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1. はじめに：保護者への支援の不足・実践の有機的連携の必要性 

 本稿は、移動する子どもの保護者への支援という課題に対して、外国人散在地

域の小学校における実践事例をもとに、地域、学校、大学がそれぞれに行ってい

る実践をどう有機的につなげていくことができるかについて検討するものである。

なお、本稿では、日本語指導を必要とする児童生徒は外国人児童生徒だけではな

く、帰国子女等も含まれることから、広い意味で「移動する子ども」という表現

を用いることとする。したがって、移動する子ども（帰国・外国人児童生徒）の

保護者（以下、保護者）には、外国人（日本語非母語話者）の保護者のみならず、

海外赴任等により日本を離れ、帰国した日本人（ほとんどは日本語母語話者）の

保護者も含まれる。また、近年、外国人の定住化・永住化の動きもある中で、日

本生まれの外国人児童生徒も増えてきており、保護者の背景も多様化している。 

こうした移動する子どもへの支援としては、もとより様々な支援が行われてい

る。たとえば，文部科学省（以下、文科省）や各自治体による「きめ細かな支援

事業」として、公立学校においては、初期日本語指導教室や日本語サポートセン

ター（日本語指導が必要な児童生徒への支援を統括するセンター）、日本語指導

拠点校（地区ごとに日本語指導が必要な児童生徒への支援を統括する小学校）等

の設置、母語が分かる支援員の派遣、学校文書の多言語化、リライト教材の作成

等が進められている。 

その一方で、保護者への支援としては、自治体や学校では必要に迫られる形で

通訳の要請・派遣、学校文書の翻訳、地域では日本語学習支援、学校プリントの

読解支援、大学ではボランティアの派遣、学校文書の多言語翻訳支援などがそれ

ぞれの地域の実情に応じる形で実施されてきている。ただし、それらは個別の実

践にとどまり、有機的連携に向けた視点や方法論には欠けている。 

しかも、外国人保護者の実態把握が困難であるということを反映してか、外国

人に対する就学案内や就学相談の実施の他には、国としての保護者支援の方策は

具体的に明示されていない。また、文科省ホームページ「外国人の子どもに対す

る就学支援について」では、外国人の子どもの不就学の背景には外国人保護者の

不安定な生活環境の問題等があると考えられている。以上の点からは、子どもへ

の支援が相対的に進展してきているのに比して、保護者への支援・対策は遅れを

とっていることがわかる。 

 

2.  先行研究・先行事例概観と研究課題 

 そこで、先行研究・先行事例を概観し、課題を整理することとする。まず、保

護者への支援という観点から先行研究を概観した場合、言語的面への支援（李・

本田 2015）、保育園・幼稚園児、発達障害児の保護者支援に関する研究は蓄積
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されてきているものの、学校教育における研究は遅れをとっている。また、保育

