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児童養護施設における貧困経験のある子どもの非認知的スキルと支援
新藤

こずえ（社会福祉学科准教授）

要旨：貧困状態を経験した子どもに不足している非認知的スキル（社会情動的スキル）を養
成するために、児童養護施設においてどのような支援が有効かを検討することを目的として、
全国の児童養護施設にアンケート調査を行った。その結果、
「自分を信じる力」
「他者を頼る力」
「立ち直る力」など「苦境に立ち向かう力」が不足している子どもたちに対し、子どもの生活
施設としての根幹である衣食住を提供することをベースとして、「1 対 1 のサポート」や「多
様な経験が機会を提供する」など多岐にわたる支援を行い効果を上げていることが明らかに
なった。特に「自分を信じる力」を高めるにあたっては、「強みを伝える」などのあらゆる支
援が関連しており、子どもの様子に前向きな変化をもたらしていた。また、「他者を頼る力」
を高めるための支援としては「衣食住の提供」や「1 対 1 のサポート」との関連がみられ、ネ
グレクト状態を経験した子どもの援助希求力を高めていると考えられる。これらの支援の多
くは、施設で暮らすすべての子どもたちに対して実施している支援でもあり、児童養護施設
での支援は貧困状態を経験した子どもの非認知的スキルを全般的に高めていると言える。
キーワード： 子どもの貧困、非認知的スキル（社会情動的スキル）、児童養護施設、スクール
ソーシャルワーク

Ⅰ．研究の背景・目的
近年、
「子どもの貧困」は社会問題として喫緊の政策課題となっている。子ども期の貧困
が成人後の生活困難に与える悪影響はこれまでも指摘されてきたが、社会的不利益層におい
て貧困の世代的連鎖がみられることが明らかになっている（阿部 2008,2011, 埋橋 2015, 道中
2016）。こうした貧困の世代的連鎖を解消することが、子どもの貧困対策の推進に関する法律
（2014 年施行）の基本的な方針として明記されている。一方で、貧困の世代的「連鎖」という
言葉は「親の貧困と子どもの成人後の貧困が直線的につながっている印象を与え、貧困は絶
えず作り出させる（再生産される）社会的過程から関心をそらす危惧がある」（松本 2019:49）
という指摘もなされている。経済的困窮を中心とした子どもの貧困は、社会で通常得られる
モノや経験が得られないという状態を生み出し、複合的困難・累積する不利となって、次世
代の子どもの貧困すなわち「貧困の世代的再生産」を引き起こす（小西 2016）。つまり、社会
で通常得られるモノや経験が得られないという子どもの状態を社会が許容しているというこ
とこそが、貧困が作り出されるメカニズムの背景にあり、親が貧困であるからその子どもも
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将来は貧困になるという直線的なものではない。ただ、貧困が二世代以上にわたって続く現
象は確実に存在しており、その現象を食い止めるためには、「未来の親（大人）」の育成を見
据えた子どもへの支援策の検討が必要である。
OECD（経済協力開発機構）による縦断的データの実証分析と OECD 加盟国とそのパートナー
諸国の政策・実践・研究のレビューにもとづいた国際的なエビデンスによると、認知的スキル
とともに、非認知的スキル（社会情動的スキル）が、子どもが人生において成功を収め社会進
歩に貢献するために重要な役割を果たすと結論づけられている（OECD 2018）。認知的スキル
とは、「知識、思考、経験を獲得する心的能力や、獲得した知識をもとに解釈し、考え外挿す
る能力」つまり IQ や学力として測定される能力が中心であるのに対し、非認知的スキルとは、
「(a) 一貫した思考・感情・行動のパターンに発現し、(b) フォーマルまたはインフォーマルな
学習体験によって発達されることができ、(c) 個人の一生を通じて社会経済的成果に重要な影
響を与えるような個人の能力」（OECD 2018:52）である。「教育を受ける機会は著しく向上し
ているが、良い教育だけでは就職を保証することはできない」というように、認知的スキルは
依然として重要であるものの、非認知的スキル（社会情動的スキル）は、健康やウェル・ビー
イングなどの社会的成果を推進するために特に重要な役割を果たすことが研究により示されて
いる（OECD 2015:9）。また、非認知的スキルは、特に幼児期から青年期の時期に伸ばしやすく、
人生の初期段階における小さな能力の差がライフサイクルにおいて重要なギャップに至る可能
性があり、これらのギャップが経済的、社会的格差を悪化させる要因になる場合もあると指摘
されている（OECD 2018:21-22）。そのため、乳幼児期の家庭教育、幼児教育や学校教育を通し
て非認知的スキルを育むことが重要であるとされている。日本の学校教育では、2017 年度告
示の学習指導要領において「生きる力」を育むという目標とともに、子どもたちに必要な力と
して、「学びに向かう力、人間性等」、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力など」の 3
つの柱を示した。そのうちの「学びに向かう力、人間性等」が非認知的スキルだとされ（中山
2018）、エビデンスに基づく教育政策が求められる今日において非認知的スキルは教育政策上
の課題となっている（OECD 2018）。研究上においては心理学の領域を中心として海外では研
究の蓄積があり、日本においても非認知的スキルに関する基礎的研究や、子ども、保護者、教
師などを対象とした研究がなされている（遠藤 2017）。
日本における貧困状態にある子どもを対象とした非認知的スキルに関する研究では、基本
的な非認知的スキルは小学校低学年時点から差が大きいことが明らかにされているが、社会
経済的背景が相対的に低い場合に非認知的スキルを高めることによって学力を一定程度高め
る可能性も示唆されている（日本財団 2018, 山田 2018）。また、生活保護世帯の場合、小学校
低学年の時点から、家の人への相談の可否、がんばっていることの有無、朝食を摂る習慣といっ
た基礎的な項目が、非受給世帯に比べ低水準である一方で、貧困世帯（生活保護世帯、就学
援助世帯、児童扶養手当世帯）のうち、学力が高い子どもと学力が低い子どもを比較すると、
学力の高い子どもは、生活習慣や学習習慣、思いを伝える力などが高水準にあることも明ら
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かになっている（日本財団 2018）。このように、基礎的信頼や生活習慣など、学習の土台とな
る非認知的スキルの育成が重要であるという指摘はなされているものの、日本における貧困
状態にある子どもに欠如している非認知的スキルを具体的に明らかにしたものは見当たらな
い。また、学力および非認知的スキルが不足している子どもへの対応として、学習支援や子
ども食堂での支援が行われているが（松村 2019）、社会福祉領域の専門職による具体的な支援
に関する研究は管見の限り見当たらない。
そこで本研究では、スクールソーシャルワーカーおよび児童養護施設の施設長へのインタ
ビュー調査によって明らかにされている、貧困状態を経験した子どもに不足している非認知
的スキル（社会情動的スキル）を養成するために、児童養護施設においてどのような支援が
有効かについて検討することを目的とする。

