、実施できなかったりした子どももいました。そ
れでも受けとめてくれるスタッフがいるからと勇気を出して回答を進める中で、その後、一歩踏み
出せたという声も寄せられました。調査を進める中で支援者の寄り添いが実感できたのだと思いま
す。
このように一人ひとりの声を集めた結果のこの数は、非常に貴重な数でといえます。
研究者として若い人たちの協力と、被災地で支援に当たり、この調査に期待する人たちの力が集
まらねば、この調査研究は完成しませんでした。
そうした意味で、子どもたちの声が結集した調査ということができます。
限られた時間の中での報告書となるため、本調査研究報告は、子どもたちの声を集めて公開する
第一弾のものとなります。今後一層の分析を加えていきたいと考えています。
２０１５年３月
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Ⅰ．アンケート調査

1.調査概要

（1）調査の目的
本調査の目的は、以下の 3 点である。
・被災地で学習支援を利用している子どもたちの暮らしと学びの実態把握
・被災地で学習支援を利用している子どもたちへの学習支援の場の役割の把握
・被災地の学習支援における子どもへの支援チェックシートなどの作成
以上の目的を明らかにするために、以下の仮説を設定している。
・学習支援の場が、子どもたちの自己肯定感と将来に対する希望を高めることに貢献している
・学校や家庭とは違う役割を学習支援の場は担っている

（2）調査対象
調査対象は、被災 3 県で学習支援を利用している小学校 5 年生から高校 3 年生までである。調
査に参加した学習支援事業実施団体は、以下の 7 団体である（団体の活動については巻末資料参考）。
＜調査参加団体名（順不同）＞
NPO 法人こども福祉研究所

NPO 法人ビーンズふくしま

NPO 法人寺子屋方丈舎

NPO 法人しんぐるまざあずふぉーらむ福島

NPO 法人キッズドア

NPO 法人 TEDIC

一般社団法人子どものエンパワメントいわて：E←pa+ch（イーパッチ）
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（3）調査期間
アンケート調査は 2014 年 12 月 18 日〜2015 年 3 月 18 日の期間で実施した。

（4）調査方法
各学習支援の場で、支援者から子どもたちに対し調査票を配布してもらい、自記式で子どもたち
自身が回答した。アンケートの性質上、子どもたちの震災時のことを掘り起こしてしまう可能性が
あることから、回答に際し、支援者はそばにいるが、調査用紙を記入シテいるところに関与はしな
いという形で、調査を実施した。
調査の実施に際しては、子ども自身に対して調査への協力をしないことによって、学習支援の場
で不利益は発生しないことなどを説明し、保護者からは子どもたちがアンケートに答えることにつ
いての承諾を書面で得た。子どもは調査を実施することで了解を得るということにした。また、回
答は任意であること、答えたくないことには答えなくてもいいこと、途中で回答を止めることがで
きることなどを記載した書面を子どもたちに見せながら、支援者から口頭で子どもたちに伝えた。

（5）倫理的配慮
倫理的配慮として、保護者の同意を書面で得た上で、子ども本人の同意を得ている。また、東洋
大学福祉社会デザイン研究科研究倫理委員会に対し研究倫理審査の申請を行い、許可を得て実施し
た。

（6）調査項目
項目の構造は次の通りである。
なお、具体的な調査項目については、報告書の付録を参照されたい。
基本的属性・・・子どもたちの年齢、住まい、家族構成など
生 活 環 境・・・エコマップを用いた回答
日 常 生 活・・・お手伝い、友達との会話、暮らしのなかで感じていることなど
居

場

所・・・学習支援、学校、家族に対して感じていること

自 己 認 識・・・自己肯定感
将

来・・・将来に対する希望、進路・進学

（6）分析方法
分析は、統計的に処理をしている。具体的には Microsoft Excel、および IBM
2010 を用いて分析を行った。
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SPSS for Mac

（7）回収後の処理
調査票を回収した後、原本は外部に流出しないよう厳重に鍵のかかる場所に保管をしている。ま
た、回答の集計については、被災地の子どもの実態を理解し、守秘義務が守れる立場のものに入力
を委託した。エコマップの読み取りについては、社会福祉を学ぶ東洋大学の学生が、調査に協力し
た子どもたちの状況について説明を受けたのちに、２人一組になって子どもの書いたものを読み解
き、入力枠組みに沿って判断し、入力するという方法を取った。具体的には、得られた回答を、
Excel 上に入力をした。
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2.調査結果

（1）調査結果の概要
調査票の回収結果は以下の通りであった。
配

布

数・・・137 ケース

回

収

数・・・137 ケース

有効回答数・・・136 ケース
有効解答率・・・99.3%

（2）回答者の基本的属性
1）回答者の学年（年齢）の分布
回答者の学年の分布を右に

図 1

回答者の学年の分布(n=136)

示した。もっとも多い学年は
中学校 3 年生であった。つい
で中学校 2 年生、中学校 1 年
生の順番となっており、中学
生の回答が 5 割以上となって
いる。
なお、調査実施時期が 2014
年 12 月であったことから、
多くの子どもたちがすでに誕
生日を迎えていることが想定
される。仮に回答者全員が誕
生日を迎えていたとして、そ
のときの平均年齢は 14.6 歳
（標準偏差

±1.93）となっていた。
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2）回答者の居住地域
図 2

回答者の居住地(n=136)

回答者の居住地を右に示した。回答者の中
には、福島県から栃木県に引越しを余儀なく
されたケースがあったが、福島県としてそれ
はカウントをしている。
割合を見ると、宮城県、福島県、岩手県の
順番となっていることが確認できる。

3）回答者の同居家族
回答 者と 現在と震
災前の 同居 家族につ
いての 分布 を右に記
している。（複数回答
n=136、上の横棒が現
在で下 の横 棒が震災
前）

図 3

回答者の同居家族(上：震災前、下：現在)
父

弟

い割合 を示 している

祖父

のが母親で 90.4％と

祖母

い割合 を示 している

27.9%
32.4%

妹

て見ると、もっとも多

その他

90.4%

22.1%
21.3%

姉

兄

67.6%
79.4%

母

現在 の同 居につい

なっている。ついで高

60.3%

22.8%
27.2%
27.2%
31.6%
35.3%
29.4%
32.4%
25.7%
7.4%
8.1%

のが父で 60.3％とな
っていた。
震災前においても、もっとも高い割合を示しているのは母で 79.4％、ついで父の 67.6%となっ
ていた。
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4）回答者の家族形態
現在の家族形態を下記に記した。現在、両親が揃っている両親家庭で暮らしている割合は 55.9％
となっており、ひとり親家庭の割合は 39％となっていた。両親ともに同居していると答えていな
かった割合は 5.1％となっていた。
ひとり親家庭のうち、母子家庭の割合は 88.7％となっており、父子家庭の割合は 11.3％となっ
ていた。
なお、震災前の家族形態を見ると、両親家庭の割合が 75.4％（n=86）でひとり親家庭の割合が
24.6％（n=28）となっていた。ひとり親家庭のうち、母子家庭は 78.6%（n=22）で父子家庭が 21.4%
（n=6）となっている。
3 世代同居について計算をしたところ、震災前の三世代同居率が 44.1％であったのに対し、現在
は 39％となっていた。
図 4

現在の回答者の家族形態

両親がいな
い(n=7), 0%

父子
家庭
(n=6),
11%
ひとり親家
庭(n=53),
39%

母子
家庭
(=47),
89%

両親家庭
(n=76),
56%
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5）回答者の住まい
現在の住まいの状況を右に示した。

図 5

回答者の住まい(n=127)

最も高い割合を示しているのが「震災
前から住んでいる家」で 37.8%、つい
で高い割合を示していたのが「仮設住
宅」で 33.1％となっている。
さらに、県別に住まいの状況を下に
示した。福島県における仮設住宅の割
合は、他の 2 県と大きく異なっている
ことがわかる。

図 6

地域別回答者の住まい
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住まいに関わることについて、震災以降子どもたちが何回引っ越したり転校をしたりしたのかに
ついて設問を用意している。住まい同様、県によってその様相が大きくことなることから、県別に
下に示す。
福島県の子どもたちの引っ越しの平均回数は 2.1 回となっていた。他の 2 県が 1 を超えていない
ことからも、非常に多い回数であることがわかる。転校回数について見ると、福島県と岩手県の数
値が近いものとなっていた。

図 7

住み始めた時期等の平均値
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（3）調査結果の分析

（1）単純集計
1）学習支援の利用目的
学習支援の利用目的の分布について下に示した。おおよその利用開始時期は 2013 年 7 月からで
あった。地域別の違いについてみたところ、有意差は認められなかった。
最も高い割合を示したのが、勉強を教えてくれるためとなっており、73.2%であった。ついで高
い割合を示していたのが集中できるためで、49.6%となっていた。

図 8

学習支援の利用目的(n=136,MA)
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2）生活充実度チェック
子どもたちの日常生活の状況を把握するチェックーシートとして活用することを目的とした項目
を作成し、生活充実度チェックを命名し、調査項目に盛り込んだ。その結果を下に示した回答者の
年齢の影響を受けるため、一概に傾向をここで示すことはできないものの、試験に向けた学習計画
を立てている、翌日の学校の準備をするなどは、割合が低くなっていることが特徴である。また、
朝食・昼食・夕食をきちんと食べている、病気（けが・歯痛）のときに病院に行く、を見ると、や
っていないと答えている割合が一定数おり、養育環境の不安定さが浮き彫りとなっていることが特
徴である。
図 9

生活充実度チェック

朝決まった時間に起きる(n=122)
朝食・昼食・夕食をきちんと食べる(n=123)
食事をつくる（ご飯を炊くも含む）(n=122)
おふろに入る(n=122)
おふろの掃除をする(n=123)
自分の部屋の掃除をする(n=122)
自分の部屋以外の部屋の掃除をする(n=122)
ふとんやベッドで寝ている(n=121)
ふとんをしく・たたむ(n=122)
毎日着がえている(n=122)
洗濯（洗濯ものをたたむも含む）をする(n=122)
自分のクツを洗う(n=121)
おつかい・買い物をする(n=122)
妹や弟の世話をする(n=121)
親の手伝いをする(n=122)
祖父母の手伝いをする(n=122)
生きものの世話をする(n=122)
新聞などを取りに行く(n=122)
ゴミを出す(n=122)
小遣いの範囲でやりくりする(n=122)
あいさつをする(n=122)
翌日の学校の準備をする(n=121)
試験に向けた学習計画を立てている(n=122)
夜中に友達と携帯で電話やゲームをする(n=122)
親と自分の進路について話をする(n=122)
友達と自分の進路について話をする(n=122)
親や仲の良い友達と性に関する話をする(n=120)
通学している(n=122)
病気（けが・歯痛）のとき病院に行く(n=120)
やっている

72.1%

25.4%

2.5%
2.4%
10.6%

87.0%
27.9%

59.8%

12.3%
0.8%
0.8%

98.4%
51.2%

39.8%
72.1%

8.9%

16.4%

37.7%

11.5%

53.3%

9.0%
1.7%
2.5%

95.9%
52.5%

36.1%

11.5%
0.8%
4.1%

95.1%
48.4%

46.7%

4.9%

47.1%

47.9%

5.0%

63.1%
27.0%

32.0%
32.8%

40.2%

66.1%

25.6%

41.8%

31.1%

40.2%

32.8%

36.9%
45.9%

8.3%

27.0%

27.0%

25.4%

4.9%

37.7%
44.3%

55.7%

9.8%

27.0%

17.2%
1.6%
5.7%

92.6%
77.7%

19.0% 3.3%

54.1%

35.2%

36.1%

45.1%
65.6%

32.0%

39.2%

45.8%
96.7%
78.3%
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18.9%
29.5%

66.4%

やっていない

10.7%

あてはまらない

4.9%
1.6%
15.0%
0.8%
2.5%

18.3% 3.3%

3）現在の暮らしに対する思い
回答した子どもたちが、普段どのようなことを考えたり思ったりながら暮らしているのかについ
て下記に示した。
「何かに夢中になる」を見ると、
「よくある」「たまにある」を合わせた割合が 80％以上となっ
ている。一方で、
「疲れたと感じる」を見ると、
「よくある」
「たまにある」を合わせた割合が 85％
以上となっている。
表 10

普段の暮らしの中で感じていること

誰かのために何かしてあげたいと思う(n=131) 2.3% 13.7%

12.2%

42.0%

5.3%
何かに夢中になる(n=131) 2.3%
10.7%
楽しく充実していると感じる(n=130)
本を読んだりテレビを見て感動する(n=131)

6.9% 10.0%
13.0%

4.6%
「疲れた」と感じる*(n=131) 3.1% 5.3%
何をやっても嫌になる*(n=130)
お金さえあればよいと思う*(n=130)

あまりない

12.2%

53.4%
23.8%

40.0%

28.2%

38.2%

23.7%

17.7%

13.8%

20.8%

20.0%

何もかも壊してやろうと思う*(n=131)

ほとんどない

28.2%
19.2%

8.4%

29.8%

50.4%

どちらともいえない

*は逆転項目
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63.4%
26.2%

28.5%

20.8%

20.0%
17.6%

たまにある

11.5%

13.8%
18.5%
11.5%

よくある

9.2%

4）社会的居場所尺度を用いた学習支援と学校の捉え方
下記の図 11 と図 12 では、原田克已（2014）が作成した社会的居場所尺度1を用いて、学習支援
と学校が子どもたちにとって、どういった居場所としての意味があるのかを明らかにしている、
回答の分布は下記の通りとなっている。対応のある比較による t 検定を実施したところ、統計的
に差があることが明らかとなったのは、
「いつも一緒にいられる友達がいる」
「自分のすることに期
待してくれる人がいる」であり、前者は学校の方が高い割合を示し、後者が学習支援の方が高い割
合を示していた。
図 11

居場所としての学習支援の場の位置付け(n=129)
いつでも一緒にいられる友だちがいる
自分の能力をいつも必要としてくれる人がいる

3.1%
9.3% 10.9%

22.5%

12.4% 9.3%

54.3%

35.7%

15.5% 10.1%
26.4%
5.4%
自分のしたことにいつも良い評価をしてくれる人がいる 10.1%
23.3%

24.0%

18.6%

25.6%

自分のすることにいつも期待してくれる人がいる

22.5%

34.9%

26.4%

自分の良いところも悪いところもすべていつも認めてくれる人がいる

8.5% 6.2%

22.5%

28.7%

34.1%

いつでも輪の中に入っていける

8.5% 7.0%

21.7%

27.9%

34.9%

8.5% 7.8%
4.7%
そこにいればいいといつも思える 7.8%

自分が活躍することをいつも喜んでくれる人がいる

6.2%
自分の考えや悩みをいつも分かってくれる人がいる 6.2%
3.1%
ありのままの自分をいつも受けいれてくれる人がいる 6.2%
いつでも協力してくれる仲間がいる
自分をいつも大切にしてくれる人がいる
なじめているといつも思える
自分をいつも頼ってくれる人がいる

あまりそう思わない

26.4%

34.9%
26.4%
30.2%

24.0%

どちらとも言えない

29.5%

26.4%

26.4%

24.0%

37.2%

27.1%

2.3%
7.0% 13.2%
31.8%
3.1%
5.4%
18.6%
32.6%
5.4%
7.0%
21.7%
36.4%
5.4%
9.3%
27.9%
30.2%

5.4%
自分の気持ちをいつも理解してくれようとしてくれる人がいる 7.8%

そう思わない

27.9%

33.3%
45.7%

31.8%

ややそう思う

1 原田克已（2014）「居場所概念の再構成と居場所尺度の作成」
『金沢大学人間社会学域学校教育学類』6,119-34.
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40.3%
29.5%
27.1%
31.0%

そう思う

図 12

居場所としての学校の位置付け(n=132)

いつでも一緒にいられる友だちがいる
自分の能力をいつも必要としてくれる人がいる
自分のすることにいつも期待してくれる人がいる
自分のしたことにいつも良い評価をしてくれる人がいる
自分の良いところも悪いところもすべていつも認めてくれる人がいる
いつでも輪の中に入っていける
自分が活躍することをいつも喜んでくれる人がいる
そこにいればいいといつも思える
自分の考えや悩みをいつも分かってくれる人がいる
ありのままの自分をいつも受けいれてくれる人がいる
いつでも協力してくれる仲間がいる
自分をいつも大切にしてくれる人がいる
なじめているといつも思える
自分をいつも頼ってくれる人がいる
自分の気持ちをいつも理解してくれようとしてくれる人がいる

1.5%
7.6% 8.3%

15.2%

12.2% 8.4%

67.4%
27.5%

14.4% 8.3%

26.5%

12.1% 10.6%
19.7%
6.1%
9.8%
22.7%
6.1%
10.6%
22.0%

29.0%

22.9%

27.3%

23.5%

33.3%
26.5%
24.2%

12.9% 7.6%
24.2%
28.8%
6.8%
11.4%
25.8%
29.5%
6.1%
11.4%
20.5%
25.8%
3.1%
12.2%
20.6%
25.2%
3.8%
8.3%
12.9%
27.3%
4.5%
8.3%
19.7%
25.8%
5.3%
10.7%
18.3%
31.3%
2.3%
12.1%
27.3%
31.1%
9.8%
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5.3%