園児・幼稚園児の外国人保護者に対する研究においても、異文化理解・コミュニ

ケーション支援を検討する研究は限られているという現状がある。 

 しかし、子どもの修学や文化理解、精神的安定に直接的影響を与えるのは教育

機関のみならず保護者である。また、「外国人保護者は一般的に孤立しがちであ

る。支え合い、励まし合える同胞の仲間を必要とするのは子どもたちだけではな

い（李・田渕 2005：138）」との指摘があるように、特に外国籍住民のコミュニ

ティー形成が遅れている地域では、保護者が孤立しやすく、その不安定さが移動

する子どもに与える負の影響が懸念される。つまり、子どもの教育支援のために

はまず、保護者の孤立化を防ぎ、学校や地域との協力体制をつくっていくことが

必要である。そのために、地域、学校、大学はどのように連携していくことが可

能なのか、さらなる研究が必要とされている。 

そこで、本稿では、地域、学校、大学の関係者が参加した A 校（F 市西部地区

の日本語指導拠点校）の保護者交流会の事例を分析することにより、この 3 者が

有機的に連携していくシステムづくりには何が有効で、何が課題となっているの

かを具体的に提示することを研究課題とする。 

データとして用いるのは、A 校の日本語指導教室で開催された保護者交流会に

ついて参与観察した記録と、A 校の日本語指導担当教員（B、C）に対して行っ

たインタビューの文字化した資料である。地域的な特徴から言えば、A 校が所在

する F 市は、市全体でみると、外国人が集住している地域ではないものの、全

国的に見ても外国人登録者のうち、留学生の占める比率は極めて高い地域である。

具体的に 2010 年末のデータでみると、在留目的に占める留学の比率は 24.0％で、

これは全体平均の 9.44％、東京の 16.33％と比較しても極めて高い数字である。 

（法務省「平成 22 年末現在における外国人登録者統計について」の都道府県

別データをもとに筆者が割合を算出した。 ）さらに付け加えれば、A 校と同じ

地区にある D 大学のキャンパス移転（2005 年より）の進行に伴い、A 校が所在

する西地区は留学生・留学生の家族など外国人人口が漸増傾向にある地区である。 

 

3.  保護者交流会についての分析 

3.1 保護者交流会の参与観察から 

 保護者交流会が実施されたのは、2016 年 3 月 14 日で、総時間は 2 時間程度で

あった。保護者交流会は 2015 年より 1 年に 1 回程度実施されており、この回は

実施 2 回目にあたる。参加者は、主催した A 校の日本語指導担当教員 3 名、保

護者 13 名、地域の支援者 1 名、NPO 職員 1 名、大学教員 1 名の計 19 名である。

保護者 13 名の内訳はブラジル 1 名、中国 3 名、インドネシア 2 名、韓国 2 名、

日本 2 名：アメリカからの帰国子女の両親、ベトナム 1 名、モンゴル 2 名で、滞

日期間は来日半年から日本在住 10 年以上までと様々である。これは日本語指導

期間が既に終了した保護者 OB から、まだ日本の学校に慣れていない保護者への

アドバイスが重要と考える日本語指導担当教員の配慮により、様々な背景の保護

者の参加が促されたことによるものである。また、参加した保護者全員が A 校

とは別の F 市西部地区の小学校にそれぞれ通っている子どもの保護者であり、
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通常は顔を合わせる機会がない。共通しているのは A 校が F 市西部地区の日本

語指導拠点校であるため、子どもたちが日本語指導を受けるために A 校に通っ

てきている（あるいは、かつて通ってきていた）という関係性である。これらの

保護者のうち、ブラジル、インドネシア、韓国、モンゴルなど参加者の半数近く

が D 大学の留学生、あるいは研究員の家族である。 

それ以外の参加者は、保護者を支援する立場で活動を行っていることから、こ

の保護者会への案内を受け、参加した者である。このうち、地域の支援者は、校

区内の保護者を支援するために集まった保護者を中心とした任意団体「ハッピー

サロン」のメンバーのひとりである。「ハッピーサロン」は、毎週土曜日に、主

に保護者に学校からの連絡文書を読むための支援を行っている。N P O 職員は、

日本の文化をより深く理解するための啓蒙活動、子育て支援、子どもの発達支援、

在留外国人の生活の質向上のためのサポート事業などを行っている組織の職員で

ある。大学教員は、A 校と同じ地区にある D 大学の教員で、A 校をはじめ、F 市

内の学校へ対する子どもたちの修学支援を行う学生サポーターの派遣や、学校文

書の多言語翻訳活動、地域日本語教室の開設等を行っている関係で、日ごろより

A 校との交流がある。 

 保護者交流会は以下のように①から④のプログラムで実施された。 

 ①A 校校長の挨拶 

②日本語指導担当教員による説明（英語翻訳の付いたパワーポイント資料によ

る説明であった。） 

 ③数グループに分かれてフリートーク。 

 ④各グループからの報告と全体での共有。 

  表 1 にまとめた内容は、上記②の日本語指導担当教員による説明の内容である。

通常、子どもたちの初期段階の日本語指導にあたる日本語指導担当教員 B、C は、

その保護者に対して、まず、日本の学校制度や学校の規則に関する理解を促して

いる。 

 その際、保護者の日本語のレベルにより、日本語や英語による説明では対応で 

 

表 1 日本語指導担当教員により説明された項目 

a. 小学校行事 

b. 中学校行事 

c. 親の役割：毎日の宿題（音読、漢字、計算）チェック。 

d. 学習用具の購入：小 1・なし、小 2・三角定規、小 3・習字道具、コンパ

ス、国語辞典等。 

e. 準備：中学校は小学校までとはルールが異なる。 

f. 電子辞書や辞典類、単語帳、『みんなの日本語』Ⅰ、Ⅱ、『みんなの日

本語（各国語翻訳版）』、 

g  高校進学の留意点：中学 3 年間の定期考査の成績が高校へ。 

h. クラブ活動（部活動）：80％の子どもが入る。 

i.  F 市帰国生徒等特別措置。 

j. 特別学力検査など、高校入試に関する情報。 
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きない場合があり、母語で翻訳された学校案内や校則があると、理解が促しやす 

