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「障害児保育」教育におけるジェンダーバイアス
―保育士養成科目のテキスト分析から―

（遠藤文子）

１．はじめに

　障害児の養育に際して、周囲からの理解・協働や社会的支援が不足する場合

には、家族は苦境に陥りやすい。最悪の場合、障害児の生命が、重い負担を苦

にした家族によって絶たれることがある。障害児養育は、1979 年の養護学校

教育義務制実施の以前には、就学猶予・就学免除という名目で、家庭に養育の

責任が帰されていたが、これは、当時の社会での保育・養育のジェンダー役割

布置からすると、母親が障害児ケアの大半を担うのが当然とみなされているこ

とを意味していた。現行の特別なニーズのある子どもへの専門職であるはずの

保育士は、そのような母親の負担加重を当然とする視線から解放されているべ

きである。もしそうでないなら、障害児をもつ家族の苦境を軽減するための機

関支援が逆機能しかねないからである。

　一般に、そうした母親役割の自明視はどこで身につくのだろうか。まず想定

されるのは、家庭や地域での保育役割の担い手が主に女性や母親であった家庭・

保育機関・地域社会のなかで当人たちもそのことを問題視することなく育って

きたからと思われる。事はだがそう単純ではない。今日では女性学や男女共同

参画社会像の啓蒙によってジェンダーバイアスのかかった思考慣習は少なから

ず旧弊視されており、保育士養成機関でもジェンダーフリーな保育理念が諸教

科で講じられている。また現状では、保育職の性別構成の大半は女性で子育て

経験者も半数を占め、職場の空気としてワーキングマザーの負担軽減への共感

がないはずがない。これらの諸点からすれば、旧来のジェンダー心性と新来の
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ジェンダーフリーな保育理念が併存して入り組むような仕方で、保育士たちの

眼差しに作動しているとも解釈できる。同様の複眼形成は養成校の教員にも教

科テキストの執筆スタッフにも多かれ少なかれ該当することであり、各教科教

員の講義中の談話や使用テキストの行間にその痕跡が露わとなることがある。

２．研究の目的

　本稿の目的は、保育士養成機関で使用される「障害児保育」の主要テキスト

をジェンダーの視点から分析することによって、教材使用の際に受講者たちに

了解されうる障害児養育時のジェンダーイメージを明らかにし、その意識化に

よってジェンダーフリーな養育環境を整える手立てを探ることである。

　障害児を対象とした事業は、2012 年の児童福祉法の一部改正によって、児

童福祉法に根拠が一本化され、その第 7条に則り、障害児の通園療育が児童発

達支援センター内で行われることになった。センターでは、通所利用の障害児

だけでなく、家族を対象とした支援も行われる。しかし、市町村の支援センター

のプログラムで「母子通園」(1)の語が頻用されることに窺われるように、障害

児養育は母子関係とのつながりが強い。そのため、障害児保育の教科テキスト

の中で「保護者」(2)という性別中立的な語が用いられていたとしても、受講者

には「母親」として読み取られる可能性がある。

　以上を踏まえて本研究では、まず保育士養成課程用に公刊されている 9冊の

障害児保育テキストで「養育者」がどのような呼称で表記されているかの頻度

を調べ、執筆スタッフに了解的に用いられている養育者イメージの矛盾とその

意味を検討する。次に、テキスト内で使用されている具体的な「事例」表記を

保育士養成課程の受講者に提示し、そこで「保護者」と記載されている箇所を

受講者たちがどのように解釈するのかを分析し、結果を考察する。その２段階

の分析・考察によって、保育士養成の学習がテキスト中の呼称理解を通じてジェ

ンダーバイアスを再生産するリスクを確認したのち、その打開策として授業の

要所要所でそうした読み換えリスクを自覚化する習慣づけの実践を行うことを

提案する。それによってジェンダーイメージの作動にレフレクシブな保育者と

して、障害児養育を担う母親の負担過重を軽減する対応力を培ってほしいから
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である。