22.0%

31.1%

24.2%
34.8%
37.1%
26.5%
26.5%
36.4%
38.9%
47.7%
41.7%
34.4%
27.3%
31.8%

5）親子関係
回答した子どもたちが保護者のことをどのように捉えているのか、その分布を下に示した。「親
が病気になると心配になる」を見ると「そう思う」
「ややそう思う」を合わせた割合が 80％近くと
なっている。
「親はいつも食事を作ってくれる」の「そう思う」
「ややそう思う」を合わせた割合が
80％以上となっており、2 番目に高い割合を示していることから、親が病気になることについての
不安感は相当高いことが推察される。
図 13 親子関係(n=133)
親は私の言い分をよく聞いてくれる(n=133)

ほとんどない
14.3%

あまりない
10.5%

どちらともいえない
27.8%

たまにある
22.6%

よくある
24.8%

親から話しかけてくれると嬉しい(n=133)

12.0%

15.8%

30.1%

21.8%

20.3%

親は私の気持ちをよく理解してくれる(n=133)

10.5%

12.0%

27.1%

28.6%

21.8%

親が病気になると心配になる(n=133)

6.8%

2.3%

12.0%

24.8%

54.1%

親に励ましてもらうと元気が出る(n=133)

7.5%

6.8%

29.3%

24.8%

31.6%

親からほめられると嬉しい(n=133)

6.8%

7.6%

24.2%

22.7%

38.6%

親と一緒にいるときは楽しい(n=133)

6.8%

6.8%

31.6%

27.1%

27.8%

親は私の将来をとても気にかけてくれる(n=133)

8.3%

5.3%

22.6%

27.8%

36.1%

親は家計のことで困っている(n=133)

13.5%

8.7%

27.9%

26.9%

23.1%

親はいつも食事を作ってくれている(n=133)

3.8%

4.8%

10.6%

25.0%

55.8%

6）自己認識
回答者の自己認識について下記に示した。
「自分のことが好きだ」や「自分は人から必要とされて
いる」を見ると、
「ややそう思う」
「そう思う」を合わせた割合が 25％程度となっている。
「社会に
役立つことをしたい」について同様に見ると、65％近くの割合となっていた。
図 14

自己認識
ほとんどない
29.3%

あまりない
18.8%

どちらともいえない
28.6%

たまにある
12.8%

よくある
10.5%

自分は人から必要とされている(n=133)

21.8%

15.0%

37.6%

13.5%

12.0%

自分のことをだれもわかってくれない*(n=133)

24.1%

26.3%

32.3%

11.3%

6.0%

まわりの人とあまり違わないようにしている*(n=133)

18.8%

19.5%

41.4%

8.3%

12.0%

友だちとの関係はお互い深入りしない*(n=133)

12.8%

23.3%

36.1%

15.0%

12.8%

社会に役立つことをしたい(n=133)

9.0%

3.8%

22.6%

27.1%

37.6%

自分のことが好きだ(n=133)

*は逆転項目
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7）将来に対する思い
将来について 11 項目の設問を作成し、その回答の分布を下に示した。
「私にはだいたいの将来計
画がある」「将来どういった仕事につきたいかがはっきりとしている」など、将来、社会でどのよ
うに活躍していきたいかを示す項目では、おおむね「そう思う」「ややそう思う」を合わせた割合
が 50％以上の割合を示していた。また、「私は、将来結婚をしたい」「私は、将来自分自身の子ど
もを育てたい」など、将来の家族形成に関わる設問では、
「そう思う」
「ややそう思う」を合わせた
割合が 60％以上の割合を示していた。
一方、「私には将来がないような気がする」について見ると、「そう思う」「ややそう思う」を合
わせた割合が 17.1％となっていた。

図 15

将来に対する思い
ほとんどない

あまりない

どちらともいえない

たまにある

よくある

私には、だいたいの将来計画がある(n=133)

12.0%

10.5%

18.8%

22.6%

36.1%

私は、将来結婚をしたい(n=133)

11.3%

12.8%

15.0%

17.3%

43.6%

私は、将来自分の子どもを育てたい(n=133)

8.3%

11.3%

18.0%

14.3%

48.1%

私には将来がないような気がする*(n=133)

42.1%

21.8%

19.5%

9.0%

7.5%

私の将来には希望が持てる(n=133)

8.4%

9.9%

35.1%

21.4%

25.2%

将来のためを考えて今から準備をしていることがある(n=133)

12.8%

11.3%

31.6%

23.3%

21.1%

将来のことを大人とよく話をする(n=133)

12.8%

6.8%

27.8%

21.8%

30.8%

大人になっても地元にいたい(n=133)

17.4%

19.7%

28.8%

14.4%

19.7%

自分の将来は自分で切りひらく自信がある(n=133)

9.1%

9.8%

37.1%

19.7%

24.2%

将来どういった仕事につきたいかがはっきりとしている(n=133)

12.0%

8.3%

21.1%

16.5%

42.1%

地元を離れて違うところでずっと暮らしたい(n=133)

18.0%

18.0%

39.8%

13.5%

10.5%

*は逆転項目
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8）進路について
下記には、中学生に回答を求めた中学卒業後の進路について、回答者本人と保護者、学校がどの
ように考えているのか、回答者の視点から把握した回答についての分布を示している。
子ども自身は、中学卒業後、高校進学を希望している割合が非常に高い。一方で、わからないと
回答している割合も 14.3％と一定数いることも把握できる。
子どもたちの進路について、大人たちの思いが子どもたちにどのように伝わっているのかを見て
いくと、保護者では「応援してくれている」が最も高い割合を示しており、56.1％となっていた。
「わからない」と答えている割合は 32.2％となっている。学校について見ると、
「わからない」と
答えた割合が最も高く、47.6％となっていた。ついで高い割合を示していたのが「応援してくれて
いる」で 36.5％となっていた。
図 16

中学生_中学校卒業後の進路

高校進学
その他の学校進学

1.6%
1.5%

76.2%

3.2%
3.6%
36.5%

応援してくれている
任されている

1.6%
4.6%

反対している

1.6%
1.5%

わからない
考えたことがない
考えてくれていない
その他

32.3%

14.3%

56.1%

47.6%

2.4%
3.1%

7.9%

3.6%

学校

保護者
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中学生

下記には、中学生に回答を求めた、高校卒業後の進路について、回答者本人と保護者、学校がど
のように考えているのか、回答者の視点から把握した回答の分布を示している。
子ども自身は、高校卒業後、大学進学を希望している割合が 33.3％となっており、設問の中で
は最も高い割合を示している。一方で、わからないと回答している割合も 26.9％となっており、
年齢的に考えても、まだ高校卒業後のことについて具体的なイメージがついているわけではないと
推察される。「短大・専門学校進学」
「就職」については、12.6％と同じ割合となっていた。
子どもたちの進路について、大人たちの思いが子どもたちにどのように伝わっているのかを見て
いくと、保護者では「考えたことがない」が最も高く 45.9％であった。次いで高い割合を示して
いたのが「応援してくれている」で、34.4％となっていた。
「わからない」と答えている割合は 32.3％
となっている。
学校について見ると、「わからない」と答えた割合が最も高く、68.3％となっていた。ついで高
い割合を示していたのが「応援してくれている」で 16.7％となっていた。

図 17

中学生_高校進学後の進路

大学進学

3.3%

33.3%

短大・専門学校進学

12.8%

就職

6.6%

応援してくれている
任されている

1.7%
3.3%

反対している

1.6%
1.5%

12.8%
16.7%

わからない

26.9%

考えたことがない
考えてくれていない
相談していない
その他

34.4%

3.1%

68.3%

32.3%

11.7%
10.3%
7.9%

45.9%

1.7%
1.6%
3.8%

学校

保護者
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中学生

下記には、高校生に回答を求めた、高校進学時のことについて、回答者本人と保護者、学校がど
のように捉えていたのか、回答者の視点から把握した回答についての分布を示している。
子ども自身は、高校進学時、希望通りだったと答えている割合が 66.7％となっていた。一方で、
希望通りではなかったと回答している割合は 33.3％となっていた。
高校に進学した時のことについて、大人たちの思いが子どもたちにどのように伝わっているのか
を見ていくと、保護者では「応援してくれた」が最も高い割合を示しており、56.5％となっていた。
「わからない」と答えている割合は 33.3％となっている。学校について見ると、
「わからない」と
答えた割合が最も高く、74.16％となっていた。ついで高い割合を示していたのが「応援してくれ
た」で 22.2％となっていた。

図 18

高校生_高校進学時のこと

希望通りだった
66.7%

希望通りではなかった
33.3%
22.2%

応援してくれた
不満そう

55.6%
3.7%
11.1%
74.1%

わからない

33.3%

学校

保護者
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高校生

下記には、高校生に回答を求めた、高校卒業後の進路について、回答者本人と保護者、学校がど
のように考えているのか、回答者の視点から把握した回答の分布を示している。
子ども自身は、高校卒業後、大学進学を希望している割合が 44.8％となっており、設問の中で
は最も高い割合を示している。ついで高い割合を示していたのが、
「短大・専門学校進学」で 27.6％
となっていた。一方で、わからないと回答している割合も 26.9％となっていた。
子どもたちの進路について、大人たちの思いが子どもたちにどのように伝わっているのかを見て
いくと、保護者では「応援してくれている」が最も高く 69.2％であった。次いで高い割合を示し
ていたのが「わからない」で、23.1％となっていた。
学校について見ると、「応援してくれている」と答えた割合が最も高く、46.2％となっていた。
ついで高い割合を示していたのが「わからない」で 38.5％となっていた

図 19

高校生_高校卒業の進路

大学進学
県外の大学進学

3.8%
7.7%

44.8%

3.4%

短大・専門学校進学
就職

27.6%
3.8%
10.3%
46.2%

応援してくれている
わからない
考えたことがない
考えてくれていない

23.1%
26.9%

38.5%

10.3%
7.7%

相談していない
その他

3.8%

学校

保護者
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高校生

69.2%

9）エコマップによる子どもの生活環境
子どもたちの生活環境を把握するために、エコマップを用いた調査票を作成した。分析方法につ
いて、今後さらなる検討が必要であるが、現段階でどのような分析を行ったのかを先に示す。
エコマップには、関係性の強弱や、方向性を示している。例えば、母親が子どもたいしてしっか
りとした関わりをしていると、子ども自身が捉えているのであれば以下のような表記が想定される。

分析では、関係性の強弱と人や社会資源のみを取り上げ、子どもたちの周囲にどういった人たち
がいるのか、そしてどういった関係性の中で暮らしているのか 2 点について分析の対象とした。関
係の方向性については第 2 報にて示す。
下記の分布において、例えば友達を取り上げると、友達と一言で言っても、近所の友達や中学校
の友達など、様々な友達が描かれていた。本報告では以下の手順によって、そうした様々な人々や
釈迦し資源についてまとめて、集計を行っている。
＜社会資源等の取りまとめについて＞
兄、妹、姉、弟

→

きょうだい

祖父、祖母、姪、いとこ、先祖
父、母、親
塾

→

→

親戚

親

→ 塾

友達、親友、仮設の友達、先輩、後輩
先生、担任、→

→ 友達

学校の先生

学校、クラス、教室
バンド、趣味

→

→

学校

趣味

部活、駅伝

→

部活

塾、習い事

→

習い事
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図 20 には、エコマップに子どもたちが描いた社会資源や人々についての分布を示した。最も多
く描かれたのは「友達」で 79.1％であった。ついで「母」が 67.6％、
「学校の先生」の 57.6％とい
う順番になっていた。

図 20

エコマップに示された社会資源等
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図 21 には、図 20 で示した各社会資源と子どもたちとの関係性に分布について示した。
回答が多かったもののうち、ストレスのある関係性の割合が 0 だったのは「学習支援」のみであ
った。母親について弱い関係性を示していたのは 31.9％となっており、他の社会資源と比べてそ
の割合が大きい。学校の先生について見ると、ストレスがあると描いた割合が 31.2％となってお
り、一定の回答を得たものの中では最も高い割合を示していた。
図 20

エコマップに描かれた社会資源との関係性

31.9%
48.9%
13.8%
母(n=94) 5.3%
46.8%
40.3%
父(n=62) 6.5% 6.5%
22.9%
0.0%
45.7%
31.4%
きょうだい(n=70)
2.9%
55.9%
35.3%
親戚(n=34) 5.9%
31.2%
11.2%
42.5%
15.0%
学校の先生(n=80)
3.4%
10.2%
45.8%
40.7%
部活(n=59)
17.4%
4.3%
47.8%
30.4%
学校(n=23)
4.5%
39.1%
52.7%
友達(n=110) 3.6%
0.0%
66.7%
0.0%
33.3%
勉強(n=3)
58.1%
40.3%
学習支援(n=62) 1.6%0.0%
18.2%
9.1%
54.5%
18.2%
近隣の大人(n=11)
72.7%
27.3%
塾・習い事(n=5) 0.0%
20.0%
80.0%
趣味(n=5) 0.0%
60.0%
0.0%
20.0%
20.0%
アルバイト(n=5)
33.3%
66.7%
ボランティア(n=3) 0.0%
16.7%
37.5%
41.7%
その他(n=24) 4.2%
100.0%
ペット(n=6) 0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
原発(n=1)
100.0%
スマホ(n=3) 0.0%
ストレス
弱い
普通
強い
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10）自由記述
学習支援の場に対する感想について、自由記述の内容を以下に示した。勉強に集中できたりはか
どったりしたという、勉強に対する学習支援の効果だけでなく、学習支援の場で出会うことがでて
きた人々に対する感謝の思いが描かれていた。
色々な人に会えてよかったけん。友達が増えて良かった。これからも続いて欲しい。皆と一緒に色々な
思い出をつくれて良かったです。
初めてこの寺子屋と出会い、いろんな人との出会いを経験して、震災後かかえていた不安などが少しず
つ無くなっていって、たくさんの笑顔をもらえました。寺子屋のおかげで自分の夢もみつかって、いろんな
面でたくさん成長できてます。
学習会が日常になっていてとてもたのしい
とりあえず、中学校卒業後は、寺子屋に参加していきたいと思うようになった。
話し相手ができた。 高校の受験を受ける勇気（？）が湧いてきた。 志願理由書の内容をアドバイスし
てくれて、前期に受験できる事になった。 家の自分の部屋以外に少しだけ居場所が出来た気がする。
勉強や宿題を教えてもらえること
簡単に分かりやすく教えてくれることです
学校にいる時よりも、学習会での方が明るかった、と思います。 わからないことを教えてくれて（とてもわ
かりやすかった）、勉強がはかどりました
学校の勉強ができる
勉強を教えてくれる
勉強が早く終わること
たくさんの出会いがあって、刺激を受けることができた。気軽に、相談できる人がいるということは、本当
に素晴らしいことだと思った。
スタッフの人とお話しして、将来に向けて考えがもてた
進路が決まった。高校の検定をとることができた。
自分の実力でどこまで希望がかなえられるか常に教えてくれるから、いつも”もっとがんばろう！”と思
う。やりたいことをいつも応援してくれるから、やる気がでる。
ゾンタがあって、勉強も教えてくれて分かりやすいし、相談とかもできるし、大切な場所です。
友達に問題を聞ける所や集中して勉強できるところ
みんなで集まって勉強できたのが良かった
仮設住宅が狭い。エアコンをもう一台ほしい。寒い。
広い場所が欲しい。施設がもっと増えると良い。
全部勉強が終わったら、すごろくをしたことが楽しかった。友達と会えた。
少し成績が上がった
自力では解けなかった問題等を解けるようになった
教えてもらえるのが良い
勉強に集中できる場所ができて良かった
勉強の楽しさを知りました
勉強が少しわかるようになった
わからないところができるようになった
学習環境が整っているので集中しやすかった。また、スタッフの対応も良く、また来たいという気持ちにな
った。
希望していた県内の私立 4 年大学に合格しました。アルバイトしながら勉強したいです。キッズドアには
夏から参加で短い間でしたが、お世話になりました。ありがとうございます。
勉強が良くわかった
震災が起きて、家が流出してしまい、もとの生活に戻れなくなってしまい、狭い仮設暮らしになってから、
学習室ができたことによって勉強だけは充実してすることができたと思います。そのおかげで高校進学、
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卒業および大学進学と、この 4 年間で自分の希望通りの進路実現が叶ったと思います。
学習会に来て、ほんの数日だけど、集中して勉強できるし、環境的にすごく良いです。
学習会では色々な人が自由に参加できる分、様々な子どもが集まるので、うるさくて集中できないときが
あった。 教えてほしいときに指導してくれるのは、とても役に立った。
分からない所を教えてくれたので、分かる様になった。集中して取り組める。
コミュニケーションが取れてうれしかった。話したり、勉強したりできてうれしかった。
楽しく勉強できるようになった
点数が上がった。勉強時間が増えた。
勉強にまじめに取り組めるようになった。時間が増えた。
大学生と交流を深めることができました
わからないところをすぐに聞ける。友達とたくさん話ができる。
集中できる
落ち着くし、兄がいつもうるさいから学習会にいたい
友達ができた。スタッフの人と仲良くする事ができた。
良かった事は、「どうやって解くのか」ずーっとわからないままにしていたけど、先生がとき方を教えてくれ
たので、解けるようになった、という事です
この学習会に来れば、スタッフの先生に自分の分からないところを教えてもらえるので、私は助かってい
ます。また、たくさんの人とコミュニケーションをとることができて、親しみやすい場所になっています。こ
の場所がなくなると、スタッフの方や友達と会うこともなくなり疎遠になりそうです。きがるにコミュニケー
ションをとりつつ、勉強に励むことのできる施設というのは他にありません。中学生や高校生にとって「教
えてくれる人」は、とても貴重です。スタッフの方が進路や普段の生活の悩みを聞いてくれたおかげでスト
レス軽減にもなりました。
多くの参考書等があり、学習の環境としてとてもよかった。また、食事面でのサポートも充実していて、ス
タッフが毎日趣向を凝らした料理を作ってくれて、勉強の合間の休憩をより質の高いものとして学習の質
もより高いものとしてくれた。 また、受験学習もサポートしてくれて、作文などの相談にも乗ってくれた。
ときおり、集会やパーティ等が開かれ、共に学習する中的野交渉を決める機会を作ってくれたりした。
良い学習環境の中で中学の貴重な学習時間を使うことができ、とても有意義だったと今になって思って
いる。
無事進路達成しました。
学校でも担任の先生との面談があり、進路のことを話す機会はありました。しかし、学習会で話を聞いて
くれる講師の方々は、より親身に聞いてくれたので、学校よりも思っている事を話す事ができる場所でし
た。また、センター試験対策や模試の復習を公立洋区行うことができました。そのおかげで嫌いだった数
学が嫌いではなくなりましたし、学校の定期テストの点数も良くなったと思います。 ただ単に勉強を教え
てくれるだけではなく、精神的にもとても支えてもらいました。受験勉強を続けられたのは学習会があっ
たからです。
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（2）統計解析
統計解析では、自己認識と将来に対する思い、親子関係に関する設問に対して因子分析を実施し、
そこから得られた因子を従属変数とした重回帰分析を用いて、それら因子分析結果を高める要因は
一体どういったものなのかを明らかにする。
因子分析の手続きについて、以下の手順で行っている。因子の抽出において、質問紙が 5 件法に
よる順序尺度で構成されている事、正規分布を仮定しておらず、重み付けがないことから最小 2
乗法を用いて、回転にはプロマックス回転を用いた。また、いずれの分析においても固有値 1.00
以上を基準値とし、スクリープロットを用いて因子数を決定し、その後共通性 0.3 未満、因子負荷
値 0.35 未満の項目を削除して因子分析を繰り返した。なお抽出された因子名について、森田明美
研究室においてその妥当性について検討を行った。
尺度の構成については、いくつかの先行研究を踏まえたものとなっている。
親子関係については、森下ら（2012）における養育者に対する信頼尺度2について、被災地の実
態を踏まえた項目に改変し、設問を設定した。
将来に対する思いについては、白井（1994）による時間的展望体験尺度3を参考に、学習支援を
利用している子どもたちの実態を踏まえながら設問を設定している。
自己認識については、これまで森田研究室で実施してきた子どもを対象とした調査項目を踏襲し
ている4。
なお、学習支援と学校については、社会的居場所尺度5を用いて調査票を作成したが、学習支援
と学校に対する子どもたちの居場所としての捉え方の比較を行うため、因子分析は実施しなかった。