いという。アラビア語、ロシア語など、翻訳された学校案内なども無い言語の場

合は、通訳による説明を行うこともある。ただし、教育委員会の制度では通訳

（語学ボランティア）は、2 週間前に申請という規定があるため、急な対応が必

要な場合ほど，この制度では現場のニーズに応えられないことがあるということ

である（日本語指導担当教員 C）。 

 また、ここで取り上げられている項目は、行事のように、学校教育の柱であり

ながら、学校案内では詳しく取り上げられていない項目が網羅されている。たと

えば、親の役割、学習用具は各家庭で購入すべきものであること、小学校と中学

校の違い、80％の子どもがクラブ活動に参加している現状、高校進学を見据えた

中学校生活の送り方などである。これらは学校案内や校則では明文化されてはい

ないだけに、異なる文化環境の中で学校教育を受け、日本の学校文化になじみの

ない保護者にとっては重要な情報群であることがうかがえる。 

 続いて、グループから報告された話題についてまとめたものが表 2 である。グ

ループは、大きく中国語母語話者、韓国語母語話者・日本語母語話者、インドネ

シア母語話者・ベトナム母語話者、その他といった形で自然に言語的に近いグル

ープ、媒介語が日本語か、英語かといった区分で分かれていた。 

ここでの項目を大きくまとめると、①友達づくり、上級生との関係、②ことば

の習得、③文化紹介の取り組み、④価値観の違いの 4 つに分類された。このうち、

上級生からのいじめや仲良しの友達のつくり方などの話題に見られるように、保

護者の関心が強いのは、子どもの交友関係であることがわかる。その他、ことば

の習得や価値観の違いについての話題も取り上げられている。こうした交友関係

づくりや価値観の違いについての理解を促すきっかけになるよう、日本語指導担

当教員により実施されているのが子どもにパワーポイント資料により自分の国の

紹介をしてもらうという取り組みである。ここでは、保護者にもその取り組みの

意図を伝え、協力を促そうとするねらいから紹介されたものと見られる。 

 

3.2 保護者交流会実施に至る背景：日本語指導担当教員への聞き取りから 

 続いて、こうした保護者会や保護者交流会でも話題にあげられた子どもに文化

紹介をしてもらう活動を始めた背景について、日本語指導担当教員からの聞き取

りをもとに分析を加える。 

 日本語指導担当教員 C によると、まず、受け入れる側に問題があることが指

摘されている。つまり、以下に示すように、F 市西部地区には外国籍住民のコミ

ュニティーが無いこと、学校にも受け入れ体制ができていないこと、受け入れる

教員も外国からの子どもに慣れていないという点が問題視されている。 

 

特に西は、コミュニティーも何も無いし、受け入れ体制がまだできてない 

し、先生方も慣れてないので、徐々にこんな国の人がきてるよっていうのが 

（わかることが大事ではないかと思っています）。(子どものプレゼンが)授

業参観で公開にされたところもあったんですね。で、その時は(日本人の)保

護者もみんなで見てくださったんで、（保護者の方の理解にもつながったの
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ではないかと思っているところです。）〈（  ）は筆者による内容の補

足。〉 

 

