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本研究では、生活困窮世帯の子どもに学習支援を行う支援者が、子どもと保護者の変化

をどう評価し、その評価結果と支援の方法や内容との関連から支援のあり方を示すことを

目的とする。学習支援の支援者の確保や資質の向上の面から人材の研修は必要で、支援者

の視点から、支援のあり方を示すことが出来れば、今後の人材養成の面において意義があ

ると考える。 

学習支援の支援者を対象とする質問紙調査の結果、支援者の実践する支援の方法や内容

は、支援者の評価する子どもや保護者の変化との関連性や影響が見られた。学習支援に当

たっては、子どもと保護者へのエンパワメントが大切である。また、子どもの意見や感想

を学習支援に取り入れること、支援者間の情報共有と相互評価を行うことが必要であると

考える。 

子どもの貧困、学習支援、エンパワメント、情報共有、相互評価 

本研究では、子どもの貧困への支援としての学習支援を取り上げる。現在、子どもの貧

困は社会の重要課題の一つである。国としても、子どもの貧困対策推進法や生活困窮者自

立支援法を制定し、その対策に取り組んでいる。これまでの先行研究や実践を見ると、貧

困が子どもの将来に与える影響に対する示唆がある。例えば、貧困家庭では子どもが教育

から疎外され、学力不振から学校不適応というプロセスを経ながら、不登校に陥るような、

経済的困窮と養育困難を同時に抱えるケースが多いとする指摘がある 1)。

厚生労働省の『平成 23 年度全国母子世帯等調査の結果』2)からは、親の学歴と子どもの

最終進学目標との関連が明らかである。母子世帯と父子世帯ともに生活保護を受給してい

る割合は、親の学歴で中学校、高校、大学・大学院の順に多い。また子どもの最終進学目

標を大学・大学院とする割合は、親の学歴で大学・大学院、高校、中学校の順に多くなっ

ている。このように、貧困により子どもが望ましい教育的環境から排除されていくところ

に大きな問題がある。そのため、貧困の連鎖を断ち切るという目的をもって、学力保障と
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就学継続支援を目的として学習支援が実施されている。 

