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地域・自治体・学校における家庭教育学級の開設と活動の展開に関する検討 

－岐阜県内を事例として－ 
益川浩一 

岐阜大学地域協学センター 

 

1.問題意識 

近年、少子化や核家族化に伴い育児不安や子育ての孤立化に加えて、子どもの虐待をはじめ、

不登校、少年非行の低年齢化等支援を必要とする子どもや家庭をめぐる問題は益々複雑、且つ、

深刻化する傾向にある。こうした中、社会全体による家庭教育支援の必要性が高まっている。 

周知のとおり、平成 18 年に教育基本法が改正され、新たに「第 10 条（家庭教育）」の項目が

盛り込まれた。 

 

「第 10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調

和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の

機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。」。 

 

さらに、「社会全体の動向を踏まえた家庭教育支援のあり方について、国として一定の整理を

行い、示していく」（1）ことを目的として平成 23 年 5 月に文部科学省に設置された家庭教育支援

の推進に関する検討委員会は、『つながりが創る豊かな家庭教育 ～親子が元気になる家庭教育

支援を目指して～ 』（平成 24 年 3 月）をまとめ、今後の家庭教育支援の基本的な方向性とし

て、以下の 3つの方向性を提示した（2）。 
 

①親の育ちを応援する 

親の親としての学びや育ちを応援することが、家庭教育支援の基本であること。 

②家庭のネットワークを広げる 

親の学習活動は、地域のつながりがある環境の下で行われていくことが重要であること。 

③支援ネットワークを広げる 

家庭が抱える複雑な問題に対応するためには、必要に応じて、専門機関等による支援につな

いでいく仕組みづくりが必要であること。 

 

こうした国の考え方を受けて、都道府県レベルでは、家庭教育を地域全体で支援する社会的気

運を醸成することを目的として、「家庭教育支援条例」を制定するなど、全県をあげて家庭教育

支援を進めようとする自治体も出てきている。例えば、「岐阜県家庭教育支援条例」（平成 26 年

12月制定）など、平成 30年 1月の時点で、家庭教育支援条例が制定されている自治体は、都道

府県レベルでは、熊本、鹿児島、静岡、岐阜、徳島、宮崎、群馬、茨城の各県となっている。 

さらに、平成 28 年秋には、自民党による「家庭教育支援法案」が示され、平成 29 年中の国会

への法案提出は見送られたが、今後、国会の審議の俎上に載せられることが予想される（3）。 

こうした家庭教育を地域全体で支援する取組の中核をなすのが家庭教育学級の開設である。家

庭教育学級は、保護者同士が情報交換をしながら子育てについて学び合い、家庭における教育力

を高めることを目指す学習活動である。 

ところで、文部省（当時）は、家庭教育への人びとの関心が高まる昭和 30 年代後半に、成人

教育の学習内容として家庭教育を積極的に取り上げるようになり、37 年度からの「家庭教育指

導資料」の作成、39 年度からの全国市町村に対する家庭教育学級の開設の奨励等の家庭教育振

興施策を打ち出すことになる。 

しかしながら、こうした国の家庭教育振興施策の主要な柱の一つである家庭教育学級開設奨励

の動きが地域・自治体・学校においてどのように受け止められ、展開されていったのかといった
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家庭教育学級の地域史的実態については、これまでの研究でほとんど明らかにされていない。 

そこで本稿では、岐阜県及び県内市町村を事例として、地域・自治体・学校における家庭教育

学級の開設と学級における学習・教育活動の歴史的実像に接近することを目的とする。 

 