2

森下正康、藤村あずさ（2013）
「小学生の頃の養育者からの言葉かけが女子大学生の自己制御機能の発達に与える影響」
『都女子大
学発達教育学部紀要』(9), 125-134.
3
白井利明（1994）
「時間的展望体験尺度の作成に関する研究」
『心理学研究』65,54-60.
4
埼玉県飯能市（2014）
『飯能市 子ども・子育て支援事業計画に関するアンケート調査 結果報告書 ［詳細版］
』
5
原田克已（2014）
「居場所概念の再構成と居場所尺度の作成」
『金沢大学人間社会学域学校教育学類』6,119-34.
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1）従属変数と独立変数の設定
(a)自己認識に対する因子分析結果
子どもたちの自己認識について因子分析を実施した結果を下記の表に示した。
得られた 2 つの因子には複数の項目が含まれている。従って、第 1 因子、第 2 因子について信
頼性分析を行った結果、それぞれα=.896、α=.598 となっていた。第１因子は充分な信頼係数が
確保できたが、第 2 因子については確保ができなかったため、1 つ目の因子のみ採用した。また、
因子から各項目が削除された場合のα係数も確認したが、特に問題はみられなかった。第 1 因子を
「自己肯定感」と命名した。
上記の因子分析の結果抽出された、子どもと周囲の人々との関係性について、下位領域の重要度
を比較するために、下位尺度得点を項目数で除した数値の平均値と標準偏差を算出した。結果「自
己肯定感」では 2.6767（±1.22968）とした。

表 1 自己認識に関わる因子分析結果（n=130）
第 1 因子

第 2 因子

自分のことが好きだ

0.949

0.035

自分は人から必要とされている

0.86

0.025

友だちとの関係はお互い深入りしない*

0.007

0.646

まわりの人とあまり違わないようにしている*

-0.163

0.537

自分のことをだれもわかってくれない*

0.109

0.483

因子間相関

1
-0.039

1

第 1 因子

第 1 因子

「自己肯定感」

α=0.896

「周囲との関わり方」

α=0.598

第 1 因子
第 2 因子

因子抽出法: 主因子法
回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法
a 3 回の反復で回転が収束しました。

*は逆転項目
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(b)将来に関わる因子分析結果
子どもたちの自己認識について因子分析を実施した結果を下記の表に示した。
得られた 2 つの因子には複数の項目が含まれている。従って、第 1 因子、第 2 因子について信
頼性分析を行った結果、それぞれα=.848、α=.890 となっていた。どちらも充分な信頼係数が確
保できた。また、因子から各項目が削除された場合のα係数も確認したが、特に問題はみられなか
った。第 1 因子を「社会化希望」
、第 2 因子を「家族形成に対する希望」と命名した。
上記の因子分析の結果抽出された因子ついて、下位領域の重要度を比較するために、下位尺度得
点を項目数で除した数値の平均値と標準偏差を算出した。結果「社会化希望」では 2.6767（±
1.22968）
、「家族形成に対する希望」では 3.666（±1.18989）となっていた。

表 2

将来に関わる設問における因子分析結果（n=128）
第 1 因子

第 2 因子

将来どういった仕事につきたいかがはっきりとしている

0.817

-0.11

将来のためを考えて今から準備していることがある

0.738

-0.086

私には、だいたいの将来計画がある

0.733

-0.012

私の将来には希望が持てる

0.659

0.165

自分の将来は自分できりひらく自信がある

0.56

0.201

将来のことを大人とよく話をする

0.494

0.133

私には未来がないような気がする*

0.351

0.05

私は、将来自分の子どもを育てたい

-0.061

0.969

私は、将来結婚をしたい

0.053

0.845

第 1 因子

1

-

第 2 因子

0.651

1

第 1 因子

第 2 因子

「社会化希望」

α=0.848

「家族形成に対する希望」

因子間相関

α=0.890

因子抽出法: 主因子法
回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法
a 3 回の反復で回転が収束しました。

27

(c)親子関係に関わる設問における因子分析結果
子どもたちの自己認識について因子分析を実施した結果を下記の表に示した。
得られた 2 つの因子には複数の項目が含まれている。従って、第 1 因子、第 2 因子について信
頼性分析を行った結果、それぞれα=.925、α=.861 となっていた。どちらも充分な信頼係数が確
保できた。また、因子から各項目が削除された場合のα係数も確認したが、特に問題はみられなか
った。第 1 因子を「親との日常的な関わり」
、第 2 因子を「親からの受容」と命名した。
上記の因子分析の結果抽出された因子ついて、下位領域の重要度を比較するために、下位尺度得
点を項目数で除した数値の平均値と標準偏差を算出した。結果「親との日常的な関わり」では
3.6924（±1.05986）、「親からの受容」では 3.5014（±1.12638）となっていた。

表 3

親子関係に関わる設問における因子分析結果（n=128）
第 1 因子

第 2 因子

親からほめられると嬉しい

1.007

-0.111

親と一緒にいるときは楽しい

0.927

-0.041

親に励ましてもらうと元気が出る

0.73

0.218

親から話しかけてくれると嬉しい

0.699

0.14

親が病気になると心配になる

0.551

0.219

-0.124

0.907

親は私の気持ちをよく理解してくれる

0.16

0.8

親は私の将来をとても気にかけてくれる

0.255

0.554

第 1 因子

1

-

第 2 因子

0.738

1

第 1 因子

第 2 因子

「親との日常的な関わり」

「親からの受容」

α=0.925

α=0.861

親は私の言い分をよく聞いてくれる

因子間相関
因子抽出法: 主因子法
回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法
a 3 回の反復で回転が収束しました。
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(d)学習支援の場と学校に対する子どもたちによる居場所としての評価
先述したように、学習支援と学校について、社会的居場所尺度を用いて、子どもたちにとってど
ういった役割があるのかを明らかにしている。同一項目で質問を設定し、比較することで学習支援
の固有性について明らかにしようとしていた。そのため、本報告では因子分析を用いた分析はせず、
尺度得点を項目数で除した数値の平均値と標準偏差を算出した。その結果を以下に示している。

表 4

社会的居場所尺度得点の平均値と標準偏差（n=129）
学習支援
学校

平均値
3.2238
3.6775
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標準偏差
±0.85105
±1.10207

(e)その他投入した独立変数
ダミー変数として次の独立変数を用意した。
すでにいくつかの先行研究において、ひとり親家庭の子どもたちの自己肯定感について、両親が
揃っている家庭の子どもたちと比較して低いというものがある。そのため、独立変数にひとり親家
庭を投入することとした。
本研究会では、子どもたちに対するグループインタビュー調査をすでに 4 回実施している。その
中から、仮設住宅に居住し続けることの困難さが多く語られている。部屋の狭さや、うるささ、親
が床で寝て自分自身がベッドで寝ていることに対する申し訳なさなどである。そうした仮設住宅に
居住することの困難さが自己肯定感や将来に対する希望に対して、一定の影響があることと仮説を
立て、独立変数として設定している。
その他に、基本的属性として、子どもの年齢を独立変数として設定した。
これら、設定した独立変数の分布は以下の通りである。

表 5

ダミー変数の分布
自己肯定感
（n=110）
40％
33.6％
46.4%
3.23
3.71
3.64
3.49
14.75

ダミー ひとり親家庭
ダミー 仮設住宅に居住
ダミー 女性
学習支援の居場所得点
学校の居場所得点
親との日常的な関わり
親の受容
子どもの年齢
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社会化希望
（n=110）
40.4%
33%
46.8%
3.2312
3.7174
3.6294
3.4954
14.79

2）重回帰分析
因子分析によって得られた、自己肯定感と社会科希望を従属変数として、上記に示した独立変数
を強制投入した重回帰分析を実施した。
多重共線性を確認したところ、各変数で VIF<1.071〜2.407 の間となっていた。また、共線性の
診断を行ったところ、条件指数は最大で 22.102 となっていた。各変数の相関係数も 0.0〜0.54 と
なっており、やや数値は高く見られるものの、分析に有効であると判断した。
重回帰分析結果をみると、自己肯定感の調整済み R2=0.473、社会化希望が R2=0.368 であった。

F 値はそれぞれ 13.227、8.872 となっており、有意差が認められている。
自己肯定感を高めることに貢献しているのは、学習支援の居場所得点が高いこと、学校の居場所
得点が高いこと、子どもの年齢が高くなることであった。社会化希望については、学習支援の居場
所得点のみが高めることに貢献をしていた。

表 6

重回帰分析結果
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Ⅱ．インタビュー調査

1．インタビュー調査の概要

（1）インタビュー調査の方法
インタビューについては、次の通り実施した。
全部で 4 回実施している。そのうち、2 回目〜4 回目については、本研究会に参画している支援
団体に協力を得て実施した。具体的には、子どもたちを集め、研究代表者やその他研究員がファシ
リテーターとなり、子どもたちがこの震災を経験してから、どういったことを見てきたのか、感じ
てきたのかを話してもらった。その際、録音と、PC ソフトを用いてデータを収集した。後者の方
法については別途示してある。
1 回目については、本研究会のメンバーが多く関わっている東日本大震災子ども支援ネットワー
クが主催となっている機会を利用して、データを収集している。インタビュー対象者は 2〜4 回目
とほぼ同じであり、データの収集方法も同様である。
なお、インタビュー中、答えたくないものについては答える必要がないことを口頭で子どもたち
に説明をしている。また、各団体で子どもたちを募集した段階においても、同様に、答えたくない
ことについては答えなくてもよいということを説明している。

（2）インタビュー調査の日程
インタビュー調査調査は、以下の日程で実施した。

日時・場所
2015 年 1 月 11 日

13 時〜17 時（東洋大学）

2015 年 2 月 7 日 12 時 30 分 〜 15 時 30 分
（NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ福島事務所 ）
2015 年 2 月 8 日 12 時 30 分〜15 時 30 分
（宮城県登米市 SUKOYAKA）
2015 年 3 月 27 日 14 時〜17 時
（宮城県議会庁舎議員応接室 1）
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参加した
子どもの数

備考

18 人

東日本大震災子ども支援ネットーワー
ク主催「子どもたちと一緒に考える被災
地の復興」において調査を実施

4人

小学校高学年から中学校 3 年生まで

10 人

中学校 2 年生から高校 3 年生まで

5人

高校 1 年生から高校 3 年生まで

（3）インタビュー調査の分析方法
本報告におけるインタビュー調査の分析方法6は次の通りである。
子どもたちが語ったことのうち、要点をキーワード化して、その文脈を可視化しながら概念図を
作成し、子どもたちが感じている、東日本大震災に関わる環境についてまとめた。使用したソフト
は The Omni Group 社の OmniGraffle を使用して、アローチャートを作成した。

2．インタビュー調査の分析

本報告では 4 回のインタビュー調査のうち、2〜4 回目のデータに基づく分析を示す。1 回目に
ついては、参加した子どもたちが多かったことと、3 つの分科会に分かれてインタビューを実施し
たため、分析に時間を要している。
インタビュー調査から明らかになったことは次の通りである。


学習支援の場から大学生や地域の人々などとのつながりを得て、多くの体験をしている



震災を経験して、自分が住む街のことについて真剣に考えるようになり、そうした大人たち
と多く出会う中で、さらなる理解を深めている



毎日震災のことを考えているわけではなく、学校では震災に関わることはほとんど口にする
ことはない



学校や家庭では、震災のことをしっている当事者としての役割について、あまり考えること
はなかった



震災の悲劇を繰り返さないことが必要だが、そうしたことを考える機会が学校や家庭ではな
かなかない



震災によって、地域から解放された



学習支援の場に来る目的は、


勉強がしたい



誘惑がない



うるさい人がいない



会いたい人がいる



無料である



自分のペースで過ごすことができる

6

この分析の目的はアンケートの分析枠組みを補強するためのキーワードの抽出を目的としている。従って、インタビュー調査自
体の分析方法については、別途検討が必要となる。
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タ イト ル

し んぐ る ま ざぁ ずふぉ ーら む福島

子ど も たち によ る 支援のあり 方会議

2 0 1 5 年2 月7 日

1 2 時3 0 分から

（1）NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ福島事務所におけるインタビュー

データ
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登米市SU KOYA K A

将来のこ と

1 1 時0 0 分から

子ど も たち によ る 支援のあり 方会議

高校3 年生

タ イト ル

2 0 1 5 年2 月8 日

学校

相談相手

1 2

中学校3 年生

帰属意識

学習支援の
場
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大人に期待し たいこ と

1 2

（2）宮城県登米市 SUKOYAKA におけるインタビューデータ

（3）宮城県県議会におけるインタビューデータ
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Ⅲ．被災地における子ども支援者研修

1．背景と目的

（1）プログラムの目的
被災地において、住民主体の子ども支援者を対象とする支援者研修を実施する。また、これらの
研修の成果を検証することにより、震災後の子ども支援に携わる支援者支援のための研修モデルを
開発することを目的とする。
また、共通の課題を抱える地域でも活用できる普遍的な研修モデルを提示することにより、被災
地における住民主体の子ども支援活動の取り組みを支援することができる。
住民主体による子どもへの継続的なかかわりを意識した「寄り添い」重視の支援を念頭に、子ど
も支援者のための研修事業を実施する。

（2）南相馬市について
対象は、南相馬市とする。これまでの支援活動のなかで信頼関係を築いてきた南相馬市教育委員
会と連携して、当事者性を基盤とした支援者研修モデルの構築をめざす。
現在、支援の対象としている南相馬市放課後児童クラブの状況（2014 年度）は、
（表１）のとお
りである。支援活動の対象としている南相馬市放課後児童クラブ数は、13 か所、指導員数は 30 人
である。それらを含めたその他の基本情報は、下記のとおりである。
項目