すでに先駆けて学習支援に取り組んだ自治体の実践例の報告等 3)によれば、高校進学率

の上昇と、子どもの自信と意欲の向上、親子コミュニケーションが促進されることとは相

関関係があることを指摘する一方で、学習支援に当たっては支援者が親子関係を聴取する

こと、子どもの将来や希望を話し合う援助関係を築くことが重要であることを課題として

挙げている。学習支援の方法や内容、その見直しや改善、有効性については、実施する福

祉事務所においてばらつきが見られる 4)。 

厚生労働省では、生活困窮者自立促進支援モデル事業等連絡会議において、自立相談支

援事業に従事する職員の研修では、様々な支援のコーディネートとチームアプローチのモ

デルとして、関係機関や関係者からなるチームを編成し、利用者の状況や課題を共有して、

解決策を検討し、最善の方策を提示する取り組みが必要であると指摘している。しかし、

学習支援の担い手の確保や資質の向上の面から支援者の研修は必要であるが、厚生労働省

や自治体では特に実施されていない 5)。 

以上のことから、支援者の視点から、学習支援で子どもや保護者に対してどのような働

きかけが求められるのかを示す必要があると考える。 

 学習支援は対象区分から分けると、生活困窮世帯等の子どもを対象とする学習支援、ひ

とり親家庭の子どもへの学習支援、児童養護施設等で暮らす子どもの学習支援がある。ま

た、全ての子どもを対象とする学習支援もある。前者の取組は、厚生労働省所管で、貧困

の連鎖を防止する目的で実施している。後者の取組は、文部科学省所管で地域住民等が主

体となって、学校等において子どもたちに学習や体験活動の機会を提供する取組である。 

 これまでの学習支援の変遷を見ると、まず生活保護世帯の子どもの進学率の低さが問題

となったのは、高校全入の時代になってからである。1990 年代から子どもの貧困や貧困の

連鎖が顕在化していることが社会問題となっていった。生活保護制度が子どもまで行き届

かず、子どもの低学力や学力不振に対する学習支援の必要性が高まる中で 6)、高校入試に

直面した子どものための学習支援は、福祉事務所職員有志によるボランティア活動として

始まった 7)。 

一方、全ての子どもを対象とした取組としては、地域の身近な場所で子どもの居場所づ

くりに取り組む「地域子ども教室推進事業」が 2004 年から 2006 年に実施されている。こ

の事業は地域住民の参画と協力で、家庭の経済力に関わらず、子どもに学習や様々な体験

活動の機会を提供することを目的としている 8)。これを踏まえて 2007 年には文部科学省と

厚生労働省の連携のもと「放課後子どもプラン」が開始され、同プランの「放課後子ども

教室推進事業」として学習支援が実施された。また、子どもの健全育成の点から、厚生労

働省では「子どもの健全育成支援事業」で、生活支援、養育支援、高校進学等支援等、自

立支援プログラムを実施している。 

生活困窮世帯を対象とする学習支援は、自立支援プログラムによる高校進学等支援プロ

グラムとして始まり、さらに 2011 年に厚生労働省の「社会的な居場所づくり支援事業」と

して再編された。この事業は、子どもや親が生活習慣を身につける支援、進学支援、引き
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こもりや不登校の子どもへの支援、高校進学者の中退防止支援等を行う総合的支援である。

さらに、2012 年には母子及び寡婦福祉法による学習支援ボランティア事業が実施されてい

る。 

２．学習支援の位置づけ 

学習支援は、生活保護自立支援事業の方策として、2014 年に子どもの貧困対策推進法と

子どもの貧困対策に関する大綱が施行されると、国の補助事業として広がっていった。  

文部科学省は、2013 年度から 2017 年度を対象とする「第２期教育振興基本計画」の策

定に際し、基本的方向性の一つとして、学びのセーフティネットの構築を設定している。

これは、家庭の経済状況によらない進学機会を確保する修学支援を行うとともに、学習や

社会生活に困難を抱えた子ども・若者の学びなおしの機会を充実させることを目的とした

学習支援である。 

 厚生労働省と文部科学省は、2014 年に「放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後子

ども教室（文部科学省）と放課後児童クラブ（厚生労働省）が連携し、全ての子どもを対

象に小学校において、学習支援や体験活動等の多様なプログラムを提供することとしてい

る。現在、学習支援は、2015 年に生活困窮者自立支援法において任意事業となり、生活困

窮世帯まで対象が拡大したが、実施自治体は 33％（厚労省 2015）である。 

以上述べたように、学習支援には、生活困窮者自立支援法に基づく中学生や高校生を対

象とする高校進学等支援や高校進学中退防止支援を行う学習支援と、放課後子ども総合プ

ランのように、小学生段階のすべての子どもを対象とする学習支援がある。学習支援の位

置づけは、生活困窮世帯の子どもの低学力・低学歴を問題として基礎学力を身につける教

育支援の側面と、多様な困難を抱える子ども・若者の居場所をつくり、健全育成の環境整

備を包括的に支援する側面の両面がある。「生活困窮者自立支援制度と教育施策との連携に

ついて（平成 27 年３月 27 日厚生労働省通知）」が出され、所管部局と教育委員会との連携、

学校と相談支援員と連携の必要性が明記された。都道府県では人材確保と人材育成が責務

である。 

本研究は、生活困窮世帯の子どもへの学習支援を通して、支援者がどのような支援を行

い、その成果をどう評価しているのかを明らかにするとともに、その結果を分析すること

により今後の支援のあり方を示し、支援者の人材養成の一助となることを目的とする。 

また、支援者の視点から、支援の方法や内容と子どもや保護者が学習支援に参加した後

の変化との関連や影響について明らかにする。なお、本研究で「支援者」とは学習支援で

直接子どもや保護者と関わり支援する者を表す。また「子ども」は、学習支援に参加した

小学生、中学生、高校生を指す。 

学習支援の実施割合の高い自治体 A と B で、学習支援を行う支援者を調査対象とした。 

支援者の経験年数は、１年未満が 34.7％、１年～２年が 36.1％、３年以上が 27.8％だ

Ⅲ.目的 

Ⅳ．方法 

１．調査対象 
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った。支援者の職位は、ボランティアが 55 名、事業委託 NPO 法人と雇用契約をしている教