2.家庭教育への関心の高まりと家庭教育振興施策 

新憲法の精神にもとづいた改正民法が昭和 22 年 12 月に公布され、戦前の家制度が廃止され

たこと、また社会・文化状況に大きな変動が生じたことによって、家族集団あるいは家庭のあり

方については戦後大きな変化が生じた。しかし、それにともない家族集団や家庭の人間形成機能・

教育機能についても種々の問題が生じ、昭和 30 年代後半頃から人びとの家庭教育への関心が高

まっていく。家庭教育については、教育基本法（改正前）の第 7 条で、「家庭教育及び勤労の場

所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」

とされ、国や地方公共団体によって「奨励」されるべきものとされていた。他方、家庭教育は私

的個人としての親等が私事として行うものであり、学校教育法で定められた学校で行われる教育

のような「公の性質」（教育基本法（改正前）第 6 条）をもたないから、国や地方公共団体は介

入すべきではないとする考え方も根強くあり、家庭教育を「奨励」する施策が教育行政によって

直接的に行われることはなかった。もちろん、PTA や婦人会などの社会教育団体の活動の中で、

あるいは母親学級・父親学級や婦人学級等の組織的・継続的な学習・教育機会を通じて、親等に

よって家庭教育の学習は行われていた。社会教育行政はそうした社会教育団体の活動や学級の開

設を奨励・援助してきたが、家庭教育の振興を直接の目的とする施策には取り組んでこなかった。 

しかし、家庭教育への人びとの関心が高まる昭和 30 年代後半には、文部省は成人教育の学習

内容として家庭教育を積極的に取り上げるようになり、37 年度からの「家庭教育指導資料」の作

成、39 年度からの全国市町村に対する家庭教育学級の開設の奨励等の家庭教育振興施策が打ち

出されることになる。 

岐阜県においては、昭和 34年度版『岐阜県の教育』の「PTA」の分野の「具体的目標」の一つ

として、「家庭教育の振興をはかり地域の環境を浄化する」が挙げられている（4）。また翌 35 年度

版「社会教育計画」では、「成人教育」における「PTA活動」の「具体目標」の一つとして「家庭

教育の振興をはかる」が挙げられ、その中で、「世代の相違からおこる家族間の意思不通を調整

するため家族の話し合いを奨励する」とされている（5）。PTA 活動の中に「家庭教育の振興」とい

う「目標」を位置づけるこのような「社会教育計画」の策定方針は、37年度まで続いていく（6）。

さらに、昭和 38 年度版『岐阜県の教育』では、「青少年及び成人の学習活動を強化する」という

「重点目標」の中に「家庭教育の振興」が位置づけられるようになる。PTA活動に限定すること

なく、成人教育全般を通じて「家庭教育の振興」を図ろうとしたのである。そして、41 年度版

『岐阜県の教育』では、「重点目標」の一つとして「明るい家庭づくりをねがい、成人教育を振

興する」が挙げられることになる。成人教育全般を「明るい家庭づくり」という「ねがい」によ

って方向づけようとしたのである。42年度版『岐阜県の教育』でも、社会教育計画の「重点施策」

の一つとして「学習を通して明るい家庭づくりを具現し、道徳性、文化性の高い社会環境を醸成

する」が挙げられ、「明るい家庭づくり」が社会教育計画の柱として位置づけられていた。その

上で、「領域別具体目標・施策」の一つの項目として「家庭教育」を取り上げていた。こうして、

岐阜県の社会教育行政においても、「家庭教育の振興」が 34 年度以降「目標」の一つとして位置

づけられ、PTA 活動さらには成人教育全般を通じて積極的に親等による家庭教育に関する学習が

「奨励」されたのである（7）。 

 

3.家庭教育学級の開設 

家庭教育の振興をめぐるこのような流れの中で、文部省は昭和 39 年度から、市町村が開設す

る家庭教育学級に対し助成を行い、家庭教育学級の開設を奨励した。「昭和三九年度家庭教育学

級運営補助金交付要綱」によれば、補助対象となる家庭教育学級は「市町村教育委員会が企画・

運営し」、「開設時間数が二〇時間以上」、「家庭教育に関する学習内容を行うもの」とされていた。

参加者については、「両親またはそれに替わる年長者及び家庭教育に関心を持つ一般成人」とさ

れ、「必要により、父親、母親、将来親になる夫婦、未婚の男女、祖父母等それぞれを主とする

編成も考えられる」とされていた。学習内容については、「家庭機能と教育的役割」、「親の教育

上の背景と態度」、「子どもの発達段階と性格形成」、「よい習慣の形成－しつけの問題」等が考え
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られるとされた。開設場所は、「公民館、学校及びそのほかの適当な施設」とされた。補助金額