内容

管轄部署

南相馬市教育委員会事務局幼児教育課

対象児童クラブ数

13 か所（放課後児童クラブ 9 か所、児童センター4 か所）

開所時間

12:30～18:00（放課後児童クラブ）
8:30～18:00（児童センター）

対象学年

小学校 1～6 年生

学年別利用児童数

（表１）参照

児童の推移

（表２）参照

指導員数

30 人

勤務時間

週 35.5 時間
12:30～18:00（5.5 時間）週 5 日勤務
8:30～18:00（8 時間）週 1 日勤務

雇用形態

嘱託職員（1 年雇用の更新）

専門性

採用時の専門資格に関する必須条件なし
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（表１）南相馬市の放課後児童クラブの状況（2014 年度）

（3）南相馬市子ども支援の固有性
本プログラムの対象となる南相馬市は、震災後の小学生の人口がなかなか回復しない一方で、放
課後児童クラブを使用する割合は、震災直後から今日に至るまで増加傾向にあることがわかる（表
２）。南相馬市に帰還する児童割合は、概ね 6 割程度で推移している一方で、放課後児童クラブの
利用割合は、常にほぼ定員の上限に達している。
つまり、震災後に帰還した子どもたちは、留守家庭児童の割合が高いという固有性をもっている
ことがわかる。これらの留守家庭児童を地域で支えることにも限界がある。なぜならば、南相馬市
全体の人口が十分には回復しないなかで、地域支援にも限界があることが予想されるからである。
また、震災後に再開される開設放課後児童クラブ数の推移（表３）をみると、増加傾向にあるも
のの、放課後のみ合同で過ごすという環境条件が長く続き、子どもたちのようすも安定しなかった
ことがわかっている。
このような、南相馬市の固有な課題に対して、これまで子ども支援活動を継続して実施してきた
が、留守家庭児童数が増えすぎてしまったがゆえに、すべての子どもたちに対応するには限界があ
った。
一方で、まんべんなく子どもたちへの対応を果たそうにも、放課後児童クラブ指導員の雇用形態
は嘱託職員のままで安定せず、保育士などの専門資格が必須になっているわけではない。
つまり、留守家庭児童への支援ニーズの高さが予想される一方で、地域で子ども支えるマンパワ
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ーの量的確保と支援内容の質的な向上が緊急の課題となっているのである。
震災から 4 年を迎えた被災地においては、外部の支援者だけでなく地域住民の支援者たちによっ
て、子どもたちに寄り添える力とそれを実現するシステムの構築が課題となっている。南相馬市の
子ども支援は、震災直後の児童クラブ登録数の急増という背景から、これまで子どもの安全性を最
優先する「見守り」重視の支援が進められてきた。
しかし、子どもの日常生活を再建するためには、子ども自身が生活習慣を改善して自らよりよい
生活を送れるよう、子どもの声を聞き取りながら進める支援が必要である。つまり、「見守り」重
視の支援から「寄り添い」重視の支援への転換が求められている。
ところが、南相馬市放課後児童クラブ指導員たちは、安全性を最優先する「見守り」重視の支援
から脱する手掛かりを見つけることができなかった。また、児童クラブ利用児童の割合が急増し、
1 年生から 6 年生までまんべんなく利用児童が在籍するなかで、「見守り」重視の支援は、ますま
す膨れ上がっていった。
こうした問題意識を共有し、解決の手がかりを見つけるために、2014 年 9 月に、被災地の子ど
も支援者に該当する、南相馬市放課後児童クラブ指導員 30 人へ「寄り添い」重視の支援を基盤と
したワークショップ研修を実施した。具体的には、子どもの目線に立つことを体験する研修事業を
実施したところ、
「見守り」重視の支援では見られなかった職員の意識の変化を確認することがで
きた。
このように、ワークショップ研修をきっかけとして、子ども支援の現場における放課後児童クラ
ブ指導員が、子どもたちに寄り添いながら、子どもにやさしいまちづくりを成し遂げようとする意
識が芽生え始めていることも確かである。したがって、日常生活の再建のためには、子ども家庭に
対する支援者支援が欠かせない現状となっているがゆえに、意識の芽生え始めている当事者たちへ
の支援者支援は緊急性が高く、今日的な課題でもあると想定されるのである。
また、このような南相馬市にて確認された固有の課題は、長期的な支援の必要な課題であると考
えられる。一方で、震災の影響を受けたことが原因で、不安定な環境条件の下で生活する子どもた
ちの実態は、被災地全体の課題でもあると考えられる。本プログラムで明らかにする支援者研修モ
デルは、このような被災地支援における普遍性をもつものでなければならないだろう。
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（表２）児童の推移（定員対比）
120%
100%
80%
60%

小学校
児童クラブ

40%
20%
0%

（表３）開設児童クラブ数の推移
14
12
10
8
6

児童クラブ数

4
2
H26冬

H26秋

H26夏

H26春

H25冬

H25夏

H25春

H24冬

Ｈ24秋

H24夏

H24春

H23冬

H23秋

H23夏

H23春

0
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2．研修プログラムの流れ
2014（平成 26）年 9 月
①ワークショップ研修

2014（平成 26）年 10 月
②研修企画委員会の設置

2015（平成 27）年 1 月
③支援者研修の実施（研修
編）
2015（平成 27）年 2 月
④支援者研修の応用（実践
編）
2015（平成 27）年 3 月
⑤振り返り・再検討

3．研修プログラムの内容
（1）ワークショップの実施と「研修企画委員会」の設置
①2014 年 9 月
ワークショップの実施
趣旨「子どもにやさしいまちづくりと子どもの権利」を学ぶ
（講師：森田明美氏、浜田進士氏）
→「見守り型」の支援からの脱却意識が芽生える
→

研修企画委員会の発足のきっかけとなる

②2014 年 10 月
「研修企画委員会」の設置・開催
住民主体の子ども支援者による組織「研修企画委員会」
→

研修ニーズの抽出・準備・企画を担当する

43

（a）ワークショップの実施
「ワークショップで学ぶ子どもにやさしいまちづくりと児童館・児童クラブの役割」は、2014
（平成 26）年 9 月 12 日（金）9:30～12:00 に、南相馬市役所で開催された。
参加者は、震災後、南相馬市の放課後児童クラブで日々子どもたちにかかわっている放課後児童
指導員（地元の子ども支援者）や、被災地子ども支援ボランティアに参加している学生スタッフな
ど合わせて約 60 人である。
講師の森田明美氏（東洋大学）からは、被災地子ども支援に求められる視点として、①被災地で
は特別なケアを子どもにするという決意②市民社会との協働③子どもの必要性に合わせた柔軟性
④多様な場面・状況に対応する重層性⑤子どもを中心に子どもの暮らし全体を支える総合性⑥子ど
もを決して裏切らない継続性⑦揺るがない子どもの権利の視点について講演していただき、「子ど
もとともに」すすめる復興の大切さを学ぶことができた。
また、同じく講師の浜田進士氏（子どもの権利条約総合研究所）からは、「なぜ子どもの参加が
必要なのか」について理解するためのワークショップを進めていただいた。具体的には、参加者を
それぞれ子ども役、保護者役、放課後児童指導員役にしてロールプレイを実施した。例えば学生ス
タッフが放課後児童指導員役を演じることによって、放課後児童指導員がより客観的に自らの子ど
もとのかかわりについて確認するこができる。
参加者のアンケート結果からは、
「
『子どもは今を生きる主体であり、子どもが育つことが未来で
あること』『子どもと一緒に笑うこと、一緒に悲しむことがその子を回復に向かわせる』という森
田先生の言葉が背中を押してくれるように思います。」
「その子にとっての、毎日の生活が安心する
ものであるよう、子どもに身近なおとなである自分を律していきたいと思います。」
「指導員一人ひ
とりが主体となったロールプレイのワークショップでは、それぞれが自分の発信力、聴く力を感じ
られたことと思います。本来の子どもの声をきけているか？常に自分を振り返りたいと思います。」
といった感想があった。

（b）「研修企画委員会」の設置
なお、この研修をきっかけに、放課後児童指導員による主体的な「研修企画委員会」を発足させ
た。研修企画委員会は、研修ニーズを抽出し、企画を担当する当事者組織である。
研修企画委員会は、地域の子ども支援者（研修プログラムの対象者＝放課後児童指導委員）によ
って組織されることを念頭に、放課後児童クラブを管轄する南相馬市教育委員会（事務局幼児教育
課）によって運営管理されるしくみとした。これにより、当該教育委員会をとおして、放課後児童
指導員（被災地子ども支援に地元で携わる当事者）の主体的な参加を促すことができる。
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（2）支援者研修の実施
①2014 年 9 月
ワークショップの実施
「子どもにやさしいまちづくりと子どもの権利」
（講師：森田明美氏、浜田進士氏）
→「見守り型」の支援からの脱却意識が芽生える
→

研修企画委員会の発足のきっかけとなる
外部からの被災地支援とのリンク
「おやつ支援」
（月 1 回）
→

寄り添いの「場」の認識

②2014 年 10 月
「研修企画委員会」の設置・開催
住民主体の子ども支援者による組織「研修企画委員会」
→

研修ニーズの抽出・準備・企画を担当する

③2015 年 1 月 22 日（木）
支援者研修の実施（研修編）
「寄り添い型支援（研修編）
」の実施
第Ⅰ部（講演研修）おやつ場面を子どもたちと一緒に過ごすことから、
コミュニケーションがどのように生まれてくるかということを知る
第Ⅱ部（実技研修）「手作りおやつ（パン）」場面を想定した実習

（a）外部からの被災地支援とのリンク
研修企画委員会は、被災地としてこれまでに受けた外部支援のなかから、放課後児童クラブに対
して毎月 1 回実施される「おやつ支援」を取り上げ、それが、寄り添いの「場」になりうるのでは
ないかということに気がついた。
そこで、「おやつ場面」を活用することによって、ワークショップで学んだ視点を活かせるので
はないかと判断し、これまでに受けてきた被災地支援を研修に反映させるかたちで企画を進めるこ
とになる。
支援者研修を「研修編」と「実践編」に区分し、寄り添い型支援のあり方を学ぶ機会を「研修編」
とし、研修後の応用の場として「実践編」を位置付けることにした。
「研修編」の受講者は、子ども支援の現場にて応用（「実践編」）する。
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（b）支援者研修（研修編）
（プログラム）
日時：2015 年 1 月 22 日（木）10:00～12:15
場所：東町児童センター
総合司会：植木信一（新潟県立大学准教授）
① 「寄り添い型支援」とは何か

（１）「寄り添い型支援」とは何か
10:00～
10:45
（45 分）

森田明美（東洋大学社会学部教授、東日本大震災子ども支援
ネットワーク事務局長）
（２）「子どもにやさしいまちづくり」研修（9 月 12 日実施）の
振り返り
浜田進士（元関西学院大学准教授、子どもの権利条約総合研
究所関西事務所長）

② 手作りおやつ（パン）場面を活用した「寄り添い型支援」実習

10:45～

小川

晶（植草学園大学発達教育学部講師）

11:30
（45 分）
③ 被災地における「寄り添い型支援」のためのワークショップ

11:30～
12:15
（45 分）

清水冬樹（旭川大学短期大学部講師）
片貝英行（特定非営利活動法人キッズドア仙台事務局長）

支援者研修（研修編）
「児童センター・児童クラブにおける『寄り添い型支援』研修」は、2015
（平成 27）年 1 月 22 日（木）10:00～12:15 に、南相馬市東町児童センターにて実施された。こ
の研修は、被災地において子ども支援者となりうる放課後児童クラブの放課後児童指導員を対象に、
子どもが今を生きる主体として支えられることの意義と方法を学ぶものである。
参加者は、日々子どもたちの日常に直接かかわっている市内 13 か所の放課後児童クラブの放課
後児童指導員など約 40 人だった。研修内容は、以下の 3 部構成で進められた。
（第 1 部）森田明美氏（東洋大学）からは、「寄り添い支援の価値」について、被災地支援の実
際から、学習支援の場での軽食の取り組みが、市民性にもとづいて寄り添い支援されていることや、
子どもたちの今を生きる支えにつながっていることなどをお話しいただいた。
浜田進士氏（子どもの権利条約総合研究所）からは、南相馬市で 2014（平成 26）年 9 月 12 日
に実施されたワークショップの振り返りを実施していただいた。この時の研修をきっかけに、参加
者に「寄り添い」の気づきがあり、意識の変化が認められたことから、今回の支援者研修の実施（研
修編）から、次回の支援者研修の応用（実践編）へと、「寄り添い型支援」を進めることの意義を
確認することができた。
（第 2 部）小川晶氏（植草学園大学）からは、手作りおやつ（パン）場面を活用した寄り添い支
援のための実習を進めていただいた。実際に食パンを扱いながら子どもたちに寄り添う視点につい
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て学んだ。この実習をもとに、実際に子ども支援者が、子ども支援現場にて応用（実践編）するこ
とになる。
（第 3 部）東洋大学研究会で開発した（いまの状況を知るための）
「生活充実度チェックシート」
（表４）を用いて、ワークショップを実施した。清水冬樹氏（旭川大学）によるチェックシートの
説明にはじまり、片貝英行氏（NPO 法人キッズドア）、林大介氏（東洋大学）、中鉢博之氏（ビーン
ズふくしま）浜田進士氏、植木信一氏（新潟県立大学）が加わって進めた。
参加者にとっては、実際にチェックリストを記入することにより、子どもの生活にはさまざまな
テーマがあることへの気づきを促すことができた。参加者からは、「具体的にチェックしてみるこ
とで、日常生活での会話が予想以上にあることに気が付いた」などの感想があった。
最後に、森田明美氏から、寄り添うことの第一歩は、
「この子が大事」と思えることであること。
その際、パンなどがあると楽しくて会話がはずみ、食べるということを手がかりにして、子どもに
寄り添うという体験ができること。それによって子どもに「もう一歩」近づくことができ、コミュ
ニケーションをとることができることなど、寄り添い支援が果たす役割についてまとめていただい
た。
なお、今回の研修編の成果をもとに、2015（平成 27）年 2 月に南相馬市の 13 か所の放課後児童
クラブにて、支援者研修の応用（実践編＝寄り添い型支援の実践）が実施されることになった。
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（表４）生活充実度チェックシート（記入例）

48

（3）支援者研修の応用
①2014 年 9 月
ワークショップの実施
「子どもにやさしいまちづくりと子どもの権利」
（講師：森田明美氏、浜田進士氏）
→「見守り型」の支援からの脱却意識が芽生える
→

研修企画委員会の発足のきっかけとなる
外部からの被災地支援とのリンク
「おやつ支援」
（月 1 回）
→

寄り添いの「場」の認識

②2014 年 10 月
「研修企画委員会」の設置・開催
住民主体の子ども支援者による組織「研修企画委員会」
→

研修ニーズの抽出・準備・企画を担当する

③2015 年 1 月 22 日
支援者研修の実施（研修編）
「寄り添い型支援（研修編）
」の実施
第Ⅰ部（講演研修）おやつ作りを子どもたちと一緒に実施することから、
コミュニケーションがどのように生まれてくるかということを知る
第Ⅱ部（実技研修）「手作りおやつ（パン）」場面を想定した実習

④2015 年 2 月 4 日～6 日
2 月 18 日～20 日
支援者研修の応用（実践編）
13 か所の放課後児童クラブにて、手作りおやつ場面を実践する
「研修企画委員会」に所属する指導員が調査協力員として現場取材する
子どもたちおよび指導員のうごきや会話を記録する（取材シート）

（a）支援者研修の応用（実践編）
支援者研修の応用（実践編）では、13 か所の放課後児童クラブにて、食パンを使用した手作り
おやつ場面を実践した。研修企画委員（5 人）による、現場取材を実施し、子どもたちや放課後児
童指導員のうごきやことばを記録（取材シート）した。
取材から明らかになったことは、小規模の放課後児童クラブと、大規模の放課後児童クラブとで、
実施内容に違いがみられたことである。以下は、取材シートの記録の一部から、その内容を紹介す
る。なお、（表５）は、小規模クラブの実践例であり、（表６）は、大規模クラブの実践例である。
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（表５）実践例（小規模クラブ）
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（表６）実践例（大規模クラブ）

51

（b）おやつ場面における会話の一部
会話例①
（子ども A）私、ミミが大好きだから最後のご褒美に食べるの。
（指導員）ミミのほうがいいの？
（子ども A）うん。だからパパは私にミミをくれるよ。
（子ども B）私はいつもミミだけ残すよ（A の妹 B）
。
（子ども A）いつもは朝トースト半分しか食べない。
（指導員）今日は 3 枚もあるね。
（子ども A）今日は食べられる。毎日朝食はパンだよ。
（指導員）誰が作ってくれるの？
（子ども A）お父さんかお母さんが作ってくれるけど、オーブンで焼くだけ。
（指導員）何か塗って食べるの？
（子ども A）何も。
（子ども B）お姉ちゃんはいつも起きるのが遅いんだよ。
（子ども A）起きてるもん。
（指導員）みんな一緒に食べるの？
（子ども B）お父さんとお母さんともう一人のお姉ちゃんと。
（指導員）お姉ちゃんがいるの？
（子ども C）私はお兄ちゃんがいるよ。
会話例②
（指導員）みんなパンは好きですか？
（子ども D）毎日パンだから飽きた。
（子ども E）私も毎日パン。
（指導員）今日は、おやつ作りだね。さあサンドイッチを作ろう。
（子ども D）私のお母さん○○（市内のスーパー）のパン屋さんで働いているよ。
（子ども E）私のお母さんは○○病院の看護師さん。
（指導員）E ちゃんは、
（ジャムが服に付いて）シャツもおいしそうになっているよ。
（子ども E）帰ったら洗ってもらうからいいよ。
（指導員）怒られない？
（子ども E）こんなの平気だよ。
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4．研修プログラムの振り返り
①2014 年 9 月
ワークショップの実施
「子どもにやさしいまちづくりと子どもの権利」
（講師：森田明美氏、浜田進士氏）
→「見守り型」の支援からの脱却意識が芽生える
→