３．研究の背景

３－１．障害児保育の歴史

　保育所・幼稚園・学校等における障害児保育の現状は、2004 年に発達障害

者支援法が成立し、2006 年には学校教育法が改正され、特別支援教育がはじ

まり、それをうけ、2008 年 3 月公布の保育所保育指針および幼稚園教育要領

において、「障害のある子どもの保育」も明示されることになった。

　それまでのわが国の障害児保育は、1916 年の京都市立聾唖部に設置された

幼稚科にはじまり、敗戦後に米国民主主義の影響下で基本的人権の尊重と教育

を受ける権利を謳った教育基本法公布（1947 年）にそった小・中学校の義務

教育化、翌年の盲・聾学校の義務教育化など、視覚障害、聴覚障害の子ども

たちへの教育から着手された。そして、1972 年の文部省の「特殊教育諸学校

幼稚部設置 10 年計画」の策定により , 就学幼児が急増した。他方、知的障害

の子どもたちは、就学猶予・免除の名目で、1979 年の養護学校の義務化まで、

自宅で過ごすことを余儀なくされていた。

　保育所での障害をもつ子どもの保育が制度化されたのは、1974 年 12 月に厚

生省から出された「障害児保育事業の実施について」の通知による。それま

でも篤志家によって幼稚園や保育所に受け入れられてはいたが、多くは家庭

内で養育され、通念として、家族の愛情に包まれて育てるべきだと考えられ

ていた(3)。当初は「指定保育所」でのみ対応されていたが、1978 年の「保育

所における障害児の受け入れについて」以降は、受け入れ保育所が増えていっ

た。しかし、「当時の保母養成では障害児の保育に特化した科目がなかったた

め、保母らの自己研鑽に頼った」保育状況であった（古屋 2011,pp.32-33）。

　保育士養成校で「障害児保育」が新設されたのは、1990 年の「保育所保育指針」

改訂に伴い翌年行われた保育士養成課程の科目改訂のときで、選択必修で始め

られた。その後、2001 年に 1 単位必修、2010 年に 2 単位必修になり、障害児

保育に専門性が求められるようになった。背景には、2007 年に特別支援教育

が制度化され、就学前の子どもに対し支援の充実が求められたことや、厚生省
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児童家庭局からの通知であった保育所保育指針が 2008 年 3 月から厚生労働省

からの告示となり（厚生労働省 2008）、法的拘束力が備わったことがある。障

害のある子どもへの支援はこうして保育士資格の要件に含まれる分野となっ

た。

４．先行研究

　本研究の保育士教育の中のジェンダーバイアスという主題に照らすと、①障

害児と家族の養育関係、②教育場面におけるジェンダー了解に関する研究が重

要である。

４－１．障害児と家族の養育関係に関する研究

　障害児と家族の養育関係について、自閉症児をもつ母親や家族が子どもの障

害を疑い始めた時の、感情変化のプロセスを論じた藤野の臨床心理学研究があ

る。自閉症児をもつ母親たちが「不安と葛藤」を経て、「夫婦のすれ違い」を

乗り越え、「自閉症児をもつママ友」など一般社会との係りによって障害を受

け止めていく経過が論じられている（藤野 2014,pp.210-219）。しかしこの展開

では、養育の中心的役割を母親が果たすことが当然視されており、養育マネー

ジメントが成功することでジェンダーバイアスが再生産される構図になってし

まっている。

　藤原は、障害児養育が母親の献身的な支えや援助を前提としていることの問

題を指摘し、「障害児の生活、母親の生き方、家族の在り方、それぞれの「自立」

のかたちを探ることが障害児福祉の新しい課題」（藤原 2002,pp.152）であると

指摘しているように、障害児を養育する母親に対するジェンダーバイアスに課

題がみられるのではないかと考えられる。

４－２．保育・教育現場におけるジェンダー了解に関する研究

　保育現場でのジェンダーについては、教育社会学者の藤田による、幼児の

ジェンター形成に関する質的実証研究があり、幼児が大人やメディアからジェ

ンダー情報をたんに受動的に受容するだけではなく、幼児なりの解釈をほどこ
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してジェンダー理解をしていることが指摘されている ( 藤田 2004,pp.103-113)。