表 2 各グループから報告された話題の内容 

項目 具体的内容 

友達づく

り、上級

生との関

係 

・上の学年の子からいじわるされた。 

・日本人の子は引っ越して来てすぐは優しい。2 週間で飽きる。反

応が戻ってこないから相手にしなくなる。（外国語学習の経験が無

く、ことばの習得の難しさ、なぜ返事が遅いのかがわからない。）

1、2 年生はことばの習得も早いが、4、5 年生は思春期に入る。友

達関係、特に女子は、友達をどうつくれるかが話題となった。 

・仲良しの友達のつくり方として、女子の場合、トイレに一緒に行

く。女子はトイレで秘密の話をする。行かないと仲間外れになる。 

ことばの

習得 

・日本語初級レベルで、数の数え方にとまどいがあった。また、悪

いことばをすぐ覚える。これはどういう経緯で子どもに入ってきて

いるのか。 

・日本人の子は他の国のことばを勉強したことがない。日本語を勉

強するのがどんなに大変かがわからない。 

文化紹介

の取り組

み 

・子どもに自分の国の紹介をしてもらう取り組みを行っている。こ

れの良かった点は、クラスの他の子どもたちが文化紹介した子ども

のプレゼンに対して質問することで、その子どもの背景・文化につ

いて知るきっかけになることである。 

・プレゼンすることで、それを保護者に話すのは親子にとってもコ

ミュニケーションのいいチャンスになる。クラスの雰囲気も良い方

向に変わる。紹介した子どもにとっても、自分の国のことを話すの

で、自信につながる。 

価値観の

違い 

・他の国は人と違っていることが良いことだが、日本は人と一緒に

しようとする。 

・細かいルールがあるのに、日本人は気づいても教えない。黙って

見過ごす。 

 

また、この問題は日本語指導担当教員 B からも聞き取り及び保護者交流会の

話題でも繰り返し取り上げられており、根が深い問題であることがうかがえる。

つまり、日本語母語話者の側も、自分達にとって「当たり前」としてやらないこ

とを外国人保護者がやってしまった時に、どことなく遠慮して注意したり教えた

りすることが無い点が指摘されている。「そういう細かい細かい日本人の付き合

い方をもうちょっと誰かがおせっかいで教えてあげたら少し暮らしやすかったの

ではないか」と言うのである。この場合の「誰か」というのは、日本語指導担当

教員のみならず、たとえば、同じ学校の担任教員、校区の保護者、民生委員など

の地域住民、外国人コミュニティー、留学生ボランティアなどが考えられる。 

 次に、日本語指導担当教員 C により指摘されているのは保護者の側の問題で 
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ある。つまり、保護者の側が殻にこもってしまい、孤立していく場合、それが子

どもの孤立につながるケースが最も困難であることが語られている。その背景に

は、周囲に同様の立場の保護者がおらず、アドバイスをもらったり、交流したり

する機会がないという環境に起因する問題が指摘されている。具体的な発話は以

下である。 

  

今、難しいなって思っているのは、・・・こもってしまった場合。たとえば、

お母さんがほんとに他と接せずに、日本語もなかなか覚えずにいこうとして、

既に 1 年 2 年過ごしてしまったために、やっぱり子どもが孤立してしまって

悩む、あの××の△△パターンとかですね。で、今自分が気になるのは、D

大の寮に残った人は、周りに子供がいないので、孤立しちゃうので。お母さ

んたちからもアドバイスもらうのが、いろんな国のお母さんたちからもらう

のが（できないことです。）、（他方）団地に入ると子供が自然にわ～って

仲良くなるし、で、私たちもお母さんたちとそれによって交流がスタートす

るし。団地に移ったのはとっても正解だった～って皆さん、移った人たちが

言っているので。〈・・・は省略部分。××、△△は固有名詞のため、伏字

とする。（  ）は筆者による内容の補足。〉 

 

 上記のように、環境要因やその他の要因により孤立してしまった保護者に同じ

立場の他の保護者と悩みを共有したり、先輩の保護者からアドバイスをもらった

りする機会を提供したいということから、この保護者会が企画されていることが

わかる。文化紹介の活動に関しても、日本人の子どもの他文化への理解を促すこ

とが、その保護者へ伝わり、それがひいては地域の人々の理解を促すことにつな

がると考えてのことであることが以下の部分からはうかがえる。 

  

私はある地域からは自治会長さんが心配をすると、いろんな国からの人が入

ってくることに、そういうお話も聞いているので、このプレゼンを始めたん

ですね。こわくないですよ、と。何も怖い人たちではありませんよ、と。イ

スラム教の人達も危険な人ではありませんよというのを知ってもらうために

始めた取り組みだったので。徐々にそうやって子どもから親に伝わっていけ

ば、理解してもらえると思って、ちょっと今そんなことはしてます。 

 