Ⅱ．研究枠組みと研究方法
1．調査対象と研究枠組み
貧困状態を経験した子どもに不足している非認知的スキルを養成するために、どのような
支援が有効であるのかを検討するため、全国の児童養護施設を対象に入所前の乳幼児期に貧
困状態を経験したと考えられる子どもを想定したアンケート調査を行い、児童養護施設に入
所した頃に不足していた非認知的スキルと一定期間施設での生活を経た（支援を受けた）現
在の状況がどのように変化しているのかを分析する。乳幼児期に貧困状態を経験した子ども
を対象とする理由は、これまでの研究でも明らかにされているとおり、初期教育や家庭にお
いて養成されやすい非認知的スキルを貧困のために家庭で高めることが困難であったと考え
られる子どもだからである。こうした子どもに対する支援と子どもの変化を明らかにするこ
とにより、児童養護施設においてどのような支援が貧困を経験した子どもの非認知的スキル
を高めるために有効であるのかを考察する。
なお、本調査における「貧困」とは、子どもが人間らしい生活を営むにあたって必要な資
源が欠如、不足している状態を指し、経済的困難を伴うことを想定する。具体的な調査項目
としては、
「生活保護を受けていた」
「経済的困難があったが、生活保護は受けていなかった」
「な
んらかの経済的困難があった」を選択肢とした。
また、貧困状態にある子どもに不足しているスキルとそれに対する支援の項目は、貧困状
態にある子どもへの支援の実績があるスクールソーシャルワーカーおよび児童養護施設長を
対象としたインタビュー調査（高良 2020，福間 2020）1）の分析結果（図 1 は結果を整理した
もの）から見出された概念にもとづき、OECD の非認知的スキルのフレームワークである「目
的達成力」
「協調力」
「苦境に立ち向かう力」の 3 つカテゴリーにそって分類したものを用いる。
まず、貧困状態にある子どもに不足しているスキルについては、①自分を知る力、②継続
する力、③マネジメントする力、④将来を見通す力の概念で構成される「目的達成力」、❶他
者を信じる力、❷関係をつくる力、❸自分を表現する力の概念で構成される「協調力」
、ⅰ挑
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戦する力、ⅱ立ち直る力、ⅲ自分を信じる力、ⅳ問題を解決する力、ⅴ他者を頼る力で構成
される「苦境に立ち向かう力」を調査項目として用いる。ただし、「目的達成力」のうち「マ
ネジメントする力」は、児童養護施設の学齢期の子どもを対象とした調査には馴染まない表
現であると考えられたため、「感情をコントロールする力」とした。また、「協調力」の「他
者を信じる力」と、「苦境に立ち向かう力」の「他者を頼る力」は統合して「他者を頼る力」
とした。これらの力は、これまでの非認知的スキルに関する先行研究で明らかになっている「自
己知覚・自己覚知」「動機づけ」「社会的スキル」「レジリエント・コーピング」
「情緒的な健康」
（高橋ら 2017:210）に該当していたが、④将来を見通す力とⅴ他者を頼る力に関しては、貧困
状態にある子どもへの実践経験のあるスクールソーシャルワーカーおよび児童養護施設長を
対象とした調査（高良 2020，福間 2020）において新たに把握された力だと考えられる。
また、不足しているスキルに対する支援については、
「個別サポート」
「他者からの評価」
「ロー
ルモデルとの出会い」
「多様な人々との交流」が「目的達成力」を、
「感情の言語化の促進」
「地
域へのつなぎ」は「協調力」を、「第三者からの認め」「安心できる場の提供」「継続的つなが
り」は「苦境に立ち向かう力」を高めるものとして整理された。また、こうした力の育成の
前提となるのは、生理的欲求と安全欲求の充足（Maslow=1987）である。まず、このようなニー
ズを充足できる状態を確保したうえでなければ、非認知的スキルを育むことができないため、
児童養護施設を対象とした本調査では、これらの支援をふまえて具体的には次の 10 項目を支
援項目として設定した。「生理的ニーズ・安全のニーズ」および「安心できる場の提供」は「衣
「個別サポート」および「感情の言語化の促進」は「1 対 1 でサポートする」、
食住を提供する」、
「他者からの評価」および「第三者からの認め」は「子どもの強みを伝える」、「地域へのつな
ぎ」は「地域活動への参加を促す」、
「多様な人びととの交流」は「多様な大人との交流を促す」
および「同世代の交流を促す」、「ロールモデルとの出会い」は「お手本になるような人々と
の交流を促す」および「多様な経験ができる機会を提供する」とした。また、
「継続的つながり」
は現在、施設入所中の子どもには適していない項目であると考え支援項目には入れていない。
一方で「保護者をサポートする」2）と「学校の教員と連携する」は、社会福祉領域の専門職と
して学齢期の子どもを支援するうえで必要な項目であると考え支援項目に加えた。
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多様な人びととの交流
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❷関係をつくる力
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ロールモデル
との出会い
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ⅰ挑戦する力
ⅱ立ち直る力
ⅳ問題を解決する力
ⅴ他者を頼る力
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の認め
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がり