は、「講師謝金、教材費および会議費」について、一学級当たり一万円の定額とされた。 

岐阜県においても、文部省のこうした家庭教育学級開設奨励策を受け、昭和 39 年度から学級

開設が進められていった。39 年度版『岐阜県の教育』においては、「社会教育目標」の「重点目

標」の一項としての「青少年及び成人の学習活動を高める」のうちに「家庭教育学級を開設し普

及を図る」が挙げられており、以降各年度の「社会教育計画」に「家庭教育学級の開設及び運営

の促進」に関する項目が位置づけられている（8）。39 年度には、国庫補助を受けて 217 学級が開

設され、40年度には 215 学級が開設された（9）。42 年度からは、「小学校各校下一学級を目標に開

設」することとされ（10）、その結果、42 年度には、「国庫補助を受けているものと、市町村費だけ

で開設されているものと」で、合計 401 学級が開設されている（11）。 

なお、昭和 39 年度には、県内を 5 ブロックに分けた 5 会場で、「家庭教育研究集会」が開催さ

れている。以降毎年度開催され（会場数については、42年度版『岐阜県の教育』で 4会場とされ

ている以外は不明）、45 年度まで続いている。43年度からは「家庭教育研究集会（企画運営）」と

「家庭教育研究集会（学習内容）」に分けて、年 2 回開催されている（12）。この研究集会の参加者

は、「学級の指導・助言をする者、学級の企画・運営を担当する者」が多かったといわれるが（13）、

学級の講師あるいは学級の運営委員会の委員として指導に当たった学校教育・社会教育関係者の

実践交流及び研究の場となることで、家庭教育学級の県下各地への普及に貢献することとなった。 

 