 以上のように、保護者会や子どもに文化紹介をしてもらう活動は、移動する子

どもや保護者を受け入れる側に子どもや保護者の文化背景についての理解を促し、

心理的な面の受け入れ準備を整えさせるという意図があることがわかる。同時に、

保護者会は日本語や日本文化を受け入れず、こもってしまう保護者の気持ちを同

様の立場の保護者と話ができる機会をつくることでときほぐし、悩みを解消しよ

うとする機会提供の場でもある。 

 ただし、保護者会に参加した保護者 OB、地域の支援者、NPO 職員、大学教員

は地域と学校との連携システムの中にどう組み込まれるのか、文化紹介の活動や

保護者会は連携活動の中にどう位置付けられるのかという問題については明確な

道筋が示されているわけではない。 
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3.3 考察 

 以上の分析を踏まえ、地域、学校、大学が有機的に連携していくシステムづく

りには何が有効で、何が課題となっているのかについて考察を加える。本稿では、

移動する子どもの保護者への支援という観点から支援システムを検討するという

立場にたつため、システムづくりのパートナーに家庭（保護者）を入れていない

が、本来は子どもの教育に直接的に影響を与える家庭を抜きにこの問題を考える

ことはできない。 

そこで、家庭を組み込んだ取り組みをしているプログラムを分析の枠組みとし

て活用することとした。具体的には、アメリカの NNPS（National Network of 

Partnership School）の学校、家庭、コミュニティーのパートナーシップ確立のた

めの 6 つのプログラムを分析の枠組みとして使用する。このプログラムを分析枠

組みとして用いるのは、以下の 2 つの理由による。山本（2006）でも指摘されて

いるように、①日本とアメリカではコミュニティーや地域社会のあり方は異なる

が、「成熟社会」の到来により、今までに無かった配慮や関わりが必要になって

きているという点では共通の課題を抱えている。②日本では家庭や地域社会で展

開されてきた教育活動がどのような課題に応えているのか、学校の活動とどのよ

うに結びつくのかが必ずしも明確にされていないが、NNPS のカリキュラムやプ

ログラムは活動のためのシステムやネットワークづくりが進んでおり、この観点

から見て日本の実践に示唆を与え得るものである（山本（2006）pp66-67）。 

Epstein （2002）には NNPS の 6 つのプログラムが示されている（pp14－16、

pp165－199）。それは、タイプ 1 Parenting、タイプ 2 Communicating、タイプ

3 Volunteering、タイプ 4 Learning at Home、タイプ 5 Decision Making、タイ

プ 6 Collaborating with the Communityの 6 つである。以下、Epstein (2002)を適宜、

要約しつつ引用する。 

このうち、本稿で事例として取り上げた保護者会は、タイプ 1 Parenting の実

践例の中に挙げられている。しかし、タイプ１は主に学校と家庭との関わり合い

のみを対象としている。したがって、保護者の支援のために、地域、学校、大学

が協力することについての分析枠組みに近いものは、タイプ 6 なのではないかと

考えられる。ここでいう Communityの範疇には、ビジネスパートナー、文化・

娯楽サークル、健康サービス、支援・ボランティアグループ、シニア層の団体、

信頼に基づいた組織、政府・軍事機関、他のグループ・組織が挙げられている

(Epstein2002、p171)。さらに、Communityは子どもの学習や発達に影響を与える

近隣地域、及び子どもや家庭、学校を支援する能力や才能により、それと見なさ

れると定義されている。こういった観点から見れば、大学は学生ボランティアの

派遣や学校文書の翻訳支援等により子どもや家庭、学校の支援を行っていること、

保護者 OB、地域の支援者、NPO 職員は子どもの学習や発達に影響を与える近隣

地域として捉えられる点から、Communityに十分該当すると考えられる。 

 このタイプ 6 の活動目標は、コミュニティーの資源やサービスを保護者、子ど

もたち、学校に向けて調整すること、そして、コミュニティーにもサービスを提

供することである。 
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このために行われている実践が 6 つある。コミュニティーの資源やサービスの