生理的ニーズ（食物、水、空気）の充足
安全のニーズ（暴力による苦痛と身体的損傷の除去）の充足

出典：高良（2020）
図1

貧困状態にある子どもに不足する非認知的スキルと育成支援

2．調査手続き
全国児童養護施設協議会のリストに掲載されていた 602 施設のうち、601 施設に調査票を郵
送し、221 票を回収した。回収率は 36.8％であった。221 票のうち、該当する児童がいないた
め施設情報のみ提供して頂いた 10 票と欠損値の多い 2 票を除いた 209 票を今回の分析対象と
した。なお、社会的事件のあった 1 施設については郵送を控えた。調査実施時期は 2019 年 3
月〜 5 月である。
調査手続きとしては、調査票を送付した全国の児童養護施設に対し、次の 3 つの条件：①
施設入所時点で小学生、②施設入所期間 1 年以上（上限なし）、③経済的困難などの貧困状態
にあった家庭からの入所（生活保護世帯を含む、乳児院からの入所は除く）を満たす子ども
を「想定する子ども」として、担当していた中堅職員 1 名を選んでいただき、その職員を対
象にアンケート調査を実施した。こうした条件づけをすることにより、乳幼児期に貧困状態
を経験した子どもの入所した頃の状況と、児童養護施設で一定期間の生活を経たあとの現在
の状況を比較することが可能であると考えた。調査内容は、5 領域 49 項目で、①施設概要、
②回答者の基本属性、③「想定する子ども」の状況、④「想定する子ども」への支援、⑤施
設全体の支援である。
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3．研究組織と倫理的配慮
本調査は、文部科学研究費補助による調査研究「子どもの貧困と学習の社会的成果に関す
る理論的実証的研究」（基盤研究 A17H01023）における社会的養護ユニットの研究の一環とし
て実施した。なお、研究組織は、岩田美香（ユニット代表、法政大学）、高良麻子（東京学芸
大学）、新藤こずえ（上智大学）、栗田克実（旭川大学）、福間麻紀（北海道医療大学）、大竹智（立
正大学）で構成されている。
なお、本研究を実施するにあたっての倫理的配慮としては、日本社会福祉学会の研究倫理
指針を踏まえるとともに、本研究ユニット代表者の所属する法政大学研究倫理委員会に研究
倫理審査を申請・承認を受けている。

Ⅲ．結果
1．回答者および「想定する子ども」の概要
回答者 209 人の属性は、性別では男女ほぼ同数であり（男性 49.8％、女性 50.2％）、年齢は、
「30
代」が 93 人（44.5%）とほぼ半数を占め、次いで「20 代」が 54 人（25.8%）と続いた。40 代
は 2 割いるものの、50 代以上は少ない（表 1）。勤務年数は、「6 〜 10 年」が 77 人（37.0%）
と最も多く、「1 〜 5 年」が 56 人（26.9%）、「21 年以上」の長期勤務年数は 14 人（6.7%）と
少なかった。このことから、本調査が意図していた中堅職員に調査協力が得られていると考
えられる。
保有資格（複数回答）は、「保育士」が 88 人（42.7%）と最も多く、次に多いのが「教員」
42 人（20.4%）である。「社会福祉士」は 38 人（18.4%）であり、
「社会福祉主事」は 22 人（10.7%）
である。「特にない」回答者も 16 人（7.8%）いた。なお、以降の結果分析では回答した 209
人の調査票の有効回答項目を分析対象としているため、必ずしも合計が 209 とならない項目
もある。
表1
20 代
男性
女性
合計

回答者の年齢と性別（単位：人、％）
30 代

40 代

50 代

60 代以上

合計

18

49

25

10

2

104

17.3%

47.1%

24.0%

9.6%

1.9%

100.0%

36

44

15

9

1

105

34.3%

41.9%

14.3%

8.6%

1.0%

100.0%

54

93

40

19

3

209

25.8%

44.5%

19.1%

9.1%

1.4%

100.0%

子どもの基本的属性をみると、まず、入所時の学年は「小 1・2」が 98 人（47.3%）とほぼ
半数を占めており、次いで「小 3・4」が 72 人（34.8%）、
「小 5・6」は 37 人（17.9%）であった。
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また、現在（2019 年 3 月）時点での学年は、
「高校生」
「中学生」が共に 61 人（29.8%）であり、
「小
5・6」が 56 人（27.3%）と、入所が長期にわたっていることが推測できる（表 2）。性別は男
子が 130 人（62.2%）、女子が 79 人（37.8％）であり、入所期間は、
「5 年未満」が 104 人（50.7%）
、
「5 年以上」が 101 人（49.3%）とほぼ半数ずつであった。
表 2 「想定する子ども」の入所時の学年と現在（2019 年 3 月）の学年（単位：人、％）
現在の学年
小 1・2
小 1・2
入所時の
学年

小 3・4
小 5・6

合計

小 3・4

小 5・6

中学生

高校生

合計

4

21

29

17

26

97

4.1%

21.6%

29.9%

17.5%

26.8%

100.0%

0

2

26

28

15

71

0.0%

2.8%

36.6%

39.4%

21.1%

100.0%

0

0

1

16

19

36

0.0%

0.0%

2.8%

44.4%

52.8%

100.0%

4

23

56

61

60

204

2.0%

11.3%

27.5%

29.9%

29.4%

100.0%

入所時もしくは現在の学年が不明 =5
入所前の家庭の経済的困難の状況では、
「生活保護を受けていた」が 105 人（51.0%）であり、
「経済的困難があったが、生活保護は受けていなかった」の 70 人（34.0%）を大きく上回って
いる。「なんらかの経済的困難があった」は 31 人（15.0%）であった。これらのことから、本
調査が意図していた、入所前に経済的困難を抱えた家庭で養育された経験のある子どもを「想
定する子ども」として回答が得られたことが示されている。
入所理由（養護問題発生理由）では、「放任・怠惰」が 64 人（33.2%）と最も多く、次いで
「虐待・酷使」が 41 人（21.2%）であった。「破産等の経済的理由」が 32 人（16.6%）であり、
「父または母の精神疾患等」は 31 人（16.1%）であった。また、被虐待経験の有無では、
「あり」
が 166 人（79.8%）と約 8 割にも及んでいた。虐待経験の種類（複数回答）では、「ネグレク
ト」をあげた回答者が 132 人（80.0%）で最も多かった。また、
「身体的虐待」も 58 人（35.2%）
の子が経験している。「心理的虐待」は 48 人（29.1%）であり、「性的虐待」は 12 人（7.3%）
であった。これらのことから、経済的困難だけでなく、ネグレクトを中心とした被虐待経験
のある子どもが「想定する子ども」として回答されていることがわかる。
療育手帳（知的障害）の有無では、「なし」が 180 人（86.5%）であるが、職員からみた知
的障害や発達障害の可能性を問うと、75 人（42.4%）が「可能性がある」と答えた。
また、入所した頃の子どもの学校への通学状況では、「毎日通っていた」が 147 人（70.3%）
であり、7 割の子どもが毎日通学していたことがわかる。次いで、「休みがちだった」は 41 人
（19.6%）と 2 割おり、「不登校だった」は 10 人（4.8%）であった。加えて、入所した頃の学
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校の成績は、
「悪い」が 97 人（46.9%）、次いで「ふつう」が 84 人（40.6%）であった。「良い」
は 10 人（4.8%）と非常に少ないことがわかる。「わからない」も 16 人（7.7%）いた。これら
のことから、学校生活に困難を抱えていた子どもが少なくなく、学習面でも課題を抱えてい
たことがわかる。

