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1 ） 名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程（後
期課程）（指導教員：森田美弥子教授）

2 ） 名古屋大学大学院教育発達科学研究科

1 　問題と目的

　児童養護施設には，概ね2歳から18歳までの保護者の
いない児童，虐待されている児童，その他環境上養護を
要する児童が入所している。近年，虐待を受けた子ども
や広汎性発達障害（PDD），注意欠陥多動性障害（AD/

HD）などの障害を持つ子どもの入所増加と相まって，
厚生労働省（2012）は，社会的養護を必要とする子ども
達への適切な支援を実現していくことを目的に，児童養
護施設運営指針を定めている。この運営指針には，生活
指導や家庭環境の調整と並び，学習指導や職業指導を行
い，児童の成長とその自立を支援することが明示されて
いる。すなわち，施設に入所している間だけではなく，
施設退所後を見通した観点から，学習や進路の支援を充
実させることが重要視されている。
　榊原・長島・大村（2005）は，「児童養護施設にとって，
学習指導に力を入れることは，最優先の課題」と指摘し
ており，生活指導や心理的ケアも大事だが，将来の尊厳
を高められるような学習に着目したアプローチの重要性
を説いている。確かに，児童養護施設における学習や進
路に関する研究は，生活指導や心理的ケアの研究の陰に
隠れがちともいえる。しかし，不適切な養育を経験した
子ども達にとって，学習や進路の支援は，人間関係の再
構築や，安心感・信頼感の回復，自尊感情を高める媒介
となりえ，それは，生活指導や心理的ケアを内包した支
援になる可能性を秘めている。その可能性を明らかにす
るためにも，まずは児童養護施設におけるこれまでの学
習や進路に着目した研究を整理する必要がある。
　そこで，本研究では，児童養護施設における学習・進
路の問題とその支援に関する研究を概観し，課題を明ら
かにすることを目的とする。

2 　方法

　CiNii（国立情報学研究所論文情報ナビゲーター）を
利用し，「児童養護施設」「学習」「進路」をキーワード
に論文を検索し，26編を抽出した。また，CiNiiでは検
索できなかった紀要や報告書で，入手できた範囲の18

編を加えた。そして，計44編を，（1）児童養護施設に
おける学習の問題とその支援に関する研究，（2）児童養
護施設における進路の問題とその支援に関する研究，の
二つのテーマに分類し，それぞれについて特徴的な研究
を取り上げた。

3 　結果

（ 1）	 児童養護施設における学習の問題とその支援
に関する研究

　学習支援に関する研究には，44編中24編が該当した。
入所児童への学習支援を検討するにあたり，被虐待児の
認知や行動に関するアセスメント研究と学習ボランティ
ア活動に関する研究が主に見られた。
　宮尾他（2007）は，知能検査と認知機能検査を用い，
学習困難を示す被虐待児は遂行機能に問題はなく，手続
き記憶にも明らかな障害はないが，学習に対する注意集
中維持困難と視覚認知の問題，言語性ワーキングメモ
リーの問題が関係しており，PDDやAD/HDとは違う様
相を呈するとしている。丹羽・宮本（2009）は，知能検
査WISC-Ⅲを用いて児童養護施設に在所している児童の
認知特性を検討しており，施設在所児童には知的発達
の遅れが一般的な割合を超えて多く存在していること
や，言語性知能指数が低い児が少なくないことを示して
いる。土谷・五十嵐・宮尾・佐久間・児玉（2009）は，
WISC-Ⅳ及びDN-CAS（認知評価システム）と子どもの
行動チェックリスト（CBCL）を用いて，入所児童のア
セスメント研究を行っている。その結果は，丹羽・宮本

（2009）とは一部異なり，知的発達の遅れよりも正常な
知的能力を有するが学習困難を裏付ける認知発達のアン
バランスから，学習へのつまずきや困難を示す可能性の
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ある児の存在を明らかにしている。また，宮尾他（2010）
は，知的には平均域にある被虐待児のTK式標準学力検
査の下位問題を分析しており，国語における意味理解と
漢字の書き取り，文脈理解，内容理解，算数における文
章題，知識が低得点であったと報告している。さらに，
宮尾他（2009）は，被虐児の感情認知及び行動特徴に関
する検討も行っており，被虐待児の表情認知エラーは発
達の異常というより遅滞であること，学習を援助する場
合は，できる限り刺激の少ない場所で，具体的な行動や
目標などを提示することが効果的と予測している。山本