育支援員あるいはスタッフが 12 名、雇用契約をしていない無償スタッフ 1 が１名、その他

２名、記載なし８名である。また、支援する対象が小学生のみの支援者は 11 名、小学生と

中学生の両方に関わっている支援者は 23 名、中学生のみの支援者は 16 名、高校生のみの

支援者は 22 名だった。 

２．調査及び分析方法 

本研究では、平成 28 年 11 月１日～12 月 25 日、平成 29 年１月１日～１月 31 日に質問

紙調査を実施し、158 部配布し、78 部回収して回収率は 49.4％だった。 

質問項目は、支援の方法と内容について、また学習支援に参加してから子どもや保護者

が変化したと思われる点について、それぞれ４段階評価で回答を求め、「あてはまる」(４

点)、「どちらかと言えばあてはまる」(３点)、「どちらかと言えばあてはまらない」(２

点)、「あてはまらない」(１点)とした。質問項目は表１に示した通りである。 

３．倫理的配慮 

本研究は、佛教大学「人を対象とする研究」倫理審査委員会の承認を得て実施した。 

表１ 質問項目の内容 

支援者のどんな支援が子どもや保護者の変化に関連しているのかをピアソンの積率相

関係数を算出した結果は表２の通りである。 

（１）子どもの変化との関連 

支援者の実践した
支援の方法と内容

子どもと信頼関係を築く
子どもの良い所を褒め励ます
子どもの話を聴く
子どもを前向きにする話をする
子どもに学習の全体の見通しをもたせる
子どもの意見や感想を学習支援の内容や方法に取り入れる
子どもにお金についての教育をする（消費者教育）
保護者に就学資金等の情報を提供する
保護者の話し相手になって話を聴く
保護者に子どもの良い所を伝える
支援者間で子どもと家庭の情報を共有する
支援者と学校教員間で子どもの問題を話し合う
支援者同士で方法や内容を相互に評価する

子どもと保護者の変化子どもと支援者は信頼関係が築けた
子どもは親以外の大人とコミュニケーションが取れた
子どもは自分の意見が言えた
子どもは夢を持てた
子どもは保護者と将来の話をした
子どもは保護者と進路等で対立した
保護者は子どもの長所に気付いた
保護者は子どもと将来の話をした
保護者は学校行事に参加した
保護者は教員とコミュニケーションが取れた

Ⅴ．結果 

１．支援の方法や内容と子どもや保護者の変化との関連 

「子どもの良い所を誉め励ます」と「子どもと支援者は信頼関係が築けた」で
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（r=.389,p<.01）、「子どもの良い所を誉め励ます」と「子どもは親以外の大人とコミュニ