2．不足している力（非認知的スキル）と力を養成するための支援
以上のような状況におかれていた「想定する子ども」が「入所した頃、不足していた力」と「現
在、不足している力」を比較したものが図 2 である。入所した頃、不足していた力として最
も多かったものは「問題解決力」の 140 人（68.0%）であった。次いで「自分を表現する力」
が 131 人（63.6%）、「感情をコントロールする力」が 124 人（60.2%）、「将来を見通す力」が
123 人（59.7%）と続いている。反対に「立ち直る力」については 79 人（38.3%）であり、他
の項目に比べ不足しているという指摘が少なかった。一方、現在、子どもに不足している力
については、最も高いのは「将来を見通す力」であり、58.5％の子どもに不足していると捉え
られていることがわかる。また、「問題解決能力」（53.7%）、「継続する力」（44.9%）、「感情を
コントロールする力」（39.5%）も不足している傾向が高かった。しかし、入所した頃と比べ
て現在を比較すると、11 項目すべての項目について不足している力が減少している。とりわけ、
入所した頃と比べて差が大きいものとしては、「自分を表現する力」「自分を信じる力」「関係
をつくる力」があげられており、いずれも 20 ポイント以上の差がみられる。
では、すべての項目で改善がみられたその背景にはどのような支援が行われていたのだろ
うか。入所した頃に不足していた子どもの力を高めるために行った支援を示したものが表 3
である。最も多かったのは、「衣食住を提供する」が 162 人（79.4%）であり、次いで、「学校
の教員と連携する」が 160 人（78.4%）であった。また、
「1 対 1 でサポートする」149 人（73.0%）
や、「多様な経験ができる機会を提供する」130 人（63.7%）も多かった。貧困状態に加えて
被虐待経験やネグレクト状態など複合的な困難を抱えて児童養護施設入所に至った子どもが
多いことから、衣食住の提供や学校に通うという、子どもの生活の基盤を整えることを重視
していることがわかる。
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表3

入所したころ

現在

(N=206)

(N=205)

子どもに不足している力（入所した頃と現在の比較）（％、複数回答）

入所した頃に不足していた子どもの力を高めるために行った支援（複数回答）
支援項目

回答数

％

衣食住を提供する

162

79.4

1 対 1 でサポートする

149

73.0

子どもの強みを伝える

107

52.5

保護者をサポートする

87

42.6

学校の教員と連携する

160

78.4

82

40.2

130

63.7

85

41.7

同世代の交流を促す
多様な経験ができる機会を提供する
地域活動の参加を促す
多様な大人との交流を促す

70

34.3

お手本となるような人々との交流を促す

37

18.1

その他

21

10.3

次に、子どもに不足している力と「子どもの力を高めるために行った支援」の関連をみる
ためにクロス集計後、カイ 2 乗検定をおこなった。その結果を表 4 に示した。この結果をもとに、
「入所した頃、子どもに不足していた力」と支援との関連、「現在、子どもに不足している力」
と支援との関連をカテゴリーごとに確認する。

上智大学社会福祉研究

26

2020. 3

表 4 「入所した頃、子どもに不足していた力」（上段）・「現在、子どもに不足している力」
お手本になるような

人々との交流を促す

を促す

多様な大人との交流

促す

地域活動への参加を

機会を提供する

多様な経験ができる

同世代の交流を促す

学校の教員と連携する

**

*
*

*

**

②継続する力
a. 目的達成力

保護者をサポートする

①自分を知る力

子どもの強みを伝える

概念

衣食住を提供する

カテゴリー

１対１でサポートする

（下段）と「子どもの力を高めるために行った支援」

**

③感情をコントロール
する力
***

④将来を見通す力
❷関係をつくる力
b. 協調力

**

❸自分を表現する力
❶＆ⅴ他者を頼る力

***

**

**

**

*
**
*

ⅰ挑戦する力

***

***
**

c. 苦境に立ち ⅱ立ち直る力
向かう力
ⅲ自分を信じる力
ⅳ問題を解決する力

**

**

**

**

**

***
***

**

*

**
*

**

**

*
*

有意差判定

***

*p< .10 ** p< .05 *** p< .01

a. 目的達成力
入所した頃の「目的達成力」の不足に関して最も強い関連がみられたのは、「④将来を見通
す力」が不足していることに対する「多様な経験ができる機会を提供する」支援であった。また、
「①自分を知る力」に対する「衣食住を提供する」および「お手本になるような人々との交流
を促す」、「②継続する力」に対する「1 対 1 でサポートする」および「同世代の交流を促す」
にも関連がみられた。入所した頃の「目的達成力」が不足していることに対する支援は、ま
ずは安心・安全な生活環境を整えながら、家庭では得られなかったさまざまな経験ができる
機会を提供することによって、ロールモデルとなるような人との出会いや自分自身を知ると
いう力を高めるためのものであると理解できる。
現在、子どもに不足している力に関しては、「①自分を知る力」に対して「子どもの強みを
伝える」および「地域活動への参加を促す」との関連がみられた。「想定する子ども」の現在