具体的な内容として、①地域社会の健康、文化、娯楽、社会支援やサービスに関

する情報、②子どもたちの学習スキルや能力の習得につながる活動に関する情報、

③学校の改善目標を達成するための企業とのパートナーシップ、④学校行事への

同窓生の参加、⑤ワンストップ・ショッピング、及び、⑥子どもたちや保護者、

学校によるコミュニティーへのサービス（音楽、ドラマ、リサイクルプロジェク

ト等）が挙げられている。 

 さらに、実践に対する課題として、①連携活動に向けた問題の解決、②コミュ

ニティーのプログラムの家庭への情報提供、③コミュニティーのプログラム参加

やサービス受給の機会に対する公平性保証、④コミュニティーの貢献利益と学校

の目標との合致が示されている。 

 以上から、わかることは、NNPS においても、コミュニティーと学校、家庭と

の連携、情報やサービスへのアクセスの公平性には課題が残っているということ

である。しかし、子どもたちや保護者、学校は単にコミュニティーにより支援さ

れるだけの存在ではなく、逆にコミュニティーにサービスを提供する対等な関係

にあるものとして捉えられている。この点において、コミュニティーの資源やサ

ービスで示されている 6 項目のうち、⑥子どもたちや保護者、学校によるコミュ

ニティーへのサービスは、連携のシステムづくりにおける持続的な関係性を保つ

うえで示唆的な視点である。 

 上記 NNPS を分析枠組みとして、本稿で取りあげた文化紹介の取り組みをみ

た場合、保護者の抱えている課題を情報として提供することは、上記の⑥の活動

実践のひとつとして位置付けられる。次いで、そういう観点から保護者会で挙げ

られた課題について、地域、大学が行っている実践をあてはめてみたところ、表

3 のように、課題として、地域の人々や大学関係者が文化紹介の取り組みに直接

参加すること、文化的価値観の違いについて「気づいても教えない」のではなく、

日本文化と他文化との違いについて日本人自身が自覚し、その違いに気づいた場

合は、保護者へも理解を促すといった姿勢が必要となることが示唆される。 

なぜなら、日本の学校には、移動する子どもやその保護者にとっては、組織

化・活性化することが難しい文化スキーマ（ある国・地域に生まれ育ったものが、

長期記憶として獲得する、その国・地域で生活していく上で必要な様々な知識・

情報）が存在し、異文化交流の促進のためには日本人にとっても文化スキーマに

対する意識化が必要であることが指摘されている（松永 2016）からである。 

 また、こうした課題の可視化がなされることで、学校だけではなく、移動する

子どもとその保護者をとりまくコミュニティーのメンバーが連携のパートナーと

して、課題を共有し、それぞれがその課題に向き合い、ともに解決のための方策

を考え、協力していくことが可能になると考えられる。 

特に、本稿で分析を加えた実践の参加者（保護者）には、留学生や研究員とい

った大学の関係者が約半数を占めており、大学としても教育指導の中にこういっ

た文化スキーマの意識化といった課題をどう組み込んでいくのかは今後の大きな

課題である。 
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表 3 保護者会における課題に対応する地域、大学の実践と課題 

保護者会における課題 地域の実践／★課題 大学の実践／★課題 

友達づくり、上級生との関係 子ども会 学生サポーター派遣 

ことばの習得 日本語教室 日本語教室 

文化紹介の取り組み ★参加 ★参加 

価値観の違い ★情報提供 学校文書の翻訳 

 

4.  地域、学校、大学がつながる可能性と今後の課題 

 保護者交流会は、移動する子どもの保護者と保護者 OB、地域の支援者、NPO

職員、大学教員が保護者の悩みやニーズを中心課題として、課題を共有すること

ができる場であり、課題の可視化こそが課題解決のための方策と連携の具体化へ

とつながること、また、暗黙知としてある文化的価値観の違いが形式知化され、

双方に認識されることにより、保護者のみならず、参加者それぞれの文化スキー

マ活性化に寄与する可能性が示唆された。 

 ただし、この保護者交流会は、あくまで日本語指導教員側が主催し、関係機関

へ呼びかけを行って実現しているものであり、保護者自身が保護者のコミュニテ

ィーを形成していく目的で自発的・定期的に実施しているものではないという点

で、限界も存在する。本稿でも、保護者自身の意識に関しては十分に検討するこ

とができなかった。 

NNPS でも相互互恵性が連携活動の基本的枠組みとなっていること、児島

（2006）でも、児童生徒の「能動性」が学校文化の「境界化」を崩す可能性があ

ることが示唆されている。地域、学校、大学が有機的に連携していくシステムづ

くりには、そこに参加する各パートナーが能動的にサービスや情報を提供し合っ

ていくことが肝要であり、同時に課題であることが指摘できる。 
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