（2007）は，学習指導について施設職員にインタビュー
調査を行っており，回答結果から，「宿題等をやりたが
らずパニックを起こす子ども，他の子どもにちょっかい
を出して落ち着いて学習できる環境にならない，知的に
障害がある子どもや養育環境の問題から極端に学力が低
い子ども」といった学力や行動等に問題を抱える子ども
の存在を示しており，学習環境の整備や早期からの育ち
の支援の必要性を述べている。
　次に，児童養護施設における実際的な学習支援に関す
る研究については，NPO法人3keysによる学習支援（森
山，2011，2013）をはじめ，学習ボランティア活動（施
設職員や大学教員の協同含む）を研究した内容が主で
あった。
　大半は，教育学・社会福祉学・心理学を専攻する大学
生の学習ボランティア活動であり，学生への半構造面接
やインタビュー調査から，ボランティアの意義や役割に
ついて考察がなされている（桑原・田中・中村・江田，
2009；大塚，2011；牧野・高岡・岡本，2011）。これら
の活動は，「互酬的な経験学習」といわれ，施設が学生
によるボランティアサービスを受ける一方的な活動でな
く，学習ボランティア活動を通して教師・対人援助職に
なるための学びを学生が深めることにつながる（戸田・
三森・二宮，2010），学生自身の自己有用感を育む（細見・
新崎，2012），児童養護施設に対するイメージの転換（西
垣・伊部，2014），施設と地域社会のつながりの形成（山
口，2014）など，学生の卒業後の職業の適性や動機等
に多大な影響を及ぼすと考えられている。國田・槙尾 

（2013）は，学生と子どもを対象に，学習ボランティア
活動の効果について質問紙調査を行っており，子どもは

「先生（学生）との関係」「満足度」「勉強への関心・理解度」
など，ほぼ全てのカテゴリーで高い値が得られたこと，
学生においても「子どもとの関係」「満足度」「子どもの
遊びへの関心に関する認知」にて高い値が得られたこと
を明らかにしており，学習支援活動が子どもと学生双方
にとって有益なものであったことを示唆している。
　赤澤・桂田・谷向（2013）は，施設へ聞き取り調査を

行い，学習ボランティアについて，無償で受け入れてい
る施設，交通費のみ支給している施設，職員と並ぶ学習
スタッフ（非常勤職員）として扱っている施設など，受
け入れる施設の体制に違いがあることを明らかにしてい
る。ただ，榊原他（2005）や桑原他（2009）との共通点
として，学習ボランティアによる学習支援を導入した背
景には，「高等学校への進学率を高める目的」とともに，

「高等学校を卒業し，就職後も離職のリスクを軽減でき
るという生涯発達的な目的」があること，学習支援場面
におけるマンツーマンの関わりは，子どもにとって学習
支援者が愛着対象の一人となりうる可能性を有している
単なる学習支援に留まらないこと，施設職員の負担や施
設の体制を考えると学習支援については，外部の力を導
入する必要性が出てくることなどを挙げている。そして，
施設職員と学習ボランティアとのミーティングや，大学
側でのカンファレンスやスーパーヴァイズ，学生同士の
ピア・カウンセリング的な関わりが重要であると説いて
いる。井出・森岡・後藤（2015）や保坂（2016）は，大
学教員，施設職員，学生との連携によって深まった学習
支援について報告している。井出他（2015）は，「学習
を支援することだけではなく，学習に取り組む土台とな
る学習支援者との関係性の構築から取り組むことによっ
て，子どもと学習支援者との間に安心感や信頼感が生ま
れ，支援を受け入れたり，自分が分からないところを聞
くことができるようになる」と述べており，子どもとの
関係作りが学習支援の重要な要素であり，その結果，「子
どもが学習に主体的に取り組み，成果を上げ，コンピタ
ンスを向上させる」といった肯定的な循環過程を生むと
している。保坂・村松・大川・坪井（2013）は，学習支
援者へのインタビュー調査を通して，「知識獲得や学力
向上という狭義の学習支援だけではなく，自己肯定感を
高め，生活や遊びを通して社会のルールやマナー，物事
に取り組む姿勢や意欲を育てるなどの学びの芽としての