児童養護施設における貧困経験のある子どもの非認知的スキルと支援

27

の年齢が中学生・高校生である子どもが半数を超えることから、将来の進路を考えるうえで、
子ども自身が自分の強みを理解しながら自分自身を知るための支援が意識されていると捉える
ことができる。一方で「③感情をコントロールする力」と関連のある支援項目はなかった。
b. 協調力
入所した頃の「協調力」の不足に関して最も強い関連がみられたのは、
「❶＆ⅴ他者を頼る力」
に対する「衣食住を提供する」であった。また、
「衣食住を提供する」は「❷関係をつくる力」
とも関連がみられ、貧困のなかでネグレクト状態を経験した子どもたちにとって、家庭を離
れて施設での暮らしを築いていくにあたって重要な支援になっていることが窺える。「❸自分
を表現する力」に対しては「1 対 1 でサポートする」および「多様な経験ができる機会を提供
する」との関連がみられた。「多様な経験ができる機会を提供する」は「❶＆ⅴ他者を頼る力」
とも関連がみられ、児童養護施設においてさまざまな経験をするなかで、貧困状態を経験し
た子どもたちが自分の気持ちを表現したり他者を頼る力を培っていくことが意図されている
と理解できる。
現在、不足している力に関しては、「❶＆ⅴ他者を頼る力」に対して「お手本となるような
人々との交流を促す」との関連がみられた。これは、施設でともに暮らしている子どもたち
や施設職員をはじめ、ロールモデルとなるような存在ができるよう支援していることがわか
る。全体として、「想定する子ども」は施設での生活が長い子ども（5 年以上が約半数）であ
ることから、施設でさまざまな年齢層の子どもとともに暮らすことや、職員との関わりのな
かで協調力が備わっていくということも推察される。
c. 苦境に立ち向かう力
「苦境に立ち向かう力」に関しては、入所した頃および現在、子どもに不足している力とし
て、「ⅲ自分を信じる力」に対するさまざまな支援との関連がみられた。入所した頃の「自分
を信じる力」との関連がみられる支援としては、
「衣食住を提供する」「1 対 1 でサポートする」
「子どもの強みを伝える」「保護者をサポートする」「学校の教員と連携する」「同世代の交流を
促す」
「地域活動への参加を促す」があり、子どもが入所した頃は、ほとんどすべての支援が「ⅲ
自分を信じる力」を育むこととの関連がある。また、
「ⅳ問題を解決する力」の不足に対しては、
「衣食住を提供する」「お手本となるような人々との交流を促す」「1 対 1 でサポートする」「学
校の教員と連携する」との関連がみられた。本調査で回答が得られた「想定する子ども」の約
半数が小学校低学年時で施設入所に至っていることから、児童養護施設で衣食住が提供される
ことによって安定的な生活が保障されるなかで、職員との 1 対 1 のサポートを得ながら、ロー
ルモデルとして同じ施設で暮らす子どもたちの生活スタイルを学び、施設での生活に慣れてい
くことが考えられる。施設入所はもともとの保護者との居住地を離れ、転校を余儀なくされる
ことが多いため、生活環境の変化等、学校の教員との連携は、子どもに起こるさまざまな問題
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を解決するための支援として関連があるものと理解できる。
現在、子どもに不足している力として、「ⅲ自分を信じる力」に対しては、「子どもの強み
を伝える」支援が関連している。入所した頃よりも現在のほうがよりいっそう「ⅲ自分を信
じる力」と「子どもの強みを伝える」支援は強い関連がみられる。また、「地域活動への参加
を促す」ことも関連がみられ、子どもが施設での暮らしを基盤として地域活動に参加し、地
域に自分の居場所をみつけることが、子ども自身が自分を信じる力を培うことになると捉え
た支援が行われているのではないだろうか。現在、子どもに不足している力に対しては「多
様な経験ができる機会を提供する」や「多様な大人との交流を促す」ことも「自分を信じる力」
を養成する支援として関連がみられる。また、「ⅰ挑戦する力」に対しては「多様な大人との
交流を促す」との関連がみられた。「ⅱ立ち直る力」と関連がみられた支援はなかった。
d. 3 つのカテゴリー（a. 目的達成力、b. 協調力、c. 苦境に立ち向かう力）の前提となる力
本調査で非認知的スキルと位置付けている 3 つのカテゴリー「a. 目的達成力」「b. 協調力」
「c. 苦境に立ち向かう力」それぞれの力を高める前提になるのは、生理的欲求や安全欲求の充
足である。子どもの力を高めるために行った支援のうち、とりわけ入所した頃に子どもに不
足していた力を高めるための支援として、「衣食住を提供する」が 3 つのカテゴリーすべてに
関連がみられたことからも、貧困状態を経験した子どもの不足している非認知的スキルを高
めるためには、生活基盤を整えることが重要であると言える。

3．子どもの変化
次に、児童養護施設でこれまでみてきたような支援を行った結果、入所した頃と現在の子
どもにみられた様子を比較したものが図 3 〜図 10 である。各カテゴリーを構成する概念と関
係する子どもの様子については、「大人が指示しなくても、自らの学校の準備、宿題、手伝い
などができる」「将来良い結果となるように、今ほしいものをあきらめたり、嫌なことでも実
行することができる」は「a. 目的達成力」に、
「他人にきちんとあいさつをすることができる」
「必
要な時には適切にアドバイスを求めることができる」は「b. 協調力」に、「自分のベストを尽
くそうとする」「馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく対処することができる」
「将来に
ついて明るい面を言うことができる」「自分が分からなかったことを知るために、質問するこ
とができる」は「c. 苦境に立ち向かう力」に関係する項目として位置づけた。これらの項目
にある子どもの力を高めるための支援を行うことによって、職員からみて子どもの様子がど
のように変化したのかを確認する。
a. 目的達成力
「目的達成力」に関する項目としては、
「a-1. 大人が指示しなくても、自らの学校の準備、宿題、
手伝いなどができる」「a-2. 将来良い結果となるように、今ほしいものをあきらめたり、嫌な
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ことでも実行することができる」がある。「a-1. 大人が指示しなくても、自らの学校の準備、
宿題、手伝いなどができる」については、「ほとんどできない」と「まったくできない」を合
わせると、入所した頃と現在との差が 33.8 ポイントとなっている。一方で、「できる」と「だ
いたいできる」を合わせると、入所した頃と現在を比べると 38.2 ポイント増加している。また、
「a-2. 将来良い結果となるように、今ほしいものをあきらめたり、嫌なことでも実行すること
ができる」については、入所した頃と現在を比べると、「ほとんどできない」と「まったくで
きない」が約 40 ポイント減少し、「できる」と「だいたいできる」を合わせると、26.7 ポイ
ント増加している。
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将来良い結果となるように、今ほしいものをあきらめたり、
嫌なことでも実行することができる（％）

b. 協調力
「協調力」には、「b-1. 他人にきちんとあいさつをすることができる」「b-2. 必要な時には適
切にアドバイスを求めることができる」がある。「b-1. 他人にきちんとあいさつをすることが
できる」は、「ほとんどできない」と「まったくできない」を合わせると、入所した頃と現在
との差が 23.5 ポイントとなっている。「できる」と「だいたいできる」が入所した頃よりも
27.7 ポイント増加している。また、
「b-2. 必要な時には適切にアドバイスを求めることができ
る」については、入所した頃は、「ほとんどできない」と「まったくできない」を合わせると
67.2％にのぼっていたが、現在では 15.4％にとどまっており、入所した頃と現在との差が 50
ポイント以上となっている。この差は子どもの様子の変化を尋ねる 8 項目のうち、もっとも
差が大きいものとなっている。

上智大学社会福祉研究

30

40.0
30.0
20.0
10.0

33.8 34.6

26.1 24.5

30.4

50.0

8.2

0.0

入所したころ

現在

(N=208)

(N=207)

（右）図 6

40.0

21.6

7.7

（左）図 5

2020. 3

30.0
11.5
1.4

20.0
10.0

0.0

46.9

42.0

7.7 10.6
1.9

34.8
20.3

13.0

入所したころ

現在

(N=207)

(N=207)