研修企画委員会の発足のきっかけとなる
外部からの被災地支援とのリンク
「おやつ支援」
（月 1 回）
→

寄り添いの「場」の認識

②2014 年 10 月
「研修企画委員会」の設置・開催
住民主体の子ども支援者による組織「研修企画委員会」
→

研修ニーズの抽出・準備・企画を担当する

③2015 年 1 月 22 日
支援者研修の実施（研修編）
「寄り添い型支援（研修編）
」の実施
第Ⅰ部（講演研修）おやつ作りを子どもたちと一緒に実施することから、
コミュニケーションがどのように生まれてくるかということを知る
第Ⅱ部（実技研修）「手作りおやつ（パン）」場面を想定した実習

④2015 年 2 月 4 日～6 日
2 月 18 日～20 日
支援者研修の応用（実践編）
13 か所の放課後児童クラブにて、手作りおやつ場面を実践する
「研修企画委員会」に所属する指導員が調査協力員として現場取材する
子どもたちおよび指導員のうごきや会話を記録する（取材シート）

⑤2015 年 3 月 6 日
研修プログラムの振り返り
（１）研修企画委員会による記録シートの振り返り
（２）調査協力員へのグループインタビュー
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（1）研修企画委員会の役割
研修受講者（子ども支援者）が、自ら研修プログラムの振り返りを実施することにより、次回の
研修ニーズへとつないでいく。
研修企画委員会は、実施済みの研修プログラムを検証したのち、新たな研修ニーズの抽出を経て、
次の研修プログラムのための準備に戻り、また新たな研修を企画することになる。
研修企画委員会は、研修プログラム終了後も継続設置されるため、研修プログラムの振り返りと、
研修企画委員会の開催を繰り返すことになり、子ども支援者主体による研修モデルの定着が期待さ
れる。

（2）研修プログラムの振り返り
支援者研修の実施（研修編）および、支援者研修の応用（実践編）の実施後に、受講者による振
り返りアンケートを実施し、その内容を検証した。
アンケート項目は「今回の研修についての具体的な意見・感想等」とした。アンケート結果をコ
ーディングして、抽出コード（＜

＞で示す）をカテゴリー（［

果として、以下の 3 つのカテゴリーに分類することができた。
①［支援者の専門性の認識の変化］
（支援者自身の気づき）
②［支援者の子ども観の変化］
（子どもへの気づき）
③［子どもを取り巻く環境の変化］
（環境条件への気づき）

54

］で示す）にまとめた。結

5．研修プログラムの検証
（1）支援者研修の実施（研修編）の検証
研修受講者は、研修をとおして＜子どもとの接し方＞について考え、おやつ作りなどの手段や「生
活充実度チェックリスト」を活用して、子どもへの＜かかわりのポイント＞を把握しようとしてい
る。また、これまでの普段の放課後の生活のなかに＜コミュニケーション＞があることなど、震災
後の 4 年間のなかに［支援者の専門性の認識の変化（支援者自身の気づき）］（表７）（カテゴリー
１）があることを示している。
（表７）カテゴリー１［支援者の専門性の認識の変化］（支援者自身の気づき）
コード
＜子どもとの接し方＞

振り返り（アンケート内容の一部）
沢山の先生方の講義を聞かせて頂いて、日頃の子ども達との接し方を、色々
考えさせられました。
実習でやった手作りおやつ(パン)も、実際子ども達とどんなふうに出来るか
楽しみです。
“おやつ作り”という一つのツールが、何気ない子ども達との会話で、家や
学校での出来事、それぞれ思い思いに話し、お互いの距離が近づく手段であ
るということを学びました。

＜かかわりのポイント＞

手作りおやつについて、何にポイントを置くかを明確に教えて頂いたことを
とが、とても意味深く感謝します。
おやつを作って食べる単純な事であっても、実際に取り組んでみる事によ
り、新しい気付きや工夫が有り、美味しくサンドイッチを頂く事が出来まし
た。
子どもの「生活充実度チェックリスト」では、まだまだ子ども達との関わり
が少ない事に気付かされました。

＜コミュニケーション＞

子ども達が児童館にいる限られた時間の中で、どれだけ自分は子ども達と
コミュニケーションをとっているか、改めて考えさせられました。
寄り添い型支援として、講話、実習を通して、普段の何気ない会話やコミュ
ニケーションの大切さを改めて感じました。
そのコミュニケーションをとる一つのきっかけとして、今回のおやつ作りの
研修を受けて、自分達の児童クラブの子ども達と、実際にやる事を想定しな
がら実践出来たので、とても良かったと思います。
おやつを手作りにする事により、子どもとのコミュニケーションの中から、
子ども達の違った面の発見に繋がる事が学べたので、現場で実践する時に
は、よりスムーズに取り組めるようにしたい。

支援者は、「寄り添い型支援」の考え方をとおして、子どもたちとの＜寄り添い＞の時間の確保
のほかに、＜家庭への関心＞をもつことの重要性にあらためて気がついている。これらの［支援者
の子ども観の変化（子どもへの気づき）
］（表８）（カテゴリー２）は、＜子どもの自己肯定感＞を
支える支援者の役割意識の醸成にもつながることが期待される。
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（表８）カテゴリー２［支援者の子ども観の変化］（子どもへの気づき）
コード
＜寄り添い＞

振り返り（アンケート内容の一部）
「寄り添い型支援」とは、具体的にどのような事をいうのか、とても興味を
持って研修に参加しました。
「見守る」「寄り添う」という言葉では、授業参観の折、母親の姿を見つけ
て安心して、一層授業に身を入れる場面が頭をよぎりました。
今回の研修で思った事は、大人も子供も、人と人との寄り添いで、頼ったり
とか中々間に距離感が有る中、何かを作る事で一つになり、心から笑えたり、
喜んだり、楽しんだり出来るいこいの場になるのかと思いました。
市販されている様なサンドイッチではないですが、子ども達と一緒に作って
楽しく食べること、紙皿を利用する事で洗う手間を省き、児童との一緒の時
間を持つことが大切だと思いました。

＜家庭への関心＞

ワークショップでは、家へ帰ってからの(家での過ごし方)様子について、児
童から話し掛けてくれる以外では、関心が無かった事に気付きました。
「生活充実度チェックリスト」を活かし子ども達との会話を増やす話を伺い
ました。
項目内容を聞く事により、子ども達の日常を知る一因となり、家庭における
子どもの役割や親子関係をより深く知る事が出来るとの事。
確かに、いつも話している内容から、脇道に逸れながらも子どもの考え方や、
家庭の様子を伺う事が出来ています。
改めて、何気ない事でも「会話」の重要性を確信する事が出来ました。
子ども達の「自己肯定感」の低さは、日頃から感じていた事でしたが、その
保護者の方まで考えた事は有りませんでした。
改めて、児童クラブは「子・親・指導員」の関係性が重要であり、保護者の
様子にも配慮が必要なのだと思いました。

＜子どもの自己肯定感＞

子ども達の豊かな想像力で、色々な形の物が出来ると思う。自分にも作れた
事が、子ども達の自信に繋がれば良いと思う。
子ども自身が自分に対して肯定的な実感を持ち、自分は大切な存在であると
思えるよう、これからもより良く寄り添って見守っていけるように努力して
いきたいと思います。

支援者は、研修によって、子どもたちと過ごす＜日常生活の大切さ＞を認識しながらも、震災直
後から続く＜現状への限界＞から脱しきれていない。
一方で、被災地の子ども支援を進めるうえで、震災を経験している子どもたちに対して＜震災前
後の戸惑い＞を残しながらも、子どもを理解しようと努めていることがわかる。
いずれにしても、研修による［子どもを取り巻く環境の変化（環境条件への気づき）］
（表９）
（カ
テゴリー３）が、子ども支援の考え方に影響を及ぼしていることがわかる。
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（表９）カテゴリー３［子どもを取り巻く環境の変化］（環境条件への気づき）
コード
＜現状への限界＞

振り返り（アンケート内容の一部）
私達の児童クラブは人数が多いので、一人ひとりの児童とゆっくり話すこと
や、全員で同じ作業をすることはとても大変です。お迎えが来るまで楽しく
遊べて、ケガの無い様に見守りながら、無事に保護者の元へ返すことが正直
精一杯の現状です。
児童クラブの人数など、一人ひとりと密に関わる事が難しい環境ではありま
すが、この環境にいる“今”の子ども達と、私がどう関わる事がその子の成
長を支援する事になるか、常に意識し続けなくてはと思います。
“おやつ”を作るという事で、クラブ室には流し場(水)が無い仮設なので、
大丈夫だろうかと思った。
実際研修で作ってみると、思ったより簡単に作る事が出来、クラブ室でも出
来ると思った。

＜震災前後の戸惑い＞

「生活充実度チェックリスト」を考える研修では、まだまだ子ども達の事を、
知っているようで知らない事ばかりだと気付かされました。しかし、震災を
経験しているだけに、どこまで聞き、寄り添うのかという新たな課題も見え
ました。
自分達が、震災前のようにおやつを提供出来る機会が無い、今の環境が残念
に感じた。
実際にある山田町ゾンタハウスや、南三陸町での軽食カフェなどの紹介も有
り、復興支援は今も続いている様子が見えた。そして、今も「大切な心のい
やし」として役立っている事、理解出来ました。

＜日常生活の大切さ＞

好きな形に切った食パンに、ジャムやマーガリンをぬるだけの簡単な作業で
も、子ども達は自分で作ったという達成感や満足感を味わえる事や、みんな
で会食する事により、それから生まれる会話の中で、子ども達の日常とは違
った場面を発見出来る事も学ぶ事が出来ました。
子ども達の“考える”“工夫する”やった事で感動する、達成感を持つ機会
は特別な条件が無くても、ごく身近な事柄の中からも見つけられると考えさ
せられました。
日常生活の中で、毎日顔を合わせる人々(親族・友人・地域の人々・学校の
先生方)とのちょっとした会話や、コミュニケーションをとる事が子ども達
には積み重なり、安心に繋がっていくのだという事が良く分かりました。
森田先生の「寄り添い型支援」の話しを聞き、児童クラブの指導員の仕事に
おいて、毎日児童とのふれ合いが可能な立場である事を再確認し、寄り添い
が児童にとっての心のやすらぎの場になれる事を感じました。
研修にて、日頃忘れかけている事を思い出す良い機会と思っています。
今回は“おやつ作り”というツールだが、普段から宿題をしながら、絵を描
きながら、体を動かしながら何気ない会話をする事、積極的なツールではな
くても、日々の関わりこそが大事だと感じた。
児童クラブに於いて、児童と指導員間は、信頼関係の構築が必要であり、そ
のためには日常の会話の中で、児童を把握する手立てとしての言葉が、いか
に大切であるかをアンケートで気付かされました。
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（2）支援者研修の応用（実践編）の検証
手作りおやつ実践の取り組みは、支援者自身の子どもの生活に対する＜気づきのキッカケ＞につ
ながっていることがわかる。実践による子どもたちとの＜時間の共有＞は、子どもたちに対する新
たな発見がある一方で、支援者自身に余裕がなく、＜かかわりの限界＞から、＜時間の共有＞にま
で至らないケースもあるなど、現場での実践が、［支援者の専門性の認識の変化（支援者自身の気
づき）］（表 10）（カテゴリー１）となっている。
（表 10）カテゴリー１［支援者の専門性の認識の変化］（支援者自身の気づき）
コード

振り返り（アンケート内容の一部）

＜時間の共有＞

すきなように、楽しくお喋りをしながら、1 時間程度過ごしました。今回は、
いつものおやつと違って、少人数にして試みて見ましたが、子ども達と楽し
く過ごす時間を多く持てるように工夫していければと思いました。
毎日の慣れた生活の中では見られない表情や食べている顔、楽しそうな様子
など沢山の発見も有り、楽しい共有の時間を過ごせて、指導員、児童という
関係ではなく「家族」のような一時でした。

＜かかわりの限界＞

私達指導員は、残念ながら子ども達と寄り添って、一緒に楽しく食べながら
話をする余裕は全くありませんでした。

＜気づきのキッカケ＞

「多人数集団でスムーズに短時間で作って、楽しい雰囲気で会食するに
は？」を考えながら準備しました。
こちらの事前準備の状況から、2 年生以上は自分たちで作ったり、食べたり
する事が出来た様でしたが(事前準備と行動予測は成功と思いたい)手作り
が必要な 1 年生が多い事も有り、子どもとのやり取りを楽しむ事よりは、子
ども達の話し掛けに応える事や手助けと段取りに終始したように思います。
食事中には、家庭での食事の話になったり、お手伝いの話になったりと、ど
んどん話が広がっていった。子ども達の表情は、何時になくみんな笑顔でキ
ラキラしていた。
これから、子ども達が“児童クラブで食べること”に慣れてくれば、また違
った子どもの面も見る事が出来、指導員としての余裕も出て来る様に思いま
す。
気付くきっかけを頂いたと事を大切にしたいと思います。
慌ただしい中でも短時間ではあったが、これまで気付かなかった子ども達の
意外な一面も垣間見、こんなにも子ども達のタイプ(特性)がバラバラだった
のかと驚かされ、面白い気付きが有ったのは良かった。

子どもたちは、手作りおやつ実践において、＜食材への興味＞を示しながら、＜子どもたち同士
のかかわり＞のなかで楽しい時間を過ごしていることがわかる。それらのようすは＜普段みられな
い行動＞であり、子どもたちの新たな一面に対する［支援者の子ども観の変化（子どもへの気づき）］
（表 11）（カテゴリー２）として、実践編が役立つことを示唆している。
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（表 11）カテゴリー２［支援者の子ども観の変化］（子どもへの気づき）
コード
＜食材への興味＞

振り返り（アンケート内容の一部）
今回、3 児童クラブ別に食べる事になり、36 人が初めてのパンと言う事で興
味を持ち、とても静かに、指導員と一緒に食べる事が出来ました。
朝食、給食、おやつもパンと言う事で心配しましたが、1 名だけ残し、他児
童は完食し楽しいおやつの時間を過ごせました。
「楽しかった～」と言って母親と帰って行く子、翌日「昨日は美味しかった」
と言って登館して来た子もいました。簡単な材料なので、どの子も躊躇なく
作業出来たのも良かったと思います。
どんな風にジャムを塗ろうか楽しそうに食べていたのが印象的だった。中で
も食パンがフワフワしていて、とても美味しかったとの声が多く、大変美味
しく頂きました。

＜ 子ど もた ち同 士の かか

実際、紙皿に四角に切ったパン 4 枚、三角を 2 枚、イチゴジャム、チョコピ

わり＞

ーナッツを貰って席に着いたら、学校給食の様にパンにジャムを塗って食べ
ただけになってしまったが、子どもが楽しくお喋りをしながら食べていたの
で良かったです。
食で満たされた事の大切さを学びました。
おやつ作りをしている時の子ども達の表情は、とても生き生きとしていて、
皆で一緒に作って食べるっていいなと思いました。
殆どの子ども達が完食し、お迎えの保護者へ食パンの実習の話を楽しそうに
話していた様子も見られて、子ども達にとっては良い時間を過ごせたようで
した。
初めてのパンのおやつ作りを行い、子ども達はとても美味しく楽しく出来
て、大成功でした。

＜普段みられない行動＞

おやつ作りを通して、子ども達と“おやつ作りだからこそ出来る会話”も有
り、子ども達の新たな一面も見られたので、私もより新鮮な気持ちに、また
子ども達も普段の生活の中で児童クラブに来ている友達と一緒におやつを
作る、食べると言う事は無かったので、友達同士の新たな一面を見つけるき
っかけになれたのではないかなと思いました。
始まりから終わりまでの準備と対応は、食中毒も含めて大変な事だったが、
子ども達の普段見られない行動や笑顔は、とても良いものだった。
子ども達は、みんなで使うのでパンに塗る量を考えたり、塗る順番を譲り合
ったりして、普段は見られない行動が見られました。

放課後児童クラブの取り組みの一部として実施された手作りおやつ実践は、震災後、初めて実施
された取り組みであり、その意味において＜日常と非日常＞の中間に位置する実践である。しかし、
支援者は、＜震災前との違い＞や＜大規模クラブの限界＞などを経験するなかで、「寄り添い型支
援」とは特別なものではなく、より日常に近いものであるべきと実感している。日常のなかに寄り
添いがあるという［子どもを取り巻く環境の変化（環境条件への気づき）］（表 12）
（カテゴリー
３）は、研修の成果として重要な視点であると考えられる。
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（表 12）カテゴリー３［子どもを取り巻く環境の変化］（環境条件への気づき）
コード