ケーションが取れた」で(r=.359, p<.01）、「子どもの良い所を誉め励ます」と「子どもは

自分の意見が言えた」で（r=.430, p<.01）、「子どもの良い所を誉め励ます」と「子ども

は夢を持てた」で(r=.376, p<.01）と、それぞれの間で有意な正の相関が見られた。 

 「子どもを前向きにする話をする」と「子どもと支援者は信頼関係が築けた」とで

（r=.255,p<.05）、「子どもを前向きにする話をする」と「子どもは親以外の大人とコミュ

ニケーションが取れた」で(r=.245, p<.05）、「子どもを前向きにする話をする」と「子ど

もは自分の意見が言えた」で（r=.387, p<.01）と、有意な正の相関が示された。 

 「子どもに学習の全体の見通しを持たせる」と「子どもと支援者は信頼関係が築けた」で

（r=.306,p<.05）、「子どもに学習の全体の見通しを持たせる」と「子どもは親以外の大人と

コミュニケーションが取れた」で（r=.413, p<.01）、「子どもに学習の全体の見通しを持た

せる」と「子どもは自分の意見が言えた」で（r=.346, p<.01）と有意な正の相関が見られた。 

「子どもの意見や感想を学習支援の内容や方法に取り入れる」と「子どもと支援者は信頼

関係が築けた」で（r=.284,p<.05）、「子どもの意見や感想を学習支援の内容や方法に取

り入れる」と「子どもは親以外の大人とコミュニケーションが取れた」で（r=.352, p<.01）、

「子どもの意見や感想を学習支援の内容や方法に取り入れる」と「子どもは自分の意見が

言えた」で（r=.249,p<.05） 

「子どもにお金についての教育をする」と「子どもは自分の意見が言えた」との間で有

意な正の相関が示された（r=.273,p<.05）。 

また、「支援者間で子どもと家庭の情報を共有する」と「子どもは親以外の大人とコミ

ュニケーションが取れた」で（r=.309,p<.05）、「支援者間で子どもと家庭の情報を共有

する」と「子どもは自分の意見が言えた」で（r=.401, p<.01）と正の有意な相関があった。 

「支援者同士で方法や内容を相互に評価する」と「子どもは親以外の大人とコミュニケ

ーションが取れた」で（r=.253,p<.05）、「支援者同士で方法や内容を相互に評価する」

と「子どもは自分の意見が言えた」で（r=.315,p<.05）、「支援者同士で方法や内容を相

互に評価する」と「子どもは保護者と将来の話をする」で（r=.346, p<.01）と有意な正の

相関が見られた。 

 以上から、子どもに対する支援は、支援者との信頼関係や大人とのコミュニケーション、

子どもが自分の意見を言えること、夢を持てるという子どもの変化と関連していた。また、

支援者が子どもの良い所を誉め、励ますことで、子どもだけでなく保護者も子どもの長所に

気づくことに関連していた。さらに、支援者間の情報共有や相互評価は、大人とのコミュニ

ケーションや子どもが意見を言えること、保護者と将来の話をすることに関連が見られた。 

（２）保護者の変化との関連 

 「子どもの良い所を誉め励ます」と「保護者は子どもの長所に気付いた」との間で有意

な正の相関があった（r=.340,p<.05）。 

また、「保護者に就学資金等の情報を提供する」と「保護者は子どもと将来の話をした」

との間で有意な正の相関があった（r=.335,p<.05）。 

「保護者の話し相手になって話を聴く」と「保護者は子どもの長所に気付いた」とで

（r=.380, p<.01）、「保護者の話し相手になって話を聴く」と「保護者は学校行事に参加

した」で（r=.393, p<.01）、「保護者の話し相手になって話を聴く」と「保護者は教員と
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コミュニケーションが取れた」で（r=.376, p<.01）といずれも有意な正の相関があった。 

「保護者に子どもの良い所を伝える」と「保護者は子どもの長所に気付いた」で（r=.565, 

p<.01）、「保護者に子どもの良い所を伝える」と「学校行事に参加した」で（r=.486, p<.01）、 

「保護者に子どもの良い所を伝える」と「保護者は教員とコミュニケーションが取れた」

で（r=.463, p<.01）と有意な正の相関が示されている。 

 このように保護者に対する支援によって、保護者の子どもに対する見方の変化、学校行

事や教員とのコミュニケーションの変化との関連があった。 

 

表２ 支援の方法・内容と子どもと保護者の変化の変数間のピアソンの積率相関係数 

 

 