　教育学者の佐藤らは、幼稚園でのジェンダー再生産は表層構造と深層構造が

あり、その二つを関連付けた研究を行っている。表層構造にあたる制服や男女

別の整列方法は、伝統的な理由だけでなく、幼稚園教諭がクラス運営のストラ

テジーとしてジェンダーを用いており、無意識のうちに幼児に対するジェン

ダー再生産の媒介者になっていると指摘している。そして、そうならないため

には、保育士がジェンダーに対する意識を明確にすることが大切であると述べ

ている。( 佐藤・田中 2002)。

　以上のように、教育場面でのジェンダー了解については、〈教師－子ども〉

間の研究がすでに見られるが、保育士養成課程での専門職志望者の学習過程に

着目したジェンダー研究は研究蓄積が十分になされてきたわけではない。それ

以前にまた、障害児教育の分野でにおいては、ジェンダー論からの研究は他分

野に比して遅れているといえる。

５．研究方法

５－１．分析方法

(1) テキスト表記調査

　まず、保育士養成課程で使用頻度が高い「障害児保育」テキストを選定し、

その文中で家庭での養育者の呼称がどう表記されているかを、ジェンダーの視

点から「保護者・親」「母・母親」「父・父親」に 3分類してその頻度を調べる。

　今回の調査では、本文と、事例の二つに分けて頻度を調べることとする。

　ここでいう事例とは、本文中にエピソード的に記述されているものではなく、

事例としての数字の割り振りがあったり、行をかえていたり、囲いがあるなど、

本文と明らかに異なる書式で挙げているものを事例とし、1 つの事例で同じ人

物を表記するために「母親」等繰り返し使われている場合は、すべてカウント

している。

　教科テキストの選定基準は以下のとおりである。

①保育士養成課程の科目である「障害児保育」の教科テキストであること。

②学校教育法施行規則の改訂に伴い幼稚園要領、保育所保育指針が改訂され
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た後 2011 年 2 月～ 2015 年 3 月に発行ないし改訂された教科テキストであ

ること。

③各出版社が保育士養成用に作成した教科テキストであること（保育士養

成用教科テキストとは、2011 年施行の保育士養成カリキュラム改正で

定められている必修各教科の「内容」を通覧的に講説しているものを指

す）。(4)

　以下の 9冊がこの 3つの条件に該当したテキストである（発行年降順）。

Ａ　本郷一夫編著『障害児保育 3 版』建帛社 2015 年

Ｂ　西村重稀・水田敏郎編『障害児保育』中央法規出版 2015 年

Ｃ　藤永保監修『障害児保育 子どもとともに成長する保育者を目指して 2

版』萌文書林 2015 年

Ｄ　渡辺信一・本郷一夫・無藤隆編著『障害児保育 新版』北大路書房2014年

Ｅ　近藤直子・白石正久・中村尚子編『保育者のためのテキスト 障害児保

育 改訂版』全国障害者問題研究会出版部 2013 年。

Ｆ　鯨岡峻編『障害児保育 2 版』ミネルヴァ書房 2013 年

Ｇ　青木豊編『障害児保育』一藝社 2012 年

Ｈ　若井淳二・酒井幸子・水野薫『幼稚園・保育所の先生のための障害児保

育テキスト 新訂版』教育出版 2012 年

Ｉ　七木田敦・松井剛太編『障害児保育 保育実践の原点から未来へ』樹村

房 2011 年

(2) 受講者の解釈調査

　次に、「保護者」の表記を受講者がどう読み解いているかを調べるために、

保育士養成課程の受講者（2年後学期）を対象に（2016 年度 76 名：女子 66 名；

男子 10 名、2017 年度 97 名：女子 88 名；男子９名、2019 年度 70 名：女子 65 名；

男子5名、総数243名；女子219名 90.1％；男子24名 9.9％）、テキスト内の「事例」

中で「母親」の呼称割合が最多であったテキスト C （藤永 2015）を選び、以下

に掲げる、障害の疑いのある子どもをめぐって児童発達支援センターの保護者

支援の仕方を考える場面の〈事例〉（大熊 2015,p.225）を引いて全数調査を行う。

段落順に①②③と付番し、テキスト内では「母親」と表記された呼称を《保護
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者》へと変更して提示する。この《保護者》という呼称が「母親」「父親」「両