『学習＋生活支援』が学習の内実」と述べている。
　施設に入所する児童は，一般の子ども達よりも学習時
間が短く，高学年になるにつれ，学習意識が低くなる傾
向があるため，宿題以外の学習も取り入れ，意識の向上
を図ることが有効といわれる（澤入，2009）。大久保（2005）
は，子どもの心理発達段階への理解が深いほど学習指導
上のストレスが軽減され，学習者中心の教授法「インテ
ンシブ」が指導上有効なアプローチだと説いている。こ
のように，学習指導上のアプローチが検討されている
が，被虐待児の行動と情緒は，学習場面における支援者
との関係性において多大な影響を及ぼすことは明らかで
あり，児童養護施設に入所する児童への学習支援におい
ては，「認知と情緒に配慮した専門家による心理的側面
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からの学習支援の必要性」（土谷他，2011）や，子ども
の心理的ケアまで拡張させた学習支援の必要性が望まれ
ている（伊藤・坂口，2003）。

（ 2）	 児童養護施設における進路の問題とその支援
に関する研究

　児童養護施設における進路に関する研究は 20 編で，
主に進路動向を調査した研究であった。
　厚生労働省は，概ね5年間隔で「児童養護施設入所児
童等調査」を実施しており，入所児童に，高等学校（各
種学校）や大学（短大）への進学希望等を尋ねている。
最近の調査（厚生労働省，2015）によると，高等学校（各
種学校）へ進学希望する児童は85.0%，大学（短大）へ
の進学希望する児童は27.0%となっており，調査を追う
ごとに進学を希望する児童が増えている。このような入
所児童の希望に対して，全国児童養護施設協議会調査部

（2015）による最新の調査では，入所児童の高校等への
進学率は95.0%を超え安定してきているが，大学等への
進学率は依然23.1%と漸増の状況であるとされる。ただ，
同時に，進学・就職後の中途退学や離職率の高さが言及
されており，「社会への適応に課題を抱える児童の進路
支援は困難を極め，職員への負担は非常に大きい」と述
べられている。
　児童養護施設入所児童の高校進学問題について，坪
井（2011）は，①非進学者・非就職者，②就職をしても
早期にドロップアウトしてしまう者，③進学をしても早
期にドロップアウトしてしまう者，の3つのグループに
構成されるとしており，「教育権の保障という観点から，
この3つのグループにより構成される層を見ると，福祉
からも教育からも手を離された子どもであり，高い確率
で周辺的な地位に追いやられている状況である」とまと
めている。保坂他（2012）による調査からは，高校進学
後1年以内の退学率が6.8%と，全国平均に比べ4倍以上
の結果が出ているが，潜在的にはさらに高くなると推測
されており，施設における進路指導や中退予防の取り組
みの重要性が指摘されている。また，これら高校進学を
めぐる問題の一つに，進学資金やそれを支える制度の問
題が挙げられている（松本，1996）。1973年の特別育成
費制度（国等による進学助成：高校等に進学した児童に
対して，授業料，クラブ費，教科書代，学用品等が支弁
される）は，それまで10％前後であった高校進学率を，
著しく上昇させたといわれる（浅井，1987）。2009年には，
国と自治体により，中学生の学習塾代が措置費で全額補
助されるようになっており，今後は小学生まで対象が広
がる予定である。岡本・稲子（2009）は，ある児童養護
施設の約20年間にわたる入所児童の進路状況を調査し