２．支援の方法や内容による子どもや保護者の変化への影響 

支援の方法や内容を従属変数とし、子どもや保護者の変化を独立変数とするステップワ

イズ法による重回帰分析を行った。その結果、表３に示した通り、支援者が「子どもの良

い所を誉め励ます」と「支援者間で子どもと家庭の情報を共有する」ことにより、「子ども

は自分の意見が言えた」という子どもの変化に寄与し（R2＝.344）、「子どもの良い所を誉

め励ます」（β=.403***）と「支援者間で子どもと家庭の情報を共有する」（β=.390***）

がそれぞれ影響を与えていた。また「保護者に子どもの良い所を伝える」ことが「保護者

は子どもの長所に気付いた」という保護者の変化に寄与し（R2＝.308）、促進的にやや強い

影響を与えていた（β=.555***）。 

子どもと信頼関係を築く .21 .161 .231 .185 .115 ̠.156 .112 .029 .169 .099

子どもの良い所を誉め励
ます .389** .359** .430** .376** .192 ̠.041 .340* .017 .196 .267

子どもの話を聴く
.108 .148 .155 .159 .091 ̠.079 .089 .015 .029 .076

子どもを前向きにする話
をする .255* .245* .387** .234 .132 ̠.03 .221 .047 .193 .173

子どもに学習の全体の見
通しをもたせる

.306* .413** .346** .155 .113 .167 .128 ̠.012 .055 .015

子どもの意見や感想を学
習支援の内容や方法に取
り入れる .284* .352** .249* .216 .164 .09 .229 .048 .174 .083

子どもにお金についての
教育をする（消費者教
育）

̠.041 0 .273* .059 .181 .1 ̠.044 .11 .11 .055

保護者に就学資金等の情
報を提供する ̠.033 .117 .194 .084 .183 .149 .098 .335* .263 .149

保護者の話し相手になっ
て話を聴く .035 ̠.01 .122 ̠.027 ̠.049 ̠.171 .380** .217 .393** .376**

保護者に子どもの良い所
を伝える .064 ̠.02 .199 ̠.08 ̠.118 ̠.246 .565** .083 .486** .463**

支援者間で子どもと家庭
の情報を共有する .082 .309* .401** 0.104 0.206 0.178 0.058 0.201 0.02 -0.081

支援者と学校教員間で子
どもの問題を話し合う ̠.057 .015 .117 ̠.174 ̠.051 ̠.18 .145 .192 .256 .132

支援者同士で方法や内容
を相互に評価する .181 .253* .315* .233 .346** .125 .057 .033 ̠.036 .151

**  p<.01 *  p<.05

子どもと
支援者は
信頼関係
が築けた

子どもは
親以外の
大人とコ
ミュニ
ケーショ
ンが取れ
た

保護者は
学校行事
に参加し
た

保護者は
教員とコ
ミュニ
ケーショ
ンが取れ
た

子どもは
自分の意
見が言え
た

子どもは
夢を持て
た

子どもは
保護者と
将来の話
をした

子どもは
保護者と
進路等で
対立した

保護者は
子どもの
長所に気
付いた

保護者は
子どもと
将来の話
をした
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表３ 重回帰分析の結果 

 

 