20.3
2.4

他人にきちんとあいさつすることができる（％）

必要な時には適切にアドバイスを求めることができる（％）

c. 苦境に立ち向かう力
「苦境に立ち向かう力」には、「c-1. 自分のベストを尽くそうとする」「c-2. 馬鹿にされたり、
悪口を言われてもうまく対処することができる」「c-3. 将来について明るい面を言うことがで
きる」「c-4. 自分が分からなかったことを知るために、質問することができる」がある。「c-1.
自分のベストを尽くそうとする」については、入所した頃は「ほとんどできていない」が
45.6％を占め、「まったくできない」と合わせると 6 割以上がネガティブな状況であったが、
現在は、こうした状況の子どもは減少している。現在は「自分のベストを尽くそうとする」
ことについて、「だいたいできる」と「できる」を合わせると 4 割以上を占めている。
また、「c-2. 馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく対処することができる」については、
入所した頃は、「ほとんどできない」と「まったくできない」を合わせると 77.4％にのぼって
いたが、現在は 27.2％にとどまっており、約 50 ポイントの差がある。現在、うまく対処する
ことが「できる」と「だいたいできる」を合わせると 35.5％であり、入所した頃との差は 26.9
ポイントあり、うまく対処することができるように変化した子どもが増加したとみられる。
「c-3. 将来について明るい面を言うことができる」については、入所した頃は「ほとんどで
きていない」という状況であった子どもが 45.4％であり、「まったくできない」も合わせると
6 割以上を占めていたのに対し、現在は「だいたいできる」が 40.6％を占めている。「できる」
と合わせると、将来について明るい面を言うことができる子どもが 30 ポイント以上増加して
いる。また、
「c-4. 自分が分からなかったことを知るために、質問することができる」については、
「ほとんどできない」と「まったくできない」を合わせると、入所した頃と現在とでは 35.5 ポ
イントの差があり、
「できる」と「だいたいできる」については、両方を合わせて 57.0％になっ
ており、入所した頃と比べて現在は 33.9 ポイント増加している。
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以上の変化をまとめたものが表 5 である。入所した頃と現在を比べて「できる」「だいたい
できる」「少しできる」ようになった変化が 50 ポイント以上あったものは、「b-2. 必要な時に
は適切にアドバイスを求めることができる」「c-2. 馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく
対処することができる」「c-3. 将来について明るい面を言うことができる」であった。このこ
とから、「❶＆ⅴ他者を頼る力」「ⅱ立ち直る力」「ⅲ自分を信じる力」が高められていったと
理解することができる。
一方で、「b-1. 他人にきちんとあいさつをすることができる」は、もともと 66.8％の子ども
が「できる」「だいたいできる」
「少しできる」状態であったため、それほど変化が大きくな
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いように見える。「a-1. 大人が指示しなくても、自らの学校の準備、宿題、手伝いなどができる」
も同様の傾向であると捉えることができる。
これらはあくまでも職員からみた変化であるが、児童養護施設での暮らしのなかでの支援
を通して、入所した頃は不足していた力が現在は高められていると認識されていることがわ
かる。
表5

入所した頃と現在の子どもの様子の変化（％、ポイント）
「できる」「だいたいできる」

カテゴリー

概念

子どもの様子に関する項目

①自分を知る力

該当項目なし

②継続する力

a-1. 大人が指示しなくても、自らの

「少しできる」の合計
入所した頃（B)

現在（A)

（A)-(B)

-

-

-

③感情をコントロール 学校の準備、宿題、手伝いなどがで
a. 目的達成力

する力

ポイント差

51.7%

85.5%

33.8

34.0%

78.7%

44.8

66.8%

90.3%

23.5

きる
a-2. 将来良い結果となるように、

④将来を見通す力

今ほしいものをあきらめたり、嫌な
ことでも実行することができる

b. 協調力

❷関係をつくる力
❸自分を表現する力
❶＆ⅴ他者を頼る力
ⅰ挑戦する力

c. 苦境に立ち ⅱ立ち直る力
向かう力
ⅲ自分を信じる力
ⅳ問題を解決する力

b-1. 他人にきちんとあいさつをする
ことができる
該当項目なし
b-2. 必要な時には適切にアドバイス
を求めることができる
c-1. 自分のベストを尽くそうとする
c-2. 馬鹿にされたり、悪口を言われ
てもうまく対処することができる
c-3. 将来について明るい面を言う
ことができる
c-4. 自分が分からなかったことを
知るために、質問することができる