親」のいずれを連想するのかを調べる。連続複数年の調査をしたのは、単年度

では当該年度だけに関わる特殊外因によって集計値の分岐が判断しにくく、ま

た年次的な傾向もつかめないからである（ただし 2018 年度は授業日程の都合

で非調査）。

　最近では、療育機関と保育所・幼稚園などの 2か所の施設を併用する並行

通園のケースが増えてきました。個別的・専門的対応が期待できる施設と、

健常児から受けるさまざまな刺激が期待できる保育所・幼稚園の両方の環境

を与えたいという保護者の強い願いが背後に存在しています。（以下の教科

書体の 3段落が調査した〈事例〉の文章である。下線波線は筆者付記）

A 美ちゃんは、1 歳 6 カ月検診の時点で意味のある発語がなく、視線が合い

にくく、また名前を呼ばれたり話しかけられても一向に関心がない様子でし

た。お母さんも不安に感じていたため、保健センターの保健師は市の児童発

達支援センターを紹介しました。

ここでは、まず、母子通園という形で親子で施設のデイリープログラムに参

加しました。母親は、A 美ちゃんにどのようにかかわったらよいのかわから

なくなっていましたが、施設のスタッフの子どもへの声のかけ方や、いろい

ろな遊び、活動をともに経験することで、自分もそのやり方を取り入れるこ

とができました。

また、同じ部屋で一緒に過ごす他の母親たちとも親しくなり、共通の悩みを

話し合ったり、情報交換もできるようになりました。

〈変更提示事例〉

①　A 美ちゃんは、1 歳 6 カ月検診の時点で意味のある発語がなく、視線が

合いにくく、また名前を呼ばれたり話しかけられても一向に関心がない様子

でした。《保護者》も不安に感じていたため、保健センターの保健師は市の

児童発達支援センターを紹介しました。

②　ここでは、まず、《親子》通園という形で親子で施設のデイリープログ

ラムに参加しました。《保護者》は、A 美ちゃんにどのようにかかわったら
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よいのかわからなくなっていましたが、施設のスタッフの子どもへの声のか

け方や、いろいろな遊び、活動をともに経験することで、自分もそのやり方

を取り入れることができました。

③　また、同じ部屋で一緒に過ごす他の《保護者》たちとも親しくなり、共

通の悩みを話し合ったり、情報交換もできるようになりました。

　提示方法は次のとおり。まず、調査対象者である保育士養成課程の受講者に

「今から読む事例について、文章の中に出てくる《保護者》の言葉に対して、

あなたがイメージする養育者は「父親」ですか、「母親」ですか、それとも「両

親」ですか？直感で答えてください」と指示する。それから変更提示事例を段

落順にゆっくり読み上げ、回答用紙に「父」「母」「両親」のどれかを選ぶよう

指示し、そう思った理由についても自由記述方式で回答を得る。その際、〈事例〉

中の「母子通園」については、直接的に「母親」を連想するので、「《親子》通

園」に変えて提示する。

５－２． 倫理的配慮

　保育士養成校の受講者に対しては、口頭で研究目的および方法を説明すると

ともに、調査結果については個人情報を厳重に管理し、研究成果を公表する際

には個人が特定できないようにすることを伝え、文書による同意を得た。

６． 結果と考察

６－１． 「テキスト表記調査」の結果と考察

　表 1 は、9 冊の教科テキストの全ての本文内で、「養育者」が性別呼称でど

のように表記されているかを集計したものであり、表２はテキスト内で例示さ

れた「事例」部分における「養育者」の同様の分布を集計したものである。

養育者の呼称頻度はテキスト本文全体と「事例のみ」では異なった結果となっ

た。まずテキスト全体では、全般呼称である「保護者・親」の呼称が 77.8％、「母・

母親」が 19.5％、「父・父親」が 2.7％であった。
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　他方、テキスト内の「事例」の記述においては、「保護者・親」が 32.9％、「母・