３．子どもや保護者の変化と支援者の支援 

支援者の子どもや保護者が学習支援に参加してからの変化に対する評価を得点化し、得

点の中間～高いグループと、低いグループに分けて、それぞれのグループごとに支援の方

法や内容に関する項目の平均値と標準偏差を表 4 に示した。 

支援の方法や内容の項目で「子どもの話を聴く」は、中間～高いグループ、低いグルー

プとも 3.9 である。また、「子どもと信頼関係を築く」は中間～高いグループ 3.77、低い

グループ 3.8 である。「子どもの良い所を誉め、励ます」では中間～高いグループで 3.67、

低いグループは 3.4 となった。「子どもを前向きにする話をする」は、中間～高いグループ

3.47、低いグループで 3.5 である。「子どもの意見や感想を学習支援の内容や方法に取り

入れる」では、中間～高いグループで 3.45、低いグループは 2.88 となった。 

また、「子どもにお金についての教育をする」については、中間～高いグループで 1.92、

低いグループは 1.6 だった。「保護者に就学資金の情報を提供する」では、中間～高いグル

ープで 1.82、低いグループは 1.4 である。「支援者と学校教員間で子どもの問題を話し合

う」は、中間～高いグループと低いグループで、どちらも 1.7 だった。実際の支援の内容

や方法として、子どもへのお金の使い方や管理等の教育、保護者に対する就学資金等の情

従属変数

独立変数

子どもと
支援者は
信頼関係
が築けた

子どもは
親以外の
大人とコ
ミュニ
ケーショ
ンが取れ
た

子どもは
自分の意
見が言え
た

子どもは
夢を持て
た

子どもは
保護者と
将来の話
をした

子どもは
保護者と
進路等で
対立した

保護者は
子どもの
長所に気
付いた

保護者は
子どもと
将来の話
をした

保護者は
学校行事
に参加し
た

保護者は
教員とコ
ミュニ
ケーショ
ンが取れ
た

子どもと信頼関係を
築く
子どもの良い所を誉
め励ます .351** .252* .403*** .380**

子どもの話を聴く

子どもを前向きにす
る話をする

子どもに学習の全体
の見通しをもたせる .262* .399** .266*

子どもの意見や感想
を学習支援の内容や
方法に取り入れる

.271*

子どもにお金につい
ての教育をする（消
費者教育）
保護者に就学資金等
の情報を提供する .395**
保護者の話し相手に
なって話を聴く

保護者に子どもの良
い所を伝える ̠.339* .555*** .478*** .451***
支援者間で子どもと
家庭の情報を共有す
る

.390***

支援者と学校教員間
で子どもの問題を話
し合う
支援者同士で方法や
内容を相互に評価す
る

.334*

決定係数R 2 .245 .282 .344 .145 .198 .174 .308 .156 .228 .204
調整済みR 2 .216 .255 .318 .128 .166 .140 .294 .139 .212 .187
自由度 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1

数字は標準化係数（β） ＊＊＊ p<.001 **  p<.01 *  p<.05

60 Ⅱ　投稿原稿／子どもの貧困に対する学習支援のあり方の検討



報提供は低調である。また、支援者と学校教員は、学習支援に参加する子どもの問題に対

する話し合いが不調である。 

子どもや保護者の変化に対する評価が高い支援者と低い支援者で、支援の方法や内容と

の差があるかを確かめるために、クラスター分析によるウォード法で３つのグループに分

け、中間から高い評価グループと、低い評価グループで t 検定を行った。この結果、中間

から高いグループは、低いグループよりも「子どもの意見や感想を学習支援の内容や方法

に取り入れる」で有意な差があった（t（47）=2.287, p<.05）。つまり、子どもや保護者

の変化を高く評価する支援者は、低い評価の支援者よりも学習支援に子どもの意見や感想

を取り入れる支援をしている。 

表４ 子どもや保護者の変化の得点グループ別、支援の方法や 

内容に関する項目の平均値と標準偏差 

学習支援は、経済的に困窮する子どもへの教育支援の側面と、子ども・若者の居場所を

つくり、健全育成のための包括的な環境を整える側面の両面がある。これは直接的には、

子どもを対象としながら、子どもの保護者に対する支援でもある。 

本研究の結果、支援者は、子どもの話を聴き、子どもから信頼される関わりを持ち、援

助関係を築いていることが明らかになった。また支援者は、子どもの良い所を誉め、励ま

得点層 度数 平均値 標準偏差
中間～高い 40 3.775 0.5305
低い 10 3.8 0.4216
中間～高い 40 3.675 0.7299
低い 10 3.4 0.9661
中間～高い 40 3.9 0.3038
低い 10 3.9 0.3162
中間～高い 40 3.475 0.64
低い 10 3.5 0.9718
中間～高い 40 3.175 0.7808
低い 10 3.2 1.0328
中間～高い 40 3.45
低い 9 2.889
中間～高い 40 1.925 0.8883
低い 10 1.6 0.8433
中間～高い 40 1.825 1.035
低い 10 1.4 0.9661
中間～高い 40 2.25 1.1712
低い 9 2 1.3229
中間～高い 40 2.5 1.2195
低い 10 2.1 1.1005
中間～高い 40 3.33 0.73
低い 9 3.11 1.167
中間～高い 40 1.7 0.966
低い 10 1.7 1.16
中間～高い 39 2.79 0.978
低い 10 2.6 1.174