-

-

-

32.9%

84.5%

51.7

37.4%

80.7%

43.3

22.6%

72.8%

50.2

35.1%

86.0%

50.9

54.3%

89.9%

35.5

Ⅳ．考察
以上の結果から、次の諸点が明らかとなった。まず第 1 に、貧困状態を経験した子どもに
不足している非認知的スキルは、特に「自分を信じる力」「他者を頼る力」「立ち直る力」な
どの概念を中心とした「苦境に立ち向かう力」であった。本調査に先行して実施されたスクー
ルソーシャルワーカーを対象とした調査では、貧困状態にある子どもが獲得することが難し
いスキルとして、これまでの非認知的スキルに関する研究で把握されてきたスキルに加えて、
「将来を見通す力」と「他者を頼る力」の不足が明確になっていた（高良 2020）。それらの力
も含めた概念として「子どもに不足している力」を設定したが、本調査においては、児童養
護施設に入所した頃の子どもの状況としてもとりわけ、
「将来を見通す力」と「他者を頼る力」
に加え、
「立ち直る力」や「自分を信じる力」、
「挑戦する力」も不足しているという結果であっ
た。ただし、「将来を見通す力」については、本調査で「想定する子ども」の入所した頃の年
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齢が小学校 1 〜 4 年生が約半数を占めていたため、こうした年齢層の子どもの「将来を見通
す力」の有無を把握することは難しいと考えられる。現在の年齢が中学生・高校生を合わせ
ると 6 割にのぼっていることから、年齢とともに子どもが成長する過程で「将来を見通す力」
を培うに至ったと考えられる。
第 2 に、貧困状態を経験した子どもに不足している非認知的スキルを養成するための支援
としては、児童養護施設では、「衣食住を提供する」をはじめ、
「1 対 1 のサポート」や「多様
な経験が機会を提供する」ことなど、子どもに不足している力に対して多様な支援を行って
いた。特に「自分を信じる力」を高めるためには、あらゆる支援が関連しており、結果とし
て子どもの様子に前向きな変化をもたらしている（入所した頃と比べて現在は「できる」「だ
いたいできる」「少しできる」を合わせると 50.9 ポイント増加）。こうした「自分を信じる力」
を高めることの必要性は、児童養護施設をはじめとする社会的養護での生活経験のある子ど
もたちが退所後のその後の人生においても「生の不安定さ」（永野 2017）を抱えていることが
明らかにされていることからも支持されるものである。同時に、「1 対 1 でサポートする」と
いう個別支援は「他者を頼る力」を高めるための支援との関連がみられ、入所した頃と現在
では「必要な時には適切にアドバイスを求めることができる」が 51.7 ポイント上昇していた。
本調査に先行して実施された児童養護施設長調査からは「関係をつくる力」や「他者を頼る力」
の不足が明確になっており、特定の職員による個別支援や愛着対象を形成するための支援が
行われていたが（福間 2020）、こうした取り組みは子どもの援助希求力を高めていると考えら
れる。
第 3 に、すべての力を高めるための前提として、生活基盤を整えることが重要であるとい
うことである 3）。子どもの生活施設としての根幹である「衣食住を提供する」支援は、3 つの
カテゴリー（a. 目的達成力、b. 協調力、c. 苦境に立ち向かう力）のすべてに含まれる概念と
の関連がみられた。本調査では乳幼児期に貧困状態を経験した子どものうち 1 年以上（上限
なし）施設で生活している子ども 1 人を具体的に「想定する子ども」として、その子どもの
非認知的スキルを高めるために行われた支援について回答を得たが、「想定する子ども」のう
ち、79.2％に何らかの被虐待経験があり、そのうちネグレクトを経験した子どもが 80.0％に達
していた。つまり、入所する前は適切なケアを受けられず、ネグレクト状態からの脱出とし
ての施設入所であることが推察されるため、入所した頃も現在においてもいずれのカテゴリー
においても「衣食住の提供」や「多様な経験ができる機会を用意する」支援が子どもの力を
高めるために重視されていると考えられる。一方で、そういった支援は施設で暮らすすべて
の子どもたちに対して実施している支援でもあり、児童養護施設での支援は貧困状態を経験
した子どもの非認知的スキルを全般的に高めていると言える。
第 4 に、3 つのカテゴリー（a. 目的達成力、b. 協調力、c. 苦境に立ち向かう力）のうち、職
員の支援との関連がもっとも多くみられたのが「苦境に立ち向かう力」への支援である。子
どもの様子の変化として、
「馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく対処することができる」
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は入所した頃と現在では 50.2 ポイント上昇している。このような子どもの様子について本調
査では「立ち直る力」という概念に位置づけたが、こうした「苦境に立ち向かう力」は、近年、
レジリエンスとして注目されているものでもある。フレイザーはレジリエンスを「逆境にも
かかわらず、うまく適応すること」と定義づけ、それが個人の特性としばしば関連している
ものの、個人と環境の両方のさまざまな資源との力動的な相互作用によってもたらされるも
のとしてのほうが、性格的な特性よりも大きいと指摘している（Fraser=2018:33）
。貧困を経
験した子どもたちに不足している力を高めるために行っている支援として有意差がみられた、
児童養護施設の子どもたちへの「1 対 1 のサポート」（個別支援）や「多様な経験ができる機
会の提供」、「地域活動への参加」は、非認知的スキルの養成のみならず子どものレジリエン
スを高める効果が期待できると考えられる。「子供たちのやり抜く力やレジリエンスや自制心
を高めたいと思うなら、最初に働きかけるべき場所は（中略）環境なのである」
（Tough=2017:27）
というタフの見解に則るならば、児童養護施設において、こうした機会や経験を子どもに十
分に保障できる体制であるのか、また、より充実させるためにはどのような仕組みが必要な
のか、養育環境の再検討が求められるだろう。

Ⅴ．まとめ
本稿では、先行調査で明らかにされている、貧困状態を経験した子どもに不足している非
認知的スキル（社会情動的スキル）を明らかにし、具体的にどのような支援が子どもに不足
している力を養成するために有効であるのかを、児童養護施設職員へのアンケート調査結果
をふまえて考察した。
本研究では、乳幼児期に貧困状態を経験した、児童養護施設で生活をしている（した）子
どもを「想定する子ども」として、こうした子どもたちの支援に直接的に携わっている職員
を対象として調査を行った。しかし、社会的養護の対象として児童養護施設に措置された子
どもの困難は、経済的困難だけでなく、虐待、親の精神疾患や子ども自身の障害、ドメスティッ
ク・バイオレンスなどさまざまである。そのため、回答者である児童養護施設の職員の方々
に子どもの「貧困状態の経験」のみを条件として「想定する子ども」を選択いただいたものの、
子どもに不足している力やそれに対する支援は、こうした複合的困難の影響を免れず、本研
究では十分に考慮しきれていないという側面もある。一方で、こうした複合的困難はこれま
でも実証的に研究されており、その基底には経済的困難があることも指摘されている（松本
2013）。いずれにしても「想定する子ども」の困難は貧困のみならず複合的な困難を背景とし
ており、職員の支援もそういった複合性を念頭に行われていると考えられる。
OECD（2018）の調査 では、特に乳幼児期に非認知的スキルを獲得できなかった子ども
が、その次の段階（学齢期以降）で積み上がるべき土台が形成されておらず学習で不利にな
ることが指摘されており、「スキルがスキルを生む」というエビデンスとともに、認知的スキ
ルを高めるためには非認知的スキルが重要であることが示されている。本調査で明らかにさ