ており，中卒から高卒が中心となったことにより，①職
員のケアの根本的な見直し（転換），②高年齢児への対
応の必要性，③アフターケアへの取り組み，が求められ
てきたことを示している。また，児童養護施設における
進路の問題を人権教育の柱として捉え，支援を行ってい
く必要性も説かれてきている（畑中，2006）。
　児童養護施設入所児童の高校卒業後の進路について
は，全国児童養護施設協議会調査部（2015）によると，
大半の児童は施設を退所して何らかの職について自活を
していることがわかる。しかし，厚生労働省（2015）に
よる調査によると，施設を出て自立生活する自信がある
かという項目に「はい」と回答した児童は，1992年の
調査以来，減少の一途を辿っており，施設退所後の生活
が危惧されている。
　これらのことを鑑み，東京都福祉保健局（2011）や埼
玉県福祉部こども安全課（2013），神奈川県児童福祉施
設職員研究会調査研究委員会（2013）は，児童養護施設
等退所児童へアンケート調査を実施している。東京都の
まとめによると，「雇用形態の不安定な状況や生活保護
の高い受給割合などに見られる『経済的な問題』や，困っ
たときに親や家族に頼ることができない，相談できる人
がいないという『相談相手の問題』など，現在の生活に
おいて様々な課題や不安を抱えている」といった退所後
の問題点や，「背景には，高校中退などにより就労自立
を余儀なくされる子供が多いことや，大学などへ進学す
る子供が少ないことなど，学業に関するハンディキャッ
プを抱えている」といった施設出身者特有の要因が報告
されている。また，認定NPO法人ブリッジフォースマ
イル調査チームによる施設退所者への調査（2012）によ
ると，大学等に進学した退所者の中退理由は，「経済的
理由」「精神的不調・負担」「進路変更」「アルバイトと
の両立」「学業不振・留年」「学校の人間関係」が，就職
した退所者の離職理由は，「仕事自体への不満」「職場の
人間関係に対する不満」「肉体的精神的に健康を損ねた」
がそれぞれ上位を占めており，中退や離職の背景要因が
明らかにされている。
　このような状況を受け，東京都は独自の先進的な取
り組みをしている。早川（2013）によると，1999年に，
東京都社会福祉協議会児童部会内に「リービングケア委
員会」が発足され，「Leaving Care―児童養護施設職員
のための自立支援ブック」の作成をはじめ，児童養護施
設や自立援助ホーム等の自立支援の標準化を目指した
活動を続けている。2012年には，リービングケア委員
会も関与するかたちで，東京都にて「自立支援強化事
業」が創設され，都内の児童養護施設に常勤の自立支援
コーディネータの配置がされている。しかし，「東京は
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別物と捉えるのではなく，国制度や各自治体・施設にお
いても同様以上の支援が実現できるためのソーシャルア
クションが必要」といわれ，必要に応じて20歳あるい
はこれを超える支援の継続や，高校卒業後及び上位校進
学に向けた支援，社会自立に向けた支援，退所後の相談
援助を充実させることが実践課題といわれている。さら
に，東京都社会福祉協議会児童部会リービングケア委員
会（2013）は，大学等への進学のための奨学金制度をま
とめており，雨宮児童福祉就学助成や大学進学等自立生
活支度費などをはじめとした返済義務のない給付・助成
制度，生活福祉資金や日本学生支援機構奨学金などの返
済義務のある制度，大学独自の奨学制度と，多岐に渡る
進学や就職のための制度を示している。他にも，施設独
自の進学のための基金作り（白石，1996）や，近年，田
中孝奨学金制度（浅井，2014）など新たな制度の導入が
報告されている。
　2004 年に，「児童福祉の一部を改正する法律」によ
り，施設退所者に対するアフターケアが求められるよう
になった。しかし，深刻なことに，児童養護施設退所後
3年以内に，逮捕・補導歴のある者，無職者，精神科等
へ通院している者，自死者などが多数見られ，施設を出
た後の社会的剥奪という危機的な状況があることが想定
されている（永野・有村，2014）。天羽（2002）による
一施設の卒園生の生活と進路に関する事例報告において
も，卒園後に追跡不能，自己破産，犯罪行為，自殺した
者の報告がされている。これらの背景には，虐待等によ
る子どもの自己肯定感の低さや，施設における進路支援
の不十分さが指摘されており，入所児童の置かれた状況
を「社会的排除」と表現もされる（西田・妻木・長瀬・
内田，2011）。
　東京都福祉保健局（2011）による調査結果からは，「高
校への進学を希望する子供への支援や，高校を中途退学
しないようにするための支援が重要である」「大学など
への進学を望む子供が，経済的な問題や環境上の問題な
どを理由に断念することなく，家庭で育った子供と同じ
スタートラインに立って自立していけるようにするため
に，社会全体で支えていく必要がある」と問題提起され
ている。藤目・野島・鈴木（2005）は，児童養護施設入
所児童の進路選択に関わる要因を検討しており，進路決
定に際しては，情報提供や勉強を教えるなどの道具的サ
ポートだけでなく，臨床心理学的な観点から，「主張性
の向上を狙いとした児童への支援」や「児童の自尊心を
高めるための直接処遇職員の関わり方についてのコンサ
ルテーション」が有効であると示している。

4 　考察

（ 1）児童養護施設における学習支援
　先行研究では，入所児童の学習支援をするにあたり，
学習困難な児童の認知や行動特性が明らかにされてい
た。特に，被虐待児の様相に注目がされており，PDD