支援者同士で方法や内容を相互に
評価する

子どもにお金についての教育をする
（消費者教育）

保護者に就学資金等の情報を
提供する

保護者の話し相手になって話を聴く

保護者に子どもの良い所を伝える

支援者間で子どもと家庭の情報を
共有する

支援者と学校教員間で子どもの問題
を話し合う

子どもの意見や感想を学習支援の
内容や方法に取り入れる

子どもと信頼関係を築く

子どもの良い所を誉め励ます

子どもの話を聴く

子どもを前向きにする話をする

子どもに学習の全体の見通しを
もたせる

0.6385
P<.05

0.7817

Ⅵ．考察及び結論 
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すように接して、子どもを前向きにして、子どもをエンパワメントしている。支援者が親

子関係を聴き、子どもの将来や希望を話し合う援助関係を築くことが学習支援の課題であ

るとする指摘があるが、本研究の結果から、支援者が保護者に子どもの良い所を伝えるよ

うに関わることで、保護者は子どもとの向き合い方が変わることが分かった。保護者に子

どもの良い所を伝えるのは、支援者から見た子どもの個人間の差を保護者に伝える支援で

ある。一人ひとりの保護者は子どもの良い所に気づいて、子どもとの関わりを修正する、

保護者の個人内の変化がある。つまり、支援者は、子どもと保護者の相互作用の面から、

保護者が子どもに対する見方を良いものに変えていくことで、子どもが自分を肯定的に捉

えられるように支援していると考える。 

支援者が子どもをエンパワメントすることと保護者に対する支援を行うことによって、

子どもの変わるだけではなく保護者の子どもに対する見方を変え、学校行事への参加や教

師とのコミュニケ―ションの取り方にも影響を与えることが分かった。 

しかし、子どもに対するお金の使い方や管理等、また保護者に対する就学資金の情報提

供についての支援が薄い点も明らかになった。これについては、学習支援事業の参加者が

経済的に困窮する世帯の子どもと保護者である点から、また、キャッシュレスの進んだ現

在、様々な消費者問題が生じている点からも、今後、学習支援において支援を考えていく

必要性があると考える。 

支援者が子どもを受け身の存在として見るか、参加者として、子どもの意見や感想を学

習支援の内容や方法に取り入れるかどうかで、支援者の子どもや保護者の変化に対する評

価で差が見られた。子どもは学習支援を受けるだけでなく、参加者として参画するという

視点から学習支援の方法や内容を考えていく必要が示されたと考える。 

一方、支援者間で情報共有や相互評価を行うことが、子どものコミュニケーション能力

を高め、子どもが意見を言えること、保護者と将来の話ができるようになることに関連が

見られた。今日、学習支援によって子どもの社会性を高めることが求められ、さらに学習

支援の対象が広がったことから、多様な支援の内容・方法・形態を考えることが必要とな

っている。つまり、支援のあり方について、支援者間での情報共有と相互評価が求められ

ていると考える。 

今後、支援者は、関係機関や関係者とチームを編成し、利用者の状況や課題を共有して

いくこととが求められている。制度としては、これまで厚生労働省と文部科学省、支援者

とが連携し、学習支援の対象の拡大が図られてきているが、本研究の結果から子どもの問

題を話し合えるように学校教員と支援者間の協働が進んでいないことが示された。今後の

学習支援の課題である。 

学習支援の支援者を対象に行った調査であり、支援者の観点によるものである。これか 

ら様々な支援者の経験と職務（役割）との関係を明らかにすることで、より有益な知見を

得られると考える。今後の課題は、参加者の子どもとその保護者の視点からどのような変

化、変容があったのか、支援者との関係がどのように影響しているのかを明らかにして、

学習支援の効果的な支援の内容や方法を提示することであると考える。 

Ⅶ．本研究の限界と今後の課題
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追記 

 本調査は、文部科学省科学研究費【基盤研究（C）】「貧困家庭の家族コミュニケーション

力を促進する学習支援プログラム実践モデルの構築」(研究代表者：三沢徳枝)の助成によ

るものである。 

注 

1 学習支援事業の支援者は、自治体から委託された NPO 法人や社会福祉法人の有償スタッ

フと、NPO 法人あるいは社会福祉法人が募集したボランティアがいる。それとは別に元々

地域には学習支援活動を行うグループがあり、学習支援事業を委託された法人と契約しな

い無償スタッフ等がいる。 
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