振り返り（アンケート内容の一部）

＜大規模クラブの限界＞

現在、○○児童クラブは合同のため、指導員も一緒に食べる事は出来ません
でした。食べる事が一番で、パンの形を工夫するまではいきませんでした。
○○児童クラブは人数が多く、準備に於いても食べる時間でも手間が掛り、
子どもと一緒に食べる事は出来ませんでした。
コミュニケーションを持つための手段としては大変有効だとは思うが、多数
の児童を一度に見ながらでは難しい行為だった。

＜日常と非日常＞

子ども達は、いつもと違う“食パン・おやつ”に嬉しそうな笑顔が溢れてい
ました。イベント的な感が有り、指導員としては子ども達の側に寄り添って
いる余裕はなかった。
児童とは、おやつが無くてもコミュニケーションを図る事は可能だと思う
し、あの短時間では中々児童との距離を縮める事は難しいとも感じました。
おやつが、まだ“特別なこと”なので、それが興奮材料になってしまったと
思う(特に、発達障害がある子)。普段通りの生活の中でこそ“寄り添う”と
言う事では出来ると実感した。
今回の実習で感じた事は、決められた日程の中で実施するのが難しい事と、
行事的活動は子ども達も興奮し、その中で指導員は、活動の進行や子ども達
の安全、言動の把握等に集中してしまう事から、一緒に活動しコミュニケー
ションを図ると言う事が難しいと言う事です。
コミュニケーションは、日常生活の中で、子ども達の声に耳を傾け歩み寄る
事が大切なのだと実感しました。

＜震災前との違い＞

震災前は手作りのおやつを作って食べていたようですが、私はその経験が無
いので、今回食パンにジャムを付けて食べると言う事で、上手くジャムを付
けられるだろうか、手に付けてベタベタにならないだろうか等心配しました
が、子ども達は楽しく食べられたようでした。
子ども達に、おやつの時間の流れや、やり方が受け継がれていた時とは違う
ので、おやつの回数が少ない中で児童クラブでの会食の伝統のようなものを
再構築していくのは、難しいものだと感じています。
子ども達同様、指導員である私自身もおやつに慣れていないなと痛感した。
震災前のようなおやつ提供が、ある程度回復した上での手作りおやつの実習
であれば、もっと効果的だったと思う。(自信でも、今回の実習についての
イメージ像が中々つかめず、迷う事が多く上手く動けなかった)
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6．研修の成果

被災地の子ども支援者研修プログラムとして、寄り添い型支援者研修モデル（図１）を提案する。
「寄り添い型支援」とは、
①支援者の専門性の認識の変化（支援者自身の気づき）
②支援者の子ども観の変化（子どもへの気づき）
③子どもを取り巻く環境の変化（環境条件への気づき）
以上の３カテゴリーを基盤としながら、住民主体の子ども支援者によって、子どもたちに寄り添
える力とそれを実現するシステムを活用した支援のことをいう。
（図１）寄り添い型支援者研修モデル

寄り添い型支援者研修モデルは、
「見守り」重視の支援から「寄り添い」重視の支援への転換を
促すための支援者研修モデルである。その進め方は以下のとおりである。
（１）外部からの被災地支援とリンクしながらも、住民主体の子ども支援者による「寄り添い型支
援」を進めるために、
「研修企画委員会」を設置する。
（２）「研修企画委員会」により、支援者研修（研修編・実践編）が企画される。
（３）支援者研修は、研修を実施する「研修編」と、研修内容が実践現場において応用される「実
践編」とのセットで進められる。
（４）これらの支援者研修は、受講者による振り返りを実施し、新たな研修ニーズの抽出を前提に
再検討される。
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（５）研修ニーズは、ふたたび研修企画委員会にて企画化され、新たな研修が準備される。
南相馬市の子ども支援は、震災直後の必然性から、これまで「見守り」を最優先とする支援が進
められてきた。しかし、南相馬市における支援者研修プログラムにより、①支援者の専門性の認識
の変化（支援者自身の気づき）、②支援者の子ども観の変化（子どもへの気づき）、③子どもを取
り巻く環境の変化（環境条件への気づき）、という３つの変化を促すことができた。それにより、
支援者による支援が、子どもへの「寄り添い」を重視するかかわりの視点へと変化することが確認
された。
震災前から放課後児童クラブに勤務している指導員は、過去に「日常」で実施してきた子ども支
援者としての子どもへの関わりの大切さを再確認したであろうし、震災後に新採用された指導員た
ちにとってみれば、自分自身に不足する専門性の確保につながる気づきがあった。
いずれも、子ども支援者としての視点の変化であるならば、子どもたちに「寄り添う」ことに価
値があると認識しながら実践していることに等しいものと考えられる。
また、地域に「研修企画委員会」を位置付けることは、住民主体の子ども支援者の育成支援（＝
支援者支援）を進めるうえで、有効に機能するしくみであることが確認された。
被災地においては、専門家の派遣に限界があるため、専門家ではない市民による力量（＝市民力）
を持ったおとなたちが、実践の場で重要な役割を果たす。研修企画委員会のような住民主体の組織
は、地域の課題を自分たちの課題として捉えることを可能にし、必要に応じて専門家が、実践の振
り返りや再検討などの確認作業を支援する。
このようなしくみは、市民が、地域の子どもたちのために自分たちも役に立ち支援者となりうる
ことの自己覚知を促すことにつながり、結果的に、「寄り添い型支援」を地域に根付かせる基盤と
なる。
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Ⅳ．調査のまとめと提言

1．調査の固有性と可能性
1）調査対象者の特色
本研究の対象は、被災地で学習支援を利用している子どもたちである。しかもどの学習支援の場
も利用する上での費用を原則負担していない。そうした結果、単純集計で明らかになったように、
ひとり親家庭や経済的な困窮を抱える子どもの割合が高い。つまり、結果として東日本大震災を経
験し、家庭や地域そして一人ひとりが、多くの困難を抱える中で今を生きている子どもたちが本研
究の対象となっている。
一方で、学習支援を利用しているということは、そうした困難さの中で、学習支援の支援者をは
じめ、多くの市民社会の良き大人たちや大学生たちに支えられながら今日まで生きてきた子どもた
ちでもある。従って、そうした子どもたちを対象としている本研究結果は、被災地の子どもたち全
体を代表しているものではなく、恣意的なサンプリングであることは拭えない。
つまり、支援の有無が、子どもたちの暮らしや育ちにどういった影響があるのか、ということを
一般的な被災地の子どもたちの実態とすることはできない。

2）当事者参加型調査
本調査研究の中で特筆すべきことは、最年少の子どもは小学校１年生、多くの子どもは中学生か
ら高校生という多感な４年間の時期を、震災と震災からの復興という厳しい現実の中でどのように
過ごし、何を感じているかということを、支援者の支えのもとでアンケート調査や、グループイン
タビューによって子どもたち自身が語ったことである。それらを一つずつ、あるいは集約して震災
時の子ども支援に活かすという当事者参加型の調査研究をすすめたことによって明らかになった
ことをまとめたものであることに価値がある。
支援は当事者の参加をどのように得て、それをどのように活かして具体化するかということが重
要である。
支援は当事者が生きるために力を得て、自分の願いが具体化するために役立つものでなければな
らない。個別調査、グループ調査、意見交換会に参加した子どもたちはその中で一層の希望に向け
た挑戦をしている。

3）学習支援の場で行った調査の価値
学習支援の場が、子どもたちの育ちに大きな影響を与えていることを今回の調査で明らかにする
ことができた。具体的には、自己肯定感や社会化希望を高めることに学習支援の場が寄与している
というものであった。孤立ではなく、社会とのつながりのなかで育っているということである。こ
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のことは、社会福祉課題が孤立によって起きたり、孤立をもたらすことが多く、また孤立が家庭内
での連鎖につながることから、この連鎖を断ち切り、希望へと導くものであるということは重要な
視点の抽出であると言える。
児童福祉領域ではこれまで、中高生を支援の対象として捉えてこなかった。それは、この年代の
子どもたちは、自分で危険を回避できる年齢になっていると考えられており、学校と家庭、社会で
の子どもへの働きかけと学びの結果、子どもは自立した社会人として育つとかんがえられていたか
らで、子どもたちからみると、子どもたちを支えているのは学校か家庭（及び親族、近隣の人々）
が主たる場所であり、そこでの自己努力で大人になっていく存在として考えられていたからである。
東日本大震災という大災害では、それまで子どもたちを支えていた学校や家庭や大人たちが大き
な被害を受け、支える機能が弱体化した。自分たちの復興を進めることで限界だったために、何と
か自分で生きている中高生まで配慮ができなかったし、また時にはけなげにむしろ大人たちを支え
る側に回る中高生すら出現していた。そうした中であったからこそ、これまで支援する大人の側か
ら理解しにくく、支援の対象としても捉えられる事が少なかった年代の子どもの抱える課題を受け
とめる場として「学びの場」
「学習支援の場」が登場し、重要な支援を展開したと言える。

2．子ども観、子ども支援の捉えなおし―子どもの一人ひとりを見つめ寄り添ってくれる
こと、人の重要性
子どもたち自身が東日本大震災の中で経験してきた約４年間の暮らし、現実を個別調査、グルー
プインタビューなどの形で語ったことによれば、震災直後の支援と、その後４年間に及ぶ長期間の
支援にはおのずと違いがある。
直後以降の支援にとって重要なことは、継続的、日常的な支援の中で作られていく信頼感が土台
になり、そこで、一緒に伴走してくれる信頼できる仲間や大人がいることが、回復にとって重要だ
という視点である。大人が決めた枠の中で大人が子どもに必要であろうと思うことを展開すること
は、とりわけ、青年期の子どもにとって迷惑な支援になることがある。
子どもたちには、力がある。その力が、震災などによってもたらされた不幸によって一時的にそ
がれたとしても、適切な日常的な支援を受け入れることで、確実に回復し、其々の子どもたちが力
をつけているということが分かった。日々成長し発達する子どもたちにとって日々の暮らしの重要
性、その日常を一緒に丁寧に支えてくれる場の確保と大人たちの適切な寄り添いが重要となる。

3．震災後の不安定な暮らしを支える学びの場を地域に作ることの重要性
本研究では、震災以降引越しを余儀なくされている子どもたちが一定数いることが明らかとなっ
ている。そして、居住地が変わることによって、子どもたちは地域や友だち、あるいは家族から引
き離される経験を幾度となくしてきたことがインタビュー調査から明らかとなっている。
学習支援の場につながることの第１の動機は、成績を上げたいということであり、勉強をするこ
とが自分への期待として重要だと気付いている子どもたちは、それを十分に意識している。そのき
っかけをつかみたいと考えているが、それに向けて一歩を進め、勉強する体制をつくり、気持ちを
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追い込むことが難しい。それを具体化させてくれるのが、学習支援の場であるということである。
すなわち勉強する場とわからない時には教えてくれる仲間や先輩、大学生や専門家がいるという環
境の設定である。自分を迎えてくれて、勉強ができるように子どもたちに向き合っている人と活動
がある場が重要である。

4．学びの場で、将来を考えることができる機会を提供することの効果
将来を考え、努力するためには、将来が具体的に見えてこなければ、ならない。よい人との出会
いが子どもたちの心を開く。自分はこうありたいと願うことが将来を切り開く。
学びの場では、学生をはじめ多様な立場、職業、年齢の人が関わり、様々な活動が繰り広げら
れている。そこで出会った人が、学習の場を利用する子どもたちのモデルとして自分の将来をイ
メージすることにつながっている。そうした子どもたちにとって、学習支援の場は、グループイ
ンタビューの結果やアンケート調査の結果から次のような役割があると言えそうである。勉強を
する場所であると同時に、子どもたちが信頼できる大人とともに将来に対する希望を描くことが
できる場である。エコマップやインタビュー調査では、学習支援における大学生との出会いが、
将来を考える上で非常に重要な機会であったことが明らかになっている。単純集計でも出ている
ように、学習支援の場を、子どもたちは勉強をすることを目的として捉えているが、同時に様々
な関係性から引き離された子どもたちが、新たな希望と出会う場所としての役割をもはたしてい
る。

5．支援者支援の重要性
東日本大震災は、広域な災害であったため、子ども支援が必要な地域も広域であった。
しかし、すべての地域に子ども支援の専門家がいるわけではない。必然的に専門家のいない地域
が顕在化していたにもかかわらず、これまで、十分な子ども支援を遂行できないという課題を解決
することができなかった。
被災地で子どもたちを日々支えることや傾聴することは、専門家の独占ではもはや成り立たない
のである。
そこで、着目したのは、住民主体の子ども支援者の育成支援（＝支援者支援）である。被災地で
生きることを決意した市民たちが、子どもたちに寄り添える力を発揮するためのシステムの構築で
ある。寄り添い型支援者研修モデルの普及により、地域の価値を理解し、市民の役割を高く認識す
ること市民を増やすことができる。また、高い市民力を持った子ども支援者を養成することができ、
地域で子どもたちを支えるシステムを構築することができる。
支援者支援のために、以下のことを提案する。
第 1 に、専門家のいない地域のなかにおいては、市民による子ども支援者を養成し増やすことが
必要である。
第 2 に、専門家ではない市民の力量（＝市民力）を持ったおとなたちが、子どもたちを支えるシ
ステムの構築が必要である。
第 3 に、地域に研修企画委員会のような住民主体の組織を位置付けることにより、住民主体の子
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ども支援者の育成支援（＝支援者支援）を有効に進めることができ、「寄り添い型支援」を地域に
根付かせる基盤となる。
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資料
団体調査
特定非営利活動法人キッズドア
団体名称
主たる事務所の所在地
代表者名
（法人）設立年月日
定款に記載された目的

活動分野

公開用電話番号
ホームページ
学習支援事業名

震災支援に関わるきっかけ

学習支援事業の予算規模
事業に関わる予算を
どのように確保しているのか
スタッフの人数
事業の実施状況
苦労したこと

特定非営利活動法人キッズドア
東京都中央区新川２−１−１１ 八重洲第一パークビル 7 階
渡邉 由美子
2009 年 10 月(法人登記)
この法人は、企業、行政、NPO、教育機関と親、そしてこどもたちが垣根を越えてつながり
あえるプラットフォームを作り、企業、行政、団体などが行っているこども支援活動の活発
化を図ることで、こどもたちがもっと育ちやすい環境、楽しく子育てできる環境を作り、少子
化の解消に寄与することを目的とします。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
○ 社会教育の推進を図る活動
○ まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
○ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
○ 子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
○ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
03-5244-9990
FAX
03-5244-9991
http://www.kidsdoor.net/
メールアドレス
info@kidsdoor.net
・震災等によって塾に通えない中３生向け高校受験対策講座［タダゼミ］＠宮城県仙台市
・震災等によって困難を抱える高校生向け大学受験対策講座［ガチゼミ］＠宮城県仙台市
・南三陸町立戸倉中学校「放課後学習会」＠宮城県南三陸町
・楢葉町教育委員会 放課後学習会「ゆずり葉学習会」＠福島県双葉郡楢葉町
・双葉町教育委員会 放課後学習会「ふたばっ子学習会」＠福島県双葉郡楢葉町
震災によって居場所や学習環境が欠損した小中高生の学習環境整備を行い、学習会等
の教育支援等が家庭との窓口となり、食料提供などの生活支援を行うほか、社会性の獲
得や能力開発機会を作ることで、貧困の世代間連鎖を断ち切る、並びに、社会的自立に
つながるキャリア教育等を行う必要性が高まっていたことから。
300～800 万円(年間・一か所あたり）
教育委員会との共催事業は、地域からの支援要請を受け、文部科学省などの補助金を活
用して実施している。ただし、基盤となる運営費は団体や企業からの寄付を受け、サービ
スの質の向上を目指しておこなう個別の事業には助成金を活用している。
常勤：2 人、 非常勤：25 人(5 事業合計)、ボランティア：のべ年間約 1000 人
1 日の平均利用人数：3～70 人、1 週間の開設日数：5 日～6 日
・ 地域の復興状況と足並みをそろえて事業運営をおこなうこと。
・ 事業費を安定して確保し、自らの生活再建と並行して働く現地スタッフに不安を感じさ

67

学習支援の成果

・
・
・

被災地学習支援以外で
実績がある、子どもの福
祉に関する活動

・




せずに事業運営すること。
地元自治体に事務や事業を移行できるように能力開発すること。
多くの利用者が将来への希望と進路を見出せたこと（学習習慣の定着、高校入試合
格、大学入試合格、受験校のレベルアップ、成績の向上）
生徒が自分の意見を発信できるようになったこと（行動の落ち着き、表情の豊かさ、コミ
ュニケーション力の向上、体力の向上）
保護者との信頼関係を構築できたこと、生活上の安心感が向上したこと
居場所支援・心のケア
 戸倉小学校 「放課後子ども教室」（2011 年 4 月避難所～2015 年 3 月）
 被災地ボランティア向けのメンタルケア研修（2011 年 4 月～6 月）
 東京都内に避難してきた子どもの学習会（2011 年 4 月～6 月）
 南三陸町歌津・志津川地区の学童保育（2011 年 8 月～2012 年 3 月）
学習支援
【放課後学習会】
 南三陸町立志津川中学校（戸倉中含む） （2011 年 10 月～2015 年 3 月）
 楢葉町立楢葉中学校 （2012 年 5 月～2015 年 3 月）
 双葉町南台仮設住宅集会場（いわき市） （2013 年 10 月～2015 年 3 月）
 双葉町立双葉南北小学校 （2014 年 11 月～2015 年 3 月）
 仙台市立東六郷小学校・六郷中学校 （2014 年 7 月～2015 年 3 月）
 仙台市立高砂中学校 （2012 年 6 月～2015 年 3 月）
※釜石市、気仙沼市（大島）、会津若松市で行った学習会は 2011 年度のみで終了