4.家庭教育学級の展開 

岐阜県教育委員会『教育広報 第一四四号』（昭和四二年）に掲載された社会教育課執筆によ

る「家庭教育－家庭教育学級」と題する記事によれば（14）、「毎月１回の学習日をもうけ、１年か

けて終了するところが多い」という。ただし、約 5 分の 1 の学級は、「短期間に集中的に学習し

て学習効果をあげようとしている」という。また、「運営委員会を構成して」学級生が中心とな

った「自主的な運営をするところがふえ」たこと、「映画・録音・資料等の利用によって話し合

い学習がさかん」になり、「承り学習から、自主的相互学習に変わりつつある」ことなど、両親

等が家庭教育に関し自主的に学習を進める態勢が整いつつあるという。 

岐阜県教育委員会『教育広報 第一五一号』（昭和四三年）の社会教育課執筆による「家庭教

育学級とはこんなもの」と題する記事では（15）、昭和 42 年度に県下で開設された 401 学級の「学

級編成」について、「小学生の両親を対象としているものが、全体の 60％をしめて」いるとして

いる。これに次いで「幼児の母親を対象としたもの」が続き、さらに「中学生、高校生、乳幼児

の両親の順」に続いているという。家庭教育学級の 6 割が、「小学生の両親を対象」とするとい

う形で、小学校の PTA との連携によって開設・運営がなされていたのである。こうした県下の家

庭教育学級の「学級編成」の傾向をふまえ、当記事は、「幼児に対する家庭教育はもっとも重要

だと考えられます」として、幼児を持つ両親を対象とした家庭教育学級が今後「ますますさかん

になることでしょう」と述べている。 

ところで、昭和 46 年 4 月の社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対処する社会教育

のあり方について」の中で、「乳幼児期の教育」における「社会教育の課題」として家庭教育学

級の問題がとりあげられ、「学級が開設されている場所は小・中学校が多く、その関係からか、

義務教育就学年齢層の子どもの問題についての学習が主になっていて、乳幼児教育の重要性にも

かかわらず、これに関する学習は少ない現状である」と指摘された。後に社会教育審議会答申が

指摘することになる家庭教育学級の問題点・課題とほぼ同様のことが、43 年の段階で県教委社

会教育課によって既に指摘されていたともいえるのである。また、岐阜県教育委員会『教育広報 

第一四四号』（昭和四二年）では（16）、家庭教育学級にこうした問題点・課題があることが気付か

れており、「本年度は、入学以前の幼児をもつ両親も対象にして開設されようとしている。」とさ

れていた。それにもかかわらず、42 年度に開設された学級の 6割が「小学生の両親を対象」とし

たものであったわけで、岐阜県の家庭教育学級は「義務教育就学年齢層の子どもの問題について

の学習が主になって」いるという問題点・課題の克服を迫られることになる。 

もちろん、幼児を持つ両親を対象に開設された学級は、開設が開始された昭和 39 年度の段階

で既にあった。39年度に土岐市教育委員会が国庫補助を受けて開設した「駄知家庭教育学級（会

場・駄知支所）」「下石・妻木家庭教育学級（会場・市民センター）」「泉家庭教育学級（会場・泉

公民館）」の事例がそうである（17）。この 3 つの家庭教育学級は、7 月から 9 月の 3ヶ月間、同じ
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日に（時間は同一ではない）1 回 2 時間の日程で、合計 10 回開催されており、10 回分の「主題」

は共通であり、「三才児教育をめぐって」「幼児と保健」「幼児の精神衛生」「幼児と栄養食」「幼

児のしつけ」「幼児心理と幼児の遊び」「幼児の音感とリズム」「幼児と色彩 絵画」「幼児と言語」

「家庭と社会教育」であった。講師としては、病院・保健所・保育園・学校教育・社会教育の関

係者が依頼された。3 才児・4 才児の幼児を持つ両親を対象に幼児の教育についての学習・教育

の機会が提供されたのである。 

しかし、こうした幼児を持つ両親を対象とした学級は少なく、昭和 40 年度に海津郡海津町立

大江小学校で開設された大江家庭教育学級のように、「小学校児童を持つ両親」を対象に開設さ

れた学級が多かった（18）。この大江家庭教育学級は、4 月から 2 月の間に（6 月と 8 月を除く）、

1回 3時間で合計 10 回開催されている。各回の「学習主題」は、「オリエンテーション・家庭教

育学級の意義」、「親子会の在り方」、「家庭学習の望ましいさせ方」（低学年中心と高学年中心の

2 回）、「父親の在り方」（2 回）、「子どもの話し合いのさせ方」（「主として親子会の場で」）、「子

どもの遊ばせ方」（2回）、「外国と我が国の家庭教育」とされている。この各回の「主題」のうち

に「親子会の在り方」が取り上げられ、さらに「親子会の場で」の「子どもの話し合いのさせ方」

が取り上げられていたように、大江家庭教育学級は「地域ぐるみの指導（親子会の育成）に重点

を指向」して開設されていた。10 回の学級の開催に先立ってもたれた「運営委員会」において、

昭和 40 年度の年間計画が立案されているが、その「立案基盤」として「親子会の育成」を「指

向」することが決められており、本学級における親等の学習を大江小学校区の親子会の組織化に

繋げようとする明確なねらいがもたれていた。「親子会」は小学校区においいて親等と小学校児

童が会員となって各種の活動を進めようとする子ども会組織の一つの形態であり、多くの場合

PTA が児童の校外生活指導組織として親子会の育成を進めている。40 年度の大江家庭教育学級

は、親子会の育成がねらいとなっていたことからすれば、PTAの校外生活指導組織としての親子

会の組織化に向けた、児童の両親の家庭教育に関する学習の場として開設されていたのである。

それ故、10 回目の学級が実施された後にもたれた「運営委員会」の反省では、「校下全部落に親

子会が誕生し、毎月一回、親子が集まって話し合う様になったことは、すばらしいことだ」とい

う評価がなされることになった。また、「特に父親の出席が多かったこと」を評価しつつ、「今後

の構想」として「父親学級を PTA 事業として継続したい」とする方向が打ち出されている。大江

家庭教育学級は、PTA との連携を通じて、PTA の校外生活指導組織としての親子会の組織化に向

けた両親の学習の場として位置づけられていたところに特徴があった。 

家庭教育学級における学習内容について、先述した岐阜県教育委員会『教育広報 第一五一号』

（昭和四三年）に掲載された「家庭教育学級とはこんなもの」と題する記事では（19）、実際の学

級においては、「家庭教育に関し基礎的に理解する学習」、「子どもの理解とその育成に関する学

習」、「家庭の環境づくり」、「子どもをとりまく社会環境づくり」などが取り上げられたとしてい

る。大江家庭教育学級の場合、10 回合計 30時間におよぶ学習の中で、それら 4領域全般にわた

る内容が取り上げられていたといえるが、そうした幅広い家庭教育に関する学習が、親子会の育

成という「子どもをとりまく社会環境づくり」の学習を中心に編成されていたところに独自性が

あった。大江家庭教育学級は、その学習内容という点からも、親子会の育成という明確なねらい

をもって編成されていたところに特徴があったといえる。そして、そうした特徴は PTAとの連携

の下で「小学校児童をもつ両親」を対象に開設されたことからもたらされたといえるであろう。 

 