母親」が 61.6％、「父・父親」が 5.5％であった。本文全体の各集計値から「事

例」の各集計値を除いた「事例以外の本文」での呼称頻度は「保護者・親」が

84.3％、「母・母親」が 13.5％、「父・父親」が 2.2％となった。

　「事例」を除いた「本文」での「保護者・親」の表記頻度がきわめて高い。

ここには性別呼称を抑制した本文構成の方針が窺われる。性別中立呼称を基準

に置く出版方針に対して出版に携わる編集スタッフ・監修者・各執筆者が応分

に関与しながら、保育行政の子育て施策推進や輿論の動向を鑑み、とりわけ養

成校での教科書採用の可否をにらんだ調整が行われたことは想像に難くない。

表 1　テキスト本文全体での呼称数

出版社 保護者・親 母親・母 父親・父

Ａ 176（85％） 21（10％ ) 9（5％）

Ｂ 204（88％） 24（10％） 4（2％）

Ｃ 205（56％） 140（39％） 17（5％）

Ｄ 261（83％） 44（14％） 10（3％）

Ｅ 228（77％） 51（17％） 19（6％）

Ｆ 238（65％） 123（34％） 4（1％）

Ｇ 163（87％） 20（11％） 3（2％）

Ｈ 365（93％） 23（ 6％） 5（1％）

Ｉ 296（76％） 89（23％） 3（1％）

合計 2136（77.8％） 535（19.5％） 74（2.7％）

表 2　事例内での呼称数

出版社 保護者・親 母・母親 父・父親

Ａ 2（40％） 1（20％） 2（40％）

Ｂ 4（22％） 10（56％） 4（22％）

Ｃ 20（16％） 91（73％） 9（11％）

Ｄ 14（56％） 8（32％） 3（12％）

Ｅ 0 0 0

Ｆ 44（32％） 92（67％） 1（1％）

Ｇ 0 0 0

Ｈ 1（100％） 0 0

Ｉ 28（73％） 8（27％） 0

合計 113（32.9％ ) 212（61.6％ ) 19（5.5％）
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ジェンダー言説で喩えれば、本文の言説には「公」のメッセージを説く役割が

託されている。

　しかしその方針が「事例」では一貫されずに反転する。ただし「事例」での「母・

母親」呼称数 212 は、「事例」内のみでは 60％超を占めるが、全体呼称数 2745

に比すと 7.7％にすぎない。これをもってジェンダーバイアスの証左とするの

は強引かもしれない。監・編集の方針上、呼称のバランスが図られている蓋然

性も高い。教科テキストの事例に期待される役割は、具体的な実践例として実

務にそくした擬似経験知を、現場経験のほとんどない読者に学習させるイマジ

ナル（imaginal）な効果である。身近な用語の使用を盛り込み感情設定が細や

かな擬似具体的実例の紹介によって本文での理論言説が保育現場での実践へと

適用しやすくなる。だが事例は実例ではない。事例は「専門家の道具」であり、

読み手に伝えたいメッセージにそって「情報の取捨選択を必然的に」行って作

文された（上野・野村 2003,p.78-81）、実際は抽象度の高いフィクションなの

である。

　事例を実例らしくスケッチするには、現場感にフィットした人物呼称が必要

となる。試みに上記〈変更提示事例〉を再読すればわかるように、具象的場面

設定の行文のなかで「保護者」のまとう「公」の語感は、居心地が悪くしっく

りこない。実話性を出そうとすれば自然と性別呼称が呼び込まれてしまい、呼

称の性別選択とともに保育・養育の臨場風景の中に養育役割のジェンダーを布

置してしまうことになる。書き手としては不作為の写生であっても、その母親

役割の自然な描写が、読み手にとっては、大衆メディアや地域町村に底流する

旧来の心性と共鳴して、ジェンダーバイアスを自明的に再生産するリスクとな

ることは否定できない。

　

６－２．「受講者の解釈調査」の結果

　表３は、性別中立的に変更された「保護者」の表記を受講者が性別呼称でど

う読み解いているかの集計で、段落ごと・調査年度ごとおよび全段落・3 カ年

の集計値を示した。
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　〈事例〉によって連想する保護者の呼称については、①の 1 歳 6 カ月検診で