子 ども の 福 祉に 関 す る
活動のために獲得した
助成金
※震災復興支援事業含む

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

【ティーチング・アシスタント】
 仙台市立西山中学校（2014 年 6 月～2015 年 3 月）
体験学習・地域課題の解決プログラム
 楢葉町「ならはキャンパス」 伝統芸能、料理教室、スポーツ、ふるさとのことを考える会 等（2012 年～2014 年）
 小中学生向け IT＆サイエンス教室（2013 年～2014 年）
 英語力・IT スキル・志を育てる 「Global Stream」 （2012 年～2014 年）
 OECD 東北スクール 産官学連携担当ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄﾊﾟｰﾄﾅｰ（2012 年～2014 年）
 双葉郡教育復興ビジョン推進協議会 WG３ （2014 年 2 月～2015 年 3 月）
 地域資源循環型社会のモデル体験・復興まちづくりスタディーツアー
「Meets Green 南三陸」（2014 年 8 月・11 月に実施）
生活困窮者対策
 困難を抱える中３生向け高校受験対策講座［タダゼミ］および
高校生向け学習応援講座［ガチゼミ］（2011 年 8 月～2015 年 3 月）
※食材提供や奨学金情報提供などの生活支援も並行実施
 食事付放課後学習スペースの運営（2013 年 10 月～2015 年 3 月）
モデル開発・政策提言
 子どもを中心とした困窮家庭の生活支援ネットワーク化事業
（2013 年度 仙台市協働提案事業制度）
 不登校児童生徒の対応に係る教育委員会・学校・福祉部局との
4 者協議会の企画実施（2014 年～）
 宮城県議会（子どもの権利条例を制定予定）での子どもの意見交換会の企画と
運営（2015 年 3 月 27 日に実施予定）

公益財団法人日本財団ＲＯＡＤプロジェクト助成（2011 年）
中央共同募金会 赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動助成」（2011 年）
JKA（2012 年）
住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム（2012 年）
独立行政福祉医療機構「社会福祉振興助成事業」（2012～2013 年）
ベネッセ基金助成（2012 年）
Bank of America Charitable Foundation Donor Advised Fund（2013～2014 年）
コスモ石油エコカード基金（2014 年）
ウェルスファーゴ銀行/UWW（2014 年）
文部科学省生涯学習政策局「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業」（2012～2014 年）
こども☆はぐくみファンド ゴールドマン・サックス×SCJ 子どもの貧困 NPO 助成プログラム（2014 年）
東日本大震災現地 NPO 応援基金【特定助成】 JT NPO 応援プロジェクト（2014 年）
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一般社団法人
団体名称
主たる事務所の所在地
代表者名
（法人）設立年月日
定款に記載された目的
活動分野

公開用電話番号
ホームページ
学習支援事業名
震災支援に関わるきっかけ
学習支援事業の予算規模
事業に関わる予算を
どのように確保しているのか
スタッフの人数
事業の実施状況
苦労したこと
学習支援の成果
被災地学習支援以外で
実績がある、子どもの福
祉に関する活動

子 ども の 福 祉に 関 す る
活動のために獲得した
助成金

子どものエンパワメントいわて

一般社団法人 子どものエンパワメントいわて
岩手県盛岡市菜園 1-3-6 農林会館 5 階 3 号室
代表理事 山本克彦
2011 年 10 月 17 日
被災地の児童のエンパワメントを促進する機会を若者たちの参画により創出し、夢や
希望をあきらめずに共に挑戦を続け成長していくこと。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
○ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
○ 災害救援活動
○ 地域安全活動
人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
○ 子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
019-681-6300
FAX
019-681-6300
http：//www.epatch.jp
メールアドレス
epatch311@gmail.com
「学びの部屋」（文部科学省 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業、
緊急スクールカウンセラー等派遣事業）
小中高生の居場所が失われ、安心できる場所、落ち着いて学習に取り組むことができ
る場所の必要性が高まっていたことから。
100～2000 万円(年間・一か所あたり）
基盤となる運営費は団体や企業からの寄付を受け、サービスの質の向上を目指して
おこなう個別の事業には助成金を活用している。
常勤：2 人、 非常勤：28 人、 ボランティア：のべ約 434 人
1 日の平均利用人数：5～6 人、 1 週間の開設日数：1 日～6 日
地域の復興状況と足並みをそろえて事業運営をおこなうこと。
学習習慣の定着、高校入試合格、受験校のレベルアップ、行動の落ち着き、表情の
豊かさ、コミュニケーション力の向上、体力の向上
・学生ボランティアによる小中高校向け学習支援
・居住支援事業（岩手県陸前高田市・大船渡市・宮古市・釜石市・住田町）
・盛岡広域振興局委託 学習支援及び悩み相談等プログラム（岩手県紫波町、矢巾
町、雫石町、葛巻町、岩手町）
・電話相談「ママパパライン」事業（岩手県）
・トヨタ財団イニシアティブプログラム（2011 年～2013 年）
・パナソニック教育財団 東日本大震災支援事業（2011 年～2012 年）
・UWW/RL 助成事業（2013 年～2014 年）

※震災復興支援事業含む
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特定非営利活動法人こども福祉研究所
団体名称
主たる事務所の所在地
代表者名
（法人）設立年月日
定款に記載された目的
活動分野

公開用電話番号
ホームページ
学習支援事業名
震災支援に関わるきっかけ
学習支援事業の予算規模
事業に関わる予算を
どのように確保しているのか
スタッフの人数
事業の実施状況
苦労したこと
学習支援の成果
被災地学習支援以外で
実績がある、子どもの福
祉に関する活動

特定非営利活動法人こども福祉研究所
①岩手県山田町ゾンタハウス内「おらーほ」： 岩手県下閉伊郡山田町長崎 4-2-10
②とめ中高生自習スペース SUKOYAKA： 登米市迫町佐沼字新大東 125
理事長 森田 明美
2005 年 6 月(法人登記)
こどもの権利擁護とひとり親家庭に関する自立支援事業等
○ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
○ まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
○ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
○ 人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
○ 子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
○ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
○ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
03-3945-7481
FAX
03-3945-7481
http://www.kodomofukushi.com/
メールアドレス
①岩手県山田町ゾンタハウス内「おらーほ」 ②とめ中高生自習スペース SUKOYAKA
中高生の居場所が失われ、軽食や友だちとの語らい等により心身ともにホッとでき、落
ち着いて学習に取り組むことができる場所の必要性が高まっていたことから。
600～800 万円(年間・一か所あたり）
基盤となる運営費は団体や企業からの寄付を受け、サービスの質の向上を目指して
おこなう個別の事業には助成金を活用している。
常勤：0 人、非常勤：5 人、ボランティア：のべ約 50 人
1 日の平均利用人数：3～50 人、1 週間の開設日数：①月～土の 6 日、②月～金の 5 日
地域の復興状況と足並みをそろえて事業運営を行うこと。事業費を安定して確保し、
自らの生活再建と並行して働く現地スタッフに不安を感じさせずに事業運営すること。
多くの利用者が将来への希望と進路を見出せたこと。成績が向上した生徒が多くいる
こと。生徒が自分の意見を発信できるようになったこと。
・中高生居場所づくり事業(千葉県八千代市)
・子育て・子育ち広場事業(東京都西東京市)
・プレーパーク開設運営事業(千葉県八千代市)
・個別対応型子ども居場所事業(東京都八王子市)
・学習支援事業(東京都国立市・千葉県八千代市)
・里親支援機関事業(東京都)
・自治体職員研修、市民研修各種(千葉県、埼玉県、東京都)
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子 ども の 福 祉に 関 す る
活動のために獲得した
助成金
※震災復興支援事業含む

・独立行政法人福祉医療機構「子育て支援基金(地方分)」(2007 年)
・独立行政法人福祉医療機構「子育て支援基金(特別分)」(2008 年)
・東京ボランティア・市民活動支援総合基金「ゆめ応援ファンド」(2008 年)
・郵便事業株式会社 年賀寄附金配分(2009 年)
・独立行政法人福祉医療機構「地域活動支援事業」(2010 年)
・東京ボランティア・市民活動センター ゆめ応援ファンド(2011 年)
・中央ろうきん助成プログラム(2011 年)
・独立行政法人福祉医療機構「福祉活動支援事業」(2011 年)
・中央共同募金会 赤い羽根「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金」(2011 年)
・タケダ・いのちとくらし再生プログラム(2012 年～2014 年)
・住友商事東日本再生ユースチャレンジ・プログラム(2014 年)
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特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島
団体名称
主たる事務所の所在地
代表者名
（法人）設立年月日
定款に記載された目的
活動分野

公開用電話番号
ホームページ
学習支援事業名
震災支援に関わるきっかけ

学習支援事業の予算規模
事業に関わる予算を
どのように確保しているのか
スタッフの人数
事業の実施状況
苦労したこと
学習支援の成果
被災地学習支援以外で
実績がある、子どもの福
祉に関する活動
子 ども の 福 祉に 関 す る
活動のために獲得した
助成金
※震災復興支援事業含む

特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島
福島県郡山市安積町荒井字方八丁 65-1
遠野 馨
平成 19 年 3 月 7 日
母子・寡婦及び離婚に至る前の母ひとりの家庭の母及び子どもが、自らの意思で主体
的に生活し、生きがいに満ち活力に富んだ人生を送れるよう支援する
〇 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
〇 社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
〇 人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動
国際協力の活動
〇 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
〇 子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
〇 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
〇 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
024-983-1934
FAX
024-983-1934
http://singulemothersforumf.blog.fc2.com/ メールアドレス singurumm@yahoo.co.jp
震災前より学習支援を行っていたが、避難所の支援を通して子ども達が大人に話せ
ない悩みを打ち明けたり学習の遅れを取り戻したり、安心して息抜きができる場所を提
供したいと考えたため
60 万円(年間）
運営費は団体や個人からの寄付や助成金を活用している。
常勤：0 人、 非常勤：1 人、 ボランティア：のべ約 10 人
春・夏・冬休みを利用し開催
学生ボランティアの協力を得ることが難しい
勉強だけでなく野外体験活動なども取り入れたので、学校では学べないような事も学べた。
・夏のレスパイト事業（千葉県鴨川市）
・子育て広場（福島県郡山市）
・県外リフレッシュ保養（宮城県蔵王）
・農作業体験（福島県耶麻郡）
・ホームスタート事業（福島県郡山市）
・JPF「共に生きる」ファンド（2012 年・2014 年）
・子育て被災家庭訪問支援ボランティア事業」まちくるみ育児ファンド（2014 年）
・こども☆はぐくみファンド「子どもの貧困」NPO 助成プログラム（2014 年）
・福島県安心こども基金 （地域子育て特別支援事業）（2009 年～2013 年）
・東日本大震災復興支援財団 子どもサポート基金（2012 年）
・Japan Multicultural Relief Fund 助成事業（2011 年）
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特定非営利活動法人 TEDIC
団体名称
主たる事務所の所在地
代表者名
（法人）設立年月日
定款に記載された目的
活動分野

公開用電話番号
ホームページ
学習支援事業名
震災支援に関わるきっかけ

学習支援事業の予算規模
事業に関わる予算を
どのように確保しているのか
スタッフの人数
事業の実施状況
苦労したこと
学習支援の成果

特定非営利活動法人 TEDIC
宮城県石巻市鋳銭場８番２３号日和ビル２階-B
門馬 優
2011 年 5 月 12 日（2014 年 9 月 12 日 法人登記）
子ども・若者に対して、社会的 がりの希 化をはじめとする困難に対する予 と対
策に関する事業を行い、子ども・若者の健全育成に寄与することを目的とする。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
○ 社会教育の推進を図る活動
○ まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
○ 環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
○ 情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
○ 消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
○ 前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
050-3154-3377
FAX
022-774-2360
http://www.tedic.jp
メールアドレス info@npo-tedic.net
学習サポート、サードプレイス、不登校サポート
代表自身が宮城県石巻市出身であったこと、また避難所での学習支援ニーズに応え
たところから始まり、その後、仮設住宅入居後もニーズに応える形で事業が派生してい
った。
200～300 万円(年間・一か所あたり）
主たる財源は民間助成金（約 5 割）、寄付金（約 5 割）である。
常勤：1 人、非常勤：0 人、ボランティア：のべ約 50 人
1 日の平均利用人数：10～15 人、 1 週間の開設日数：1 日～2 日
財源の確保、また地域において子ども・若者支援に関わる人材が決定的に不足して
おり、今後の担い手の育成が急務である。
学力向上に加えて、子どもたち自身が抱える悩みや不安を、スタッフに話すことによっ
て、安心感を得ることができ、自己肯定感の醸成に がった。不登校児の中には復学
できた児童生徒もいた。

被災地学習支援以外で
実績がある、子どもの福
祉に関する活動
子 ども の 福 祉に 関 す る
活動のために獲得した
助成金
※震災復興支援事業含む
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特定非営利活動法人
団体名称
主たる事務所の所在地
代表者名
（法人）設立年月日
定款に記載された目的
活動分野

公開用電話番号
ホームページ
学習支援事業名
震災支援に関わるきっかけ
学習支援事業の予算規模
事業に関わる予算を
どのように確保しているのか
スタッフの人数
事業の実施状況
苦労したこと
学習支援の成果
被災地学習支援以外で
実績がある、子どもの福
祉に関する活動
子 ども の 福 祉に 関 す る
活動のために獲得した
助成金
※震災復興支援事業含む

寺子屋方丈舎

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
福島県会津若松市栄町 2-14 レオクラブガーデンスクエア 5F
江川 和弥
2002 年 7 月 12 日
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
○ 社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
○ 子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
○ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
0242-93-7950
FAX
0240-85-6863
http://www.terakoyahoujyousha.com メールアドレス info@terakoyahoujousha.com
大熊町地域学習応援事業
東日本大震災以降、被災した子どもたちが会津に避難してきたとき、何かできる事をと
団体全員が力を注いだ。この事態を見過ごせない、そんな仲間と活動を続けました。
150～80 万円(年間・一か所あたり）
文部科学省予算
常勤：1 人、 非常勤：6 人（3 事業合計）、 ボランティア：のべ約 240 人
1 日平均利用人数：3～20 人、 1 週間の開設日数：5 日～6 日
利用する子どもの数が減るたびに、子どもの人間関係が変化してゆく事。なかなか親
の支援まで手が回らなかった。
私たちの活動を通じて子どもの自己肯定感や自分への自信が深まってきたのが大きい（アンケート等）
・中高生居場所づくり（福島県会津地域）
・環境教育事業（小学生向け自由学キャンプ・3～6 才児向け森の幼稚園（会津地域）
・貧困者学習支援（福島県会津若松市）
・放課後居場所事業（福島県双葉郡大熊町）
・（独）国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」（2014）
・（公財）地域創造基金さなぶり「フクシマススムプロジェクト福島子ども支援 NPO 助成」（2014）
・（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン・福島事務所「コメラさんプロジェクト・ふくしまっ子が自然と遊ぶ楽校キャンプ」（2014）
・福島県子育て支援課「ふくしまキッズ夢サポート」（2014）
・文部科学省生涯学習政策局「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業」（2013/2014）
・（公財）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「貧困世帯における子どもへの教育機会の提供と相談支援事業」（2014）
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特定非営利活動法人ビーンズふくしま
団体名称
主たる事務所の所在地
代表者名
（法人）設立年月日
定款に記載された目的

活動分野

公開用電話番号
ホームページ
学習支援事業名
震災支援に関わるきっかけ

学習支援事業の予算規模
事業に関わる予算を
どのように確保しているのか
スタッフの人数

事業の実施状況
苦労したこと

特定非営利活動法人ビーンズふくしま
福島県福島市
若月ちよ
平成１５年７月１日（任意団体設立 平成１１年９月９日）
この法人は、不登校の子どもやひきこもりの青少年の親、市民、学生など広範な
人々と協同して、不登校の子どもたちやひきこもりの青少年たちのために、その生き方
と学習を支援するとともに、広く青少年が自分らしく生きるための支援を行い、それをも
って社会の創造に貢献することを目的とする。
○ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
○ 社会教育の推進を図る活動
○ まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
○ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
○ 環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
○ 人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動
○ 国際協力の活動
○ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
○ 子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
○ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
○ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
024-563-6255
FAX
024-563-6255
http://www.k5.dion.ne.jp/~beans-f/ メールアドレス
info@beans-fukushima.or.jp
うつくしまふくしま子ども未来応援プロジェクト
震災前より、福島県内で子どもの居場所づくりや困難を抱える子のサポート、心の相
談に関わる取り組みなどを展開していたため、震災後の避難者の置かれた状況や子
どもの地域生活の環境に危機感を持ち、地元の大学生等と連携しながら、仮設住宅
等を巡回し学習や遊びのサポートを始めたことがきっかけとなっている。その後、恒常
的な放課後の支援という形で学習サポートを中心にしながら子どもの居場所づくりを
行っている。
300～350 万円(年間・一か所あたり）、 週 1～2 回×6 か所の支援
行政委託事業の受託、民間助成金の活用、寄付の活用
プロジェクト従事職員
常勤：5 人（専任）、 非常勤：2 人(６事業合計)
ボランティア：のべ約 200 人（年間 6 か所合計）
※法人全体職員数 常勤 35 名 非常勤 3 名
1 日の平均利用人数：5～15 人、1 週間の開設日数：1 日～2 日（1 か所あたり）×6 か所
・ 子どもたちの荒れ、ストレス（初年度）
・ 支援を続けるのに必要なリソースの確保（資金・スタッフ・ボランティア）
・ 人材の育成
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学習支援の成果