5.小括 

 以上、岐阜県及び県内市町村を事例として、地域・自治体・学校における家庭教育学級の開設

と学級における学習・教育活動の地域史的実態を概観してきた。その概要は、以下のとおりであ

る。 

家庭教育は、そもそも私的個人としての親等が私事として行うものであり、学校教育法で定め

られた学校で行われる教育のような「公の性質」をもたないから、国や地方公共団体は介入すべ

きではないとする考え方が根強くあり、家庭教育を「奨励」する施策が教育行政によって直接的

に行われることはなかった。 

しかし、家庭教育への人びとの関心が高まる昭和 30 年代後半には、文部省は成人教育の学習

内容として家庭教育を積極的に取り上げるようになった。昭和 37 年度からの「家庭教育指導資

料」の作成、39 年度からの全国市町村に対する家庭教育学級の開設の奨励等、国（文部省）の家
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庭教育振興施策が打ち出される中、岐阜県の社会教育行政においては、「家庭教育の振興」が昭

和 34 年度以降「目標」の一つとして位置づけられ、PTA 活動さらには成人教育全般を通じて積

極的に親等による家庭教育に関する学習が「奨励」されるようになった。 

このように、文部省は、昭和 39 年度から市町村が開設する家庭教育学級に対し助成を行い、

家庭教育学級の開設を奨励したが、岐阜県においては、文部省のこうした家庭教育学級開設奨励

策を受け、昭和 39 年度から学級開設が進められていった。39 年度版『岐阜県の教育』において

は、「社会教育目標」の「重点目標」の一項としての「青少年及び成人の学習活動を高める」の

うちに「家庭教育学級を開設し普及を図る」が挙げられており、以降各年度の「社会教育計画」

に「家庭教育学級の開設及び運営の促進」に関する項目が位置づけられている。39 年度には、こ

の国庫補助を受けて 217 学級が開設され、40 年度には 215 学級が開設された。42 年度には、国

庫補助を受けているものと市町村費だけで開設されているものとを合わせて、合計 401学級が開

設された。 

その展開過程においては、家庭教育学級が「開設されている場所は小・中学校が多く、その関

係からか、義務教育就学年齢層の子どもの問題についての学習が主になっていて、乳幼児教育の

重要性にもかかわらず、これに関する学習は少ない現状である」と社会教育審議会答申（昭和 46

年）が後に指摘することになる家庭教育学級の問題点・課題とほぼ同様のことが、昭和 43 年の

段階で県教委社会教育課によって既に指摘されていた。家庭教育学級にこうした問題点・課題が

あることが気付かれていたにもかかわらず、開設された学級の多くが、義務教育修学年齢層の子

どもの親等を対象としたものであり、岐阜県の家庭教育学級は、「義務教育就学年齢層の子ども

の問題についての学習が主になって」いるという問題点・課題の克服を迫られることになる。 

しかしながら、「義務教育修学年齢層の子どもの問題」についての学習が主になっているとい

う問題点・課題を抱えていたとはいえ、家庭教育学級における学習内容については、「家庭教育

に関し基礎的に理解する学習」、「子どもの理解とその育成に関する学習」、「家庭の環境づくり」、

「子どもをとりまく社会環境づくり」といった一般的な内容に加え、PTA との連携を通じて、PTA

の校外生活指導組織としての親子会の組織化に向けた両親の学習の場として位置づけられた家

庭教育学級が開設されるなど、地域の特性が踏まえられた特徴的な学習内容で構成、展開される

学級も少なからず開設されていた。 

このように、岐阜県及び県内市町村を事例として、地域・自治体・学校における家庭教育学級

の開設と学級における学習・教育活動の展開過程を検討していくと、家庭教育支援の一環として

開設される家庭教育学級は、まさに「親（保護者等）支援」に他ならないという実態が見えてき

た。こうした家庭教育学級をめぐる「歴史の大河の流れ」に照らしつつ、「未来」を展望すると

するならば、家庭教育学級に親等を「動員し、『あるべき』子育てを上から教え、それを強制し