保健師に相談している場面ではどの年も母親が多く、次いで両親という結果と

なった。「両親」と回答した者も少なくなく、2019 年度には半数近くいた。保

健所の 1歳 6カ月検診という公的な場での相談シーンのためであろう。

　また、②の親子プログラムに参加している養育者のイメージも、「母親」が

多く、次いで「両親」となっている。「母親」と答えた理由には、「昼間は父親

は働いているから」が多く、「両親」「父親」と答えた受講者は「子どもとの関

わり方が学べるから一緒に学んだほうがよい」や「父親のほうが関わり方がわ

からないから」等、願望的な理由が多くみられた。

　③の悩みを相談したり情報交換するといった、より具体的な場面になると、

7 割以上の受講者が「母親」と答えており、生活経験での、養育＝母親という

イメージ連関が暗黙の了解であることが窺われる。また「検診に行ったり、施

設のプログラムに参加したりするために日中時間があるのが母親であるから」

という理由や、「育児の悩みを母親同士であればしやすい」という回答もあった。

受講者の大半は、障害児をもつ家庭で育った経験はないと思われるが、性別役

割分業の了解とあいまって、自分やきょうだいが心身を害した際に寄り添って

ケアにあたった保護者の残像も分岐の要因となっていると思われる。また日頃

の女性同士の支え合い体験も判断材料となっていよう。

表 3　連想する親の呼称

段落 年度 両親 母・母親 父・父親

①   2016 23（30％） 53（70％） 0（0％）

2017 20（21％） 74（76％） 3（3％）

2019 32（46％） 37（53％） 1（1％）

②   2016 24（32％） 50（65％） 2（3％）

2017 42（44％） 44（45％） 11(11％）

2019 27（39％） 42（60％） 1（1％）

③   2016 12（16％） 63（83％） 1（1％）

2017 11（11％） 86（89％） 0（0％）

2019 19（27％） 50（72％） 1（1％）

①～③ 3カ年 210(28.81％ ) 499(68.45%) 20(2.74%)
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　表４は男女の育児休業取得率の近年の推移であり、2016 年の育児休業取得

率の男女比（女性 81.8％／男性 3.16％）は 25.9 倍である。この比較値は、〈事例〉

３段落の 3カ年合計で、母親を養育者に想定する件数 499 が父親を想定する件

数 20 のおよそ 25 倍にあたるのとほぼ等しい。そういう意味で受講者たちの養

育者像の選定は現実をおおよそ言い当てているといってよい。もちろんそれら

の選定には、〈事例〉の執筆者が設定した文脈の枠づけ、その際参照された日

常世界の性別役割布置の心性誘導が作用しているのだが、それを単純にジェン

ダーバイアスの踏襲と評するのは一面的である。

　他面では、今調査において 2016 ～ 19 年の間にゆるやかにではあるが保護養

育者を「両親」とする選定も増えつつある。そしてこれも育児休業取得率の同

時期微増と並行している。

７．おわりに

　本研究の２段階の調査の結果から、障害児養育への母親の張り付けを違和感

なくなぞりがちなジェンダー心性が、ジェンダーフリーな養育を説く当のテキ

ストの行間（context）に潜在的に作動する機序を考察した。こうした逆機能

的な機序は、保育士養成課程の各教科テキストにも汎通している蓋然性が高く、

子育ての性別役割を常態化させるリスク要因となる。しかもそのリスクは、養

育者の呼称表記を性別中立な用語に統一すれば解消できるというわけにはいか

ない。それでいいのであれば、最終校正で一括置換すれば済むことである。事

例調査で示したように、叙述が養育の具象場面に踏み込もうとすれば自ずと

ジェンダー連想を誘発してしまう反転構造は、表記のレトリックでは解消しな

い。テキストで「保護者」と表記された場合も、明示的に親権や監督義務と関

表 4　男女の育児休業取得率の推移（％）

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

女性 87.8 83.6 83.0 86.6 81.5 81.8 83.2 82.2

男性 2.63 1.89 2.03 2.30 2.65 3.16 5.14 6.16
2011 年の比率は岩手県・宮城県・福島県を除く全国の結果

出典：平成 30 年版厚生労働白書 資料編
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連する章節以外では、読み手のほうは提喩（synecdoche）的に下位概念の性