・
・
・
・
・
・
・
・

被災地学習支援以外で
実績がある、子どもの福
祉に関する活動

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

子 ども の 福 祉に 関 す る
活動のために獲得した
助成金
※震災復興支援事業含む

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

虐待や家族関係に困難を有している子どもやへの家庭への支援
被災して仮設住宅で生活する子どもたちに安心して集える居場所が確保された。
宿題をする習慣や学習の遅れをカバーできる場・時間ができた。
教科学習にとどまらず、体験学習や集団活動・スポーツの機会などの創出につな
がっている。
避難生活によって、学校や友達関係がバラバラになってしまった環境の子どもが、
地域の居場所の中で がりを回復させることができた。
大学生や社会人ボランティアなどの多様な人との関わりが、子どもの学びや社会
観、人間観に良い影響を与えている。
子どもを中心にしながら、保護者・地域がつながり、協力したりまとまって行動でき
るきっかけができた。
社会的・心理的にサポートが必要な子どもや家庭を、必要な支援につなげること
ができた。
フリースクール運営事業（福島県福島市）
心の相談室運営事業（福島県福島市）
福島県子どもの健全育成事業（福島県県中・県南方部）
ピアサポートネット事業（全県対象）
ふくしま子ども支援センター事業専門職派遣（福島県全市町村）
ふくしま子ども支援センター事業県外交流会
（宮城県・秋田県・山形県・新潟県・埼玉県・東京都・茨城県・神奈川県等）
ふくしま子ども支援センター県内交流会事業
（福島県福島市、郡山市、白河市、いわき市、南相馬市）
ふくしま子ども支援センター支援者研修事業
（福島県福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、南相馬市）
ふくしま子ども支援センター情報支援事業（全国）
地域若者サポートステーション事業（福島県福島市、郡山市）
福島県ひきこもり支援センター（福島県全域）
各種研修協力（大阪府堺市避難者支援研修、福島県南相馬市母子愛育会研
修、福島プレイワーカー研修等）
公益財団法人日本財団ＲＯＡＤプロジェクト助成（2011 年）
三菱商事復興支援基金助成（2011 年）
トヨタ財団イニシアティブプログラム助成（2011 年）
中央共同募金会 赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動助成」（2012 年）
トヨタ財団・パナソニック教育財団東日本大震災支援共同プロジェクト助成（2012
年～2013 年）
独立行政福祉医療機構「社会福祉振興助成事業」（2013 年）
タケダ・いのちとくらし再生プログラム助成（2013 年～2014 年）
サントリー・SCJ フクシマ ススム プロジェクト福島子ども支援 NPO 助成（2014 年）
日本郵便株式会社年賀寄付金配分（2014 年）
ベネッセ基金助成（2014 年）
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同意書
保護者の皆様へ

お子さまが書いた「いまの状況を知るシート（調査票）」を
政策提言に使用することへの承諾のお願い


私たちのこと
私たちは、東日本大震災後に、地域で学習支援を通して子ども支援を行っている NPO や大学関係者
です。震災は子どもたちや子育て家庭に多くの悲しみや苦しみをもたらしました。そのような中だから
こそ、子どもたちには毎日を最も良い状態で成長・発達ができる環境を整備したいと考え、私たちは支
援を続けてきました。


何をしようとしているか

間もなく震災から 5 年目を迎える今、子どもたちは少しずつこれまでのことを語り始めています。
けれども震災後の様々な影響が混じった子どもたちの気持ちを正確に受けとめることは難しく、その支
援を適切に実施するためにも、私たちは専門的な工夫をしなければならないと考えています。
今年に入り、自主的に専門研修を進める中で、私たちは、子どもたちに対して今提供しなければなら
ない支援を一緒に考えることが重要であると考えました。そこで、子どもたちに寄り添い、深く理解す
る方法の開発を進めてきました。
私たちが行ってきた学習支援を中心とした小学校高学年から中高校生への支援は、災害時に展開する
ことが効果的かつ重要であると考えています。このような支援活動を継続的かつ安定的に実施できるよ
うにすることを、国や自治体に提言することが必要だと考えました。


お願い
そこで、このたび、厚生労働省からの調査研究の補助※を受け、岩手県、宮城県、福島県で学習支援
を展開する７団体が東洋大学と力を合わせて調査研究を実施することになりました。この提言は、子ど
もたちの協力なくしてはできません。
調査票自体は、お子さまの状況をよりよく理解し、学習支援等につなげるために実施するものです。
保護者の皆様には国や自治体への事業提言に子どもたちの意見が反映されること
（データを加工するため、個人が特定されること、個人を特定することは決してありません）をご了承
了解いただきますようにお願い申し上げます。お子さまへの協力依頼は、私たちが責任を持って行いま
す。
2014 年 12 月 25 日
＊ 本調査事業は、厚生労働省平成２６年度児童福祉問題調査研究事業「被災した子ども家庭を支援するた
めのシステム開発調査研究事業」【学校法人東洋大学受託】の一環として実施します

【調査の連絡先】〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20
東洋大学福祉社会開発研究センター
Tel：03-3945-7504 または 7481
（責任者：センター長、教授 森田明美）morita@toyo.jp
≪調査研究参加団体と事業名≫
NPO 法人キッズドア：［タダゼミ］・［ガチゼミ］仙台、ゆずり葉学習会、ふたばっ子学習会
NPO 法人こども福祉研究所：山田町ゾンタハウス、とめ中高生自習スペース SUKOYAKA
NPO 法人ビーンズ福島
NPO 法人 TEDIC：学習サポート、サードプレイス、ほっとスペース
NPO 法人寺子屋方丈舎
NPO 法人しんぐるまざーずふぉーらむ福島
一般社団法人子どものエンパワメントいわて：E←pa+ch（イーパッチ）
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子どもたちから話を聞

今の気持ち
気になること

かせてください
私はこうなりた
い
心配なこと
答えたくない質問に
は答えなくていいよ

子どもたちが考えていることや今の暮らしや家族や友達等との関係、将来の希望等について、子ども
たちと学習支援のスタッフが、一緒に何回かの面談を行いながら振り返ります。
第 1 段階：この結果、スタッフが子どもを深く理解し、一人ひとりの適切で効果的な学習支援
を検討します。
第 2 段階：この結果は、個人が特定できないようにしたのち、東洋大学が責任をもって東北地
域の子どもたちの意見としてまとめ、厚生労働省への東北の地域の子どもたちと支援現場から
の提言としてまとめます。

守ります







もし途中でやめたいと思ったら、その時やめることができます
お聞きした内容は絶対にほかの人に話しません
お聞きした内容をまとめる際は、個人が特定されないようにします
お聞きした個人情報は、調査・まとめが終了した時点で破棄します
やめても、今利用している子どもたちへの学習支援の提供には影響はありません

★ご協力いただける場合は★
①2 枚目の用紙に名前と連絡先を記入してください
利用されている学習支援の場に提出をしてください。
②または、利用されている学習支援現場の担当者から電話があったときに、
「協力できる」と伝えてください。
子どもたちと相談して実施する日を決めたいと思います
ご協力をよろしくお願いします

担当：
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平成

同

意

書

私は今回、調査について説明を受けその内容を理解しましたので、
この調査に子どもが参加することを同意します。

保護者のお名前：

お子さまのお名前：

ご住所： 〒

お電話番号：

＊電話による承認

月

団体名：

日

担当者氏名：

担当：
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年

月

日

アンケート調査票
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調査実施のための説明書

調査の実施方法について
1 ． シ ート （ 調査票） の確認
• 全部で 6 枚
➡ 最後は中学生用と 高校生で 使用する シ ート が違いま す
• 分量が多かっ たり 、 子ど も たち によ っ ては答える こ と を 躊躇し たり する こ と がある こ と が考え
ら れる ので、 子ど も のペース に合わせて 進めてく ださ い
• 原則、 子ど も と 支援者側が一緒にな っ て進めてく ださ い
2 ． 承諾について
✓ おおよ そ次の順番で承諾を 得てく ださ い
(1 ) 調査について 子ど も たち に承諾書を 見な がら 説明する
(2 ) 調査のお願いを 子ど も たち に渡す
(3 ) 子ど も たち に、 親に承諾書を 渡すよ う に伝える
(4 ) 親の承諾を 得る
- 承諾書の提出（ 子ど も 通じ て 提出）
- 電話によ る 承諾
✓ 同意書に日付と 電話でと 記載
3 ． 各シ ート の記入について
(1 ) 生活改善のための基礎情報
こ のシ ート のみ、 原則子ど も だけで記入する よ う にし てく ださ い。
•
•
おおま かな 記入の仕方は下記の通り

こ のシ ート に
回答を し た 日

名前等の記入

あてはまるも の
それぞれに◯

具体的に書いてく ださ い

も ら っていない場合は
こ ちら に◯

1
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(2 ) 関係改善のための見える 化
•

シ ート 以外にも 下記の記入の仕方も 参考にし てく ださ い。

•

記入する 際、 ど う いっ た会話やし ぐ さ 、 表情だっ たのかを 別な 紙にメ モ と し て残すこ と
で、 子ど も と の関係性や、 子ど も の自身が抱えて いる 課題や困難が把握し やすく な る こ
と があり ま す

(3 ) 生活充実度チェ ッ ク 1 、 生活充実度チェ ッ ク 2 、 生活充実度チェ ッ ク 3
•

こ の3 枚のシ ート は、 各質問に対し て あてはま る と こ ろ に◯を 一つ記入し てく ださ い

•

記入する 際、 ど う いっ た会話やし ぐ さ 、 表情だっ たのかを 別な 紙にメ モ と し て残すこ と
で、 子ど も と の関係性や、 子ど も の自身が抱えて いる 課題や困難が把握し やすく な る こ
と があり ま す

2
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(4 ) 自己実現のための進路選択＜中学生用＞
中学生用のシ ート で す
•

記入する 際、 ど う いっ た会話やし ぐ さ 、 表情だっ たのかを 別な 紙にメ モ と し て残すこ と
で、 子ど も と の関係性や、 子ど も の自身が抱えて いる 課題や困難が把握し やすく な る こ
と があり ま す
記入し た日を書いてく ださ い

箇条書きや文章で
記入をお願いし ます

わから なかっ たり 考えたこ と がなかたり
し た場合は、 こ ちら に◯をつけてく ださ い

箇条書きや文章で記入をお願いし ます

(5 ) 自己実現のための進路選択＜高校生用＞
高校生用のシ ート で す。 記入の仕方は中学生と 同じ です

3
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報告会案内
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グループインタビュー

開催案内 1
2015 年 1 月 27 日

支援団体各位

学習会に参加している子どもたちによる支援のあり方会議
（グループインタビュー）への参加のお願い（依頼）
東洋大学福祉社会開発研究センター長
森田明美
平成２６年度児童福祉問題調査研究事業「被災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調査研
究事業」の一環として、学習会に参加している子どもたちによる支援のあり方会議（グループインタビ
ュー）を下記の通り実施します。
当日は、これまでの調査実施を踏まえて、各学習会に通う子どもたちに集まってもらい、
学習会を含む支援のあり方や支援として必要なこと等について、いくつかのグループに分かれて話し合
いをしてもらいます。
つきましては、各支援団体から、子どもたち数人をいずれかの会議に参加してもらうべく調整頂き、
別紙に参加者をお知らせ頂けますよう、お願い致します。
記
福島会場（郡山市）
日時：2 月 7 日（土）

宮城会場（登米市）
11 時～15 時

日時：2 月 8 日（日）

場所：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島事務所
郡山市安積町荒井方八丁６５－１ 山口ビル２F

11 時～15 時

場所：とめ中高生自習スペース SUKOYAKA
登米市迫町佐沼字新大東 125

※宮城県登米合同庁舎、大東公園の近く
※ビックパレットふくしまの近く

・昼 食： こちらで用意します（弁当など持参不要）
・交通費： ご参加の方には旅費を支払います。別紙に参加者をお知らせください。
以上
【事務局・問い合わせ先】
NPO 法人 キッズドア 担当：吉川、片貝
Mail：katakai@kidsdoor.net FAX：050-3000-2077
携帯 080-3148-6696 （吉川）
、080-3337-9893（片貝）
〒970-8026 福島県いわき市平字大工町 7-7 Ｄ’クラディアいわき 402
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グループインタビュー

開催案内 2
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研究会メンバー
氏名

東洋大学
福祉社会開発研究センターの所属

所属

分担

＜被災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調査研究事業検討委員会＞
森田 明美

センター長

小林 良二

研究員

東洋大学社会学部 教授 研究代表者
東洋大学社会学部 教授

研究代表

志村 健一

研究員

東洋大学社会学部 教授

調査設計

林 大介

研究員

東洋大学社会学部 助教

被災地支援調整

荒牧重人

研究センター評価委員

研究・調査設計

山梨学院大学法科大学院教授

片貝 英行

NPO 法人 キッズドア 東北事業部

谷川由起子

ＮＰＯ法人 こども福祉研究所

浜田 進士

ＮＰＯ法人
子どもの権利条約総合研究所関西事務所長

子どもの権利理念
調査実施責任者
調査実施
支援者支援

＜ワーキングチーム＞
森田 明美

センター長

東洋大学社会学部 教授

研究代表

林 大介

研究員

東洋大学社会学部 助教

被災地支援調整

清水 冬樹

客員研究員

旭川大学短期大学部 助教

植木 信一

客員研究員

新潟県立大学 准教授

小川晶

客員研究員

植草学園大学講師

調査責任者
支援者支援責任者
支援者支援

片貝 英行

NPO 法人 キッズドア 東北事業部

谷川由起子

ＮＰＯ法人 こども福祉研究所

調査実施

中鉢 博之

NPO 法人 ビーンズふくしま

調査実施

門馬 優

調査実施責任者

NPO 法人 ＴＥＤＩＣ

調査実施

熊島 好一

NPO 法人 寺子屋方丈舎

調査実施

江川 和弥

NPO 法人 寺子屋方丈舎

調査実施

NPO 法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島

調査実施

一般社団法人
イーパッチ（子どものエンパワメントいわて）

調査実施

東洋大学社会学部 助教

事務局長

東洋大学大学院

東京担当

NPO 法人 キッズドア 東北事業部

東北担当

遠野 馨
石井布紀子

＜事務局＞
林 大介
佐藤 昭洋
吉川 凛

研究員

所属は 2015 年 3 月 31 日現在
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研究会開催日程
被災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調査研究事業検討委員会
日時
場所

主たる内容

第1回
第2回

10 月 12 日
12 月 21 日

青森県総合社会教育センター
東洋大学

研究枠組みの検討
アンケート票、方法などの検討

第3回
第4回

1 月 11 日
3 月 22 日

東洋大学
東洋大学

調査実施と分析の検討
調査結果の検討

第5回

3 月 26 日

南三陸町

研究のまとめと今後の検討

調査研究報告会
報告会

日時
3 月 22 日

場所

主たる内容
本研究の報告会開催

東洋大学

グループインタビュー開催
第1回

日時
2月7日

場所
しんぐるまざーずふぉーらむ福島事務所

子ども参加 4 人

主たる内容

第2回
第3回

2月8日
2 月 21 日

とめ中高生自習スペースＳＵＫＯＹＡＫＡ
ビーンズふくしま：三春教室

子ども参加 8 人
子ども参加 7 人

第4回
第5回

3 月 26 日
3 月 27 日

山田町ゾンタハウス
キッズドア東北本部

子ども参加 15 人
子ども参加 5 人

ワーキングチーム
第1回

日時
10 月 31 日

場所
キッズドア東北本部

主たる内容
協力団体協議。アンケート調査実施方法の検討

第2回
第3回

11 月 14 日
11 月 30 日

東洋大学
東洋大学

アンケート項目の検討
アンケート調査票の作成

第4回

12 月 18 日

キッズドア東北本部

アンケート調査票の確定

第5回

1 月 12 日

東洋大学

グループインタビュー調査の分析枠組みの確認
支援者研修プログラムの確認

第6回

1 月 22 日

キッズドア東北本部

アンケート調査回収状況の把握

日時
1 月 22 日

場所
南相馬市児童センター

主たる内容
支援者研修（研修編）の実施

2 月 4 日～6 日
2 月 18 日～20 日

南相馬市内児童クラブ（13 か所）

支援者研修の応用（実践編）の実施

支援者研修会
研修会
研修会
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