ていく」という内容・方法では、逆に親等を窮地に追い込んでしまうことになるであろう。そこ

では、当事者たる親等の意見や要求も反映させつつ、誰かに強制されるのではなく、親等が自ら

納得して自分らしい子育てや家庭教育の有り様をつかみとっていくことができる「学び合い」の

場として家庭教育学級を捉えていくという視点が重要である（20）。まさに『つながりが創る豊か

な家庭教育 ～親子が元気になる家庭教育支援を目指して～ 』が指摘するように、「親の親と

しての学びや育ちを応援することが、家庭教育支援の基本」なのである。 

 

（注） 

（1）「家庭教育支援の推進に関する検討委員会設置要綱」平成 23 年 5 月 23 日 生涯学習政策局長決定。 

（2）『つながりが創る豊かな家庭教育 ～親子が元気になる家庭教育支援を目指して～ 』平成 24 年 3 月 家

庭教育支援の推進に関する検討委員会。 

（3）法案の目的（第 1 条）は、次のように書かれている。 

    「この法律は、同一の世帯に属する家族の構成員の数が減少したこと、家族が共に過ごす時間が短く

なったこと、家族と地域社会との関係が希薄になったこと等の家庭をめぐる環境の変化に伴い、家庭教

育を支援することが緊要な課題となっていることに鑑み、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）の精神

に則り、家庭教育支援に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体の責務を明らかにするとともに、

家庭教育支援に関する必要な事項を定めることにより、家庭教育支援に関する施策を総合的に推進する

ことを目的とする。」。 

  また、「基本理念」（第 2 条）には、親の責務が示されている。 
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    「家庭教育は、父母その他の保護者の第一義的責任において、父母その他の保護者が子に生活のため

に必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める

ことにより、行われるものとする。」。 

    「家庭教育支援は、家族が共同生活を営む場である家庭において、父母その他の保護者が子に社会と

の関わりを自覚させ、子の人格形成の基礎を培うことができるような環境の整備を図ることを旨として

行われなければならない。」。 

    「家庭教育支援は、家庭教育を通じて、父母その他の保護者が子育ての意義についての理解を深め、

かつ、子育てに伴う喜びを実感できるように配慮して行われなければならない。」。 

    「家庭教育支援は、国、地方公共団体、学校、保育所、地域住民、事業者その他の関係者の連携の下

に、社会全体における取組として行われなければならない。」。 

（4）昭和 34 年度版『岐阜県の教育』岐阜県教育委員会。 

（5）昭和 35 年度版岐阜県「社会教育計画」。 

（6）各年度版岐阜県「社会教育計画」を参照。 

（7）昭和 38 年度以降『岐阜県の教育』を参照。 

（8）各年度版『岐阜県の教育』及び各年度版、岐阜県「社会教育計画」を参照。 

（9）岐阜県教育委員会『教育広報 第一三一号』（昭和四一年）。 

（10）岐阜県教育委員会『教育広報 第一四四号』（昭和四二年）。 

（11）岐阜県教育委員会『教育広報 第一五一号』（昭和四三年）。 

（12）各年度版『岐阜県の教育』及び各年度版 岐阜県「社会教育計画」を参照。 

（13）岐阜県教育委員会『岐阜県教育委員会 三十年の歩み』昭和 55 年。 

（14）前掲、『教育広報 第一四四号』。 

（15）前掲、『教育広報 第一五一号』。 

（16）前掲、『教育広報 第一四四号』。 

（17）「昭和 39 年度 土岐市教育委員会 家庭教育学級開催要項」。 

（18）大江家庭教育学級については、「昭和 40 年度 海津郡海津町立大江小学校 大江家庭教育学級運営委員

会 家庭教育学級開催綴」を参照。 

（19）前掲、『教育広報 第一五一号』。 

（20）吉岡亜希子「家庭教育支援法を問う」『月刊社会教育』2018 年 3 月号等を参照。 