別親呼称に換えて読み進んでいるからである(5)。「保護者」という語彙は、私

的用法と連接する関係呼称の父・母を公的に包含する上位語なので、家庭内で

父母に向かって「ねぇ保護者さん」と甘える子どももいなし、保育サービスの

場で「A ちゃんの保護者さん」と呼びかけるスタッフもいない。養育という親

密な間柄の叙述で「保護者」の語が用いられている場合、読み手は身近の年長

の親族のことを思い起こしながら、場面で含意される扶養や愛着の度合に応じ

て性別を判別する。このとき読み手の生活史的な養育者了解が背景となって、

多くの場合ジェンダー含蓄（conotation）を呼び込むために、諸教科で養育知

識を学習するごとに「養育する母」のイメージが厚くなっていく。

　以下はその見取り図である。

　教科テキストは受講者が通覧的な知識を学ぶための教材であるが、採択権は

教員側にある。教員は開講目的を念頭に受講者の素養と適性に見合った図書や

プリントを提示する。ただし自著でない限り、過不足のない資料はない。付言

したり修正したり批評したり、差し引きしながら、クラスの実状に合わせて使

いこなすことが求められる。その意味では、反面教師的な使い方もできるし、

身体表現のように、いっそ何も使わない授業も可能である。テキストを使う際

には、内容の補説はふつうに誰でも行う。問題となるのは、内容的な言説の提

示文に伴うメタメッセージ（metamessage）(6)への注釈である。ここでの論点

から言えば、性別呼称を意図的に回避しているにもかかわらず、問わず語りに

性別表象を指差す親呼称がもたらす情報の差異の効果を受講者に喚起させる仲

介作業、それを怠ってはならない。養育者への言及が不可避的にジェンダー含

蓄を呼び込むそのつど、その言及リスクに言及しながら授業を進める労が必要

となる。「この場面ではわたしには母親のことが思い浮かびますが、それはな

ぜなのか、話し合いましょう。」「父親のことが浮かんだ人は、どうしてそうなっ

たのか、教えてください。」「なるほど、そうだったんですね、わたしはこうで

したよ。」「父親でも母親でもない場合はどうなるんでしょう。」「子どもの立場

からも考えてみましょう。」要所要所で、そういう双方向的な確認のルーティ

ンが、できれば受講者主導で行えたらいい。難度は低いが痛みを伴うこのルー

ティンが養成期間を通じて続けられるなら、自他のジェンダーバイアスの発動
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に自覚的になる習慣が身につき、期間後はプロフェショナルな習性となって障