児童養護施設における貧困経験のある子どもの非認知的スキルと支援

35

れた児童養護施設の支援は、施設入所までに子どもがおかれていた困難な状況をリカバーす
ること、すなわち乳幼児期に十分に形成されなかった積み上がるべき土台をつくることであ
り、その土台（非認知的スキル）なくしては認知的スキルを高めることは困難であることも
推察される。ただ、非認知的スキルを発達させる余地は児童期後期や青年期にもあることか
ら（OECD 2018）、子どもの非認知的スキルを高められるような環境を保障することが社会経
済的不平等を減らすという認識にもとづいた福祉・教育政策が取られるべきであろう。
一方で、非認知的スキルの概念は、「労働市場における成功を予測する要因として登場」し
たという指摘にみられるように、社会的成功を予測する因子として紹介されてきたものであ
る（西田ほか 2019）。ノーベル賞を受賞したヘックマンの研究は、非認知的スキルが認知ス
キルを発達させ、非認知的スキルを高める親から子ども（とくに 8 〜 9 歳の時期）への「投
資」が将来の所得に最も大きな影響を与えることで知られており（Heckman 2008）、日本にお
いても、非認知的スキルの養成を教育投資として位置づける論調もみられる（千葉 2019, 菅原
2015）。だが、非認知的スキルの重要性が学力（認知的スキル）向上のためだけに重要である
という意味に矮小化して捉えられているのであれば、子どもらしい生活を剥奪されてきた貧
困状態にある子どもたちが、教育投資の名の下で子どもらしく生きることをむしろ妨げるこ
とにつながりかねない。そういった意味では、生活困窮者自立支援法に基づく学習支援の学
びが、「単なる学力のみならず、将来の自立に資する生活力など、非認知能力を含む多元的能
力と理解される」ようになり（松村 2019）、法の改正（2018 年）に伴い、「子どもの学習支援
事業」が「子どもの学習・生活支援事業」（2019 年）となって「学習支援と生活支援」を「結
実」させる（松村 2019）ことは、子どもの認知的スキルと非認知的スキルの関係性をふまえ
た効果的な支援となる可能性が期待できる。このような施策は、児童養護施設で暮らす子ど
もたちが、施設入所することによって生活基盤を整えることができたように、貧困状態にお
かれた家庭で暮らす子どもたちも在宅で生活支援を得られることにつながると考えられる。
最後に、本調査は児童養護施設の職員すなわち支援者側からみたものであった。本調査で
は、児童養護施設で行われている支援を非認知的スキルの枠組みを用いて整理し、どのよう
な支援が子どものどのような力を高めるのかを明らかにしたが、社会的養護における支援に
ついて、支援者側である職員の評価と子どもの評価はしばしば食い違うことが明らかになっ
ている（たとえば新藤 2017,2018）
。また、子ども自身の声が十分に聴かれていないこと（長
瀬 2019）や、社会的養護の当事者参画の機会が不十分であること（永野 2019）も指摘されて
いる。本調査においても職員が行ったと考えている支援であっても、子どもの視点からはまっ
たく異なった結果になることも考えられる。今後、非認知的スキルのフレームワークにもと
づいた子どもへの関わりや支援を社会福祉領域の専門職が検討するにあたっては、当事者で
ある子どもの意見や視点を取り入れるための方策が検討されるべきであろう。
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（注）
1） 社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格を有するとともに、スクールソーシャルワー
カーとしての実践経験が 5 年以上ある者のうち、貧困状態にある子どもへの支援の経験が
豊富だと考えられるスクールソーシャルワーカー 7 人への調査（2017 年 8 月から 2018 年
1 月に実施）および経験年数 25 年以上の児童養護施設長 3 人への調査（2017 年 12 月から
2019 年 3 月に実施）。なお、先行研究で明らかになっている非認知的スキルに限定するこ
とを避けるため、インタビューでは非認知的スキルとは伝えず、学校の教科教育では養成
が難しく、家庭や地域で養成することが必要だと考えられる力に注目してお話しいただい
た。また、「スキル」という言葉に違和感を抱くスクールソーシャルワーカーが多かった
ため、「スキル」ではなく「力」としてインタビューを実施した。すべてのインタビュー
は IC レコーダーで録音した。録音したデータをすべて文字に起こし、佐藤（2008）の質
的データ分析法をもとに分析を行った。詳細は高良（2020）、福間（2020）を参照のこと。
2） 不足しているスキルに対する支援のリスト設定のもとになっているスクールソーシャル
ワーカーを対象とした調査においても、貧困状態にある子どもに不足している力の背景で
ある家族への支援については、その必要性をすべてのスクールソーシャルワーカーが認
識していたが、支援には時間を要することがほとんどであるため、家族への支援を継続し
ながらも、家族の機能を多様な大人との交流等で補完することが目指されていた（高良
2020）。児童養護施設の子どもに対する支援においても、家族再統合の観点から保護者の
サポートは重要課題になっている。
3） 近年、全国の自治体で実施されている子どもの生活実態調査からも、低所得層であること
から生活困難に陥っている家庭において、すべての生活の基盤である衣食住を確保するこ
ともままならない状況があることが明らかにされている。たとえば、子どもの貧困調査研
究コンソーシアムに参加している研究機関が関わった調査だけでも、東京都では、首都大
学東京子ども・若者貧困研究センター（2017）「東京都子供の生活実態調査報告書（小中
高校生等調査）」、北海道では、北海道保健福祉部・北海道大学大学院教育学研究院「子ど
もの生活実態調査」研究班（2017）「北海道子どもの生活実態調査結果」、沖縄では、沖縄
県（2016）「沖縄子ども調査 調査結果概要版」（一般社団法人沖縄県子ども研究所に委託）
や沖縄県（2019）
「平成 30 年度沖縄県小中学生調査報告書」（大阪府立大学に委託）、大阪
府では、大阪府立大学（2017）「大阪府子どもの生活に関する実態調査」などがある。コ
ンソーシアムでは、子どもの貧困に関する調査における推奨調査項目を設定している。ま
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た、こうした調査で用いられている剥奪指標を用いて測られ明らかにされた結果からは、
経済的理由で子どもの経験や所有物に関して剥奪状態がみられることも示されている。本
調査においても、施設における子どもへの支援として、剥奪指標を用いた項目を設けてい
るが（例：毎年新しい洋服・靴を買う、クリスマスのプレゼントや正月のお年玉をあげる、
1 年に 1 回程度旅行やキャンプに行く、など）、児童養護施設では剥奪状態はほとんど起
きていなかった（10 項目のうち 8 項目は 93.2％〜 100.0％の実施率であった。残りの 2 項
目は習い事に通わせる 74.5％、学習塾に通わせる 84.2％であった）。詳しい結果は、本調
査の報告書（岩田美香編 2020, 栗田・新藤・岩田 2020）を参考にされたい。
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Non-cognitive skills and support of children with experience of poverty
in residential children's homes
Kozue Shindo
Summary : The purpose of this study was to examine what kind of support is available in residential
children's homes to develop the non-cognitive skills (socio emotional skills) that are lacking for children
who have experienced poverty. As a result of conducting a questionnaire survey of o children's homes
across the country, it was found that, based on providing food, clothing and shelter, which are the basis
of living facilities for children, to children who lack "power to believe in oneself", "power to rely on
others", "resilience", etc., various forms of support are provided for the ability that children lack, such
as "One-to-one support" and "A variety of experiences provide opportunities". In particular, all forms
of support have been linked to increasing "ability to believe in oneself" resulting in positive changes
in children's behavior. In addition, support for enhancing "ability to rely on others" is associated with
"Provision of food, clothing and housing" and "One-to-one support" which may increase the desire to
assist children who have experienced neglect. Much of this support is also provided to all children living
in children's homes, and institutional support generally enhances the non-cognitive skills of children
experiencing poverty.
Key words : child poverty, non-cognitive skills (socio emotional skills), residential children's homes,
school social work