害児養育へのジェンダーフリーなサポートが可能になる、そうした双方向的な

ジェンダーリテラシーの習熟がやがては母親の養育役割の負担加重を軽減する

実践へとつながると構想される。

注

(1) 支援センターの活動プログラムで「母子参加」のフレームが採られるのは、昼間開催の母子参

加率の高さやシングル親の男女比など母親養育の実質にそった絞り込みで、ジェンダー了解的

な役割布置の「認識」を踏まえた実務的な立案といえる。さらに障害児養育に特有な母子関係

から次のようにも解釈できる。後に示すように要田や土屋の考察に従えば、父親と違って母親

には障害のある子として産んだという子への負い目・罪責観から、「がんばって介助し育て上

げなければならない」という気負いゆえに過度に養育役割に没頭するリスクがある。この奮闘

は、乳幼児期の間はかいがいしいお世話で済むが、学齢期を越えると、ケアされる側からする

と自らの主体性に干渉するしつこさとして感受される。障害のない子にとってもそうなのだが、

障害者は介助なしでは生活が成り立たないので、母親を拒むこともできずに、感謝と憤懣の葛

藤で鬱々となってしまう。そうならないように、支援センターでは幼少時から母子単位のケア

プログラムを組んで、母親の過剰を抑制するとともに、介助されるほかない子にしばし母親と

の絆から解放される機会を設けているとも解釈できる。もちろんこの場合も〈養育する保護者

＝母親〉というジェンダー連想は働いているのだが、この場合は意図して連結していることに

なる。

(2) 「保護者」という呼称にも問題がないわけではない。語用の場も限られ、児童福祉・学校教育・

少年審判の分野で未成年を後見・監護する義務をもつ親権者ないし施設長を指す。教育現場で

は、「保護者」の前身として、家制度存立時には「父兄」の語が用いられていた。1947 年の民

法改正による家長制の撤廃と男女平等観の浸透や離婚率の増加等、家族形態の変化により、時

流にそぐわなくなり、「保護者」の呼称が定着する一方、「父兄」は、差別的として放送禁止用

語になった（NHK1998）。ジェンダーの視点からは「保護者」も「父兄」も paternalism の行

使主体を指し、社会的劣位者を弱者の位置において保護監視の客体とする権限を有している。

女性はもとより、子どもや障害者が生活主体となれるような社会の仕組みを創る立場からはど

ちらの語も支配の用語といえる。

(3) 1963 年に保育政策の基本方針として出された中央児童福祉審議会中間報告書「保育問題をこ

う考える」の中で打ち出された「保育 7 原則」、とくに「第 1 原則 両親による愛情に満ちた家

庭教育」「第 2原則　第一の保育適格者・保育責任は母親」「第 3原則 保育情報の選択の自由と、

こどもの母親に保育される権利」に顕著である（中央児童福祉審議会 1963,pp.84-85）。
(4) 2011 年度の基準をあげているのは、2008 年の保育所保育指針の改定時に障害についての記述

が明確化され、2011 年の基準改定時に今まで 1 単位だった「障害児保育」が 2 単位に変更に

なり、より重点がおかれるようになったため、この時期改定されるテキストが多かったこと。

また、2018 年度の教授科目が改定され、障害児保育に関しても、特別支援教育に移行していき、

教授内容もかわっているが、その大きな変化については障害児だけの表記から「その他特別な
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配慮を要する子ども」に関する支援に広がりをもたせているが、今までの障害を持った子ども

に対しての内容は特にかわっておらず、今回事例にあえたテキストにおいても、2018 年版で

も事例の内容は全く同じだったため、調査をはじめた 2016 年時に使用していたテキストで研

究を進めた。

(5) 本文と事例、保護者と母親は、図と地の反転図形のようにアスペクト転換の視点からも考察可

能である ( 野林 2015,pp.51-56）。
(6) 発話メッセージと同時に発話的情況や表情・仕草などによって相反する言外の意味を伝達する

メタメッセージの効果を説いたのは G. ベイトソンであるが、その相反メッセージを受信した

子供はどちらのメッセージを真に受けていいのか昏迷してしまう。相反する２重のメッセージ

に縛られたコミュニケーションのこの窮地はダブルバインド（double bind）と呼ばれる。ジェ

ンダーフリーな語彙で記述された保育知識の言表と合わせて、隠れた言外のジェンダーバイア

スを了解してしまうピュアな読み手は、授業のたびにダブルバインド状況に立たされていると

もいえる。（ベイトソン 1990,pp. 301-303）
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	 The	current	situation	of	disabled	children's	nursing	at	nursing	schools	are	
carried	out	by	the	coordination	of	nurses	and	family	members,	as	the	2008	Guidance	
for	Nursery	Schools'	Nurses	states.	However,	the	higher	work	load	depends	on	mothers,	
especially	 in	the	care	of	disabled	infants	and	babies.	In	order	 to	reduce	the	mothers'	
workload, how should nursery school nurses support?
	 This	study	examines	how	the	term	‘family	carers'	are	used	in	the	disabled	
children's	nursing	textbooks	from	the	gender	viewpoint.		The	finding	is	that	the	gender	
perspective which assumes that mothers are the main carers is unconsciously formed 
throughout	gender	biased	textbook	training.		Nevertheless,	simple	‘gender-free'	nursing	
perspective may often fail to grasp the individual family situation.  The study describes 
an appropriate way for the future training of nurses.

Education of Nursing Disabled Children in Gender Bias
:Textbook	Analysis	of	Nurse	Training	Courses

ENDO, Fumiko
(St.	Catherine	Junior	College)