やAD/HDの子どもとは違う様相を呈する児童への学習
上の配慮が示唆されていた。児童養護施設に入所してい
る虐待を受けた子どもたちは，社会性の問題，思考の問
題，注意の問題，非行や攻撃性の問題，を抱えていると
いわれる（坪井，2005）。被虐待体験は，子どもの行動
と情緒に影響を及ぼすが，それは同時に，学習に向かう
ことへの抵抗や困難さを生じさせることにもなり，施設
や学校での学習上の問題や不適応行動につながっていく
ことが推察される。入所児童の中には，知的発達に遅れ
のある子ども，言語性知能が低い子ども，正常な知的能
力を有するが学習へのつまずきを呈する子どもなど，一
括りにはできない様々な様相の子どもの存在が指摘され
ていた。このことからも，個々の子どもの能力や特性，
入所理由等に配慮した個別の支援が入所児童の学習を考
える上でも求められているといえる。殊に，児童養護施
設には心理職の配置が進んでいるため，入所児童の生育
歴，知的発達，対人関係の取り方等を含めた心理アセス
メントを効果的に用い，より専門的な観点からの学習支
援につなげていくことが必要であろう。
　入所児童への実際的な学習支援に関する研究は，教育
学・社会福祉学・心理学を専攻する学生等による学習ボ
ランティア活動が中心であることが読みとれた。これら
の活動は，「互酬的な経験学習」といわれるように，学
習ボランティアと子どもの双方にとって学びのある画期
的な活動だと考えられる。また，学生を支える大学教員
や施設職員等との連携が必須であり，関係者による緻密
な計画と対応があってこそ，専門的な学習支援が成り立
つと考えられる。また，先行研究でも述べられているよ
うに，勉強を教えるに留まらない，虐待等により心身に
傷を抱えた子どもたちの愛着対象や相談相手として，心
理的側面にまで配慮した学習支援者となれる可能性が示
されてくるといえる。
　このように，学習ボランティアによる研究は散見した
が，児童養護施設の直接処遇職員や心理職が主体となり，
子どもの心理的側面に配慮して行った学習支援は見られ
なかった。児童養護施設では，生活指導や家庭環境の調
整と並び，学習指導が位置づけられているが，学習専門
職員の配置が制度化されておらず，直接処遇職員の日々
の業務の一つとして位置づけられている。心理職による
学習支援においては，職務として明確な位置づけがされ



― 115 ―

資　　　　　　　　　料

ていないのが現状である。入所児童の学習習慣の定着か
らはじめ，学力向上につなげていくためには，施設内に
学習支援を専門的に担える職員を増やしていくことが必
要であり，心理職もまた学習支援にどう関われるか模索
していくことが求められるだろう。

（ 2）児童養護施設における進路支援
　厚生労働省や全国社会福祉協議会調査部による調査研
究からは，児童養護施設の進路の問題を縦断的に捉える
ことができた。歴史的な変遷の中で，高校への進学率は
一般家庭とほぼ等しくなり，大学等への進学率が少しず
つ高まってきていることが窺える。背景には，特別育成
費や学習塾代など，国や自治体による制度，各種の奨学
金制度による経済的支援が，大きな影響を与えているこ
とも推察できる。児童養護施設における進路の問題は，
まだまだ過渡期と捉えられるが，進展する制度を的確に
捉え，入所児童に最新の情報を提供していくことが，進
路支援をする上で重要な要素になると考えられる。
　また，入所児童の進路の問題の一つに，中退・離職率
の高さが挙げられていた。施設退所者への調査からは，
経済的・精神的な困難さが示されており，高校卒業後及
び施設退所後の危機的な状況があることが示されてい
た。このことからも，入所児童の進路の問題は，子ども
の現在・未来の生活上の危機に直結し，人生を大きく左
右するファクターになると考えられる。東京都による「自
立支援強化事業」はこの問題に対して先進的な取り組み
であるといえ，自立支援コーディネータによる活動をモ
デルに，全国的に支援の可能性が広がっていくことが望
まれる。
　一方で，施設内部における具体的な進路支援に関する
研究は見られなかった。入所児童が退所後に自立した生
活を送るためにも，施設入所中の進路支援や中退予防が
意味を持つと考えられる。実際は，各施設・各職員が試
行錯誤しながら取り組んでいるであろうが，児童養護施
設における進路支援については，さらなる発信が求めら
れている状況だと考えられる。そして，先行研究でも述
べられているように，入所児童の進路支援においては，
情報提供に留まらない，児童の心理面に配慮した関わり
が重要である。入所児童の置かれた環境は複雑であり，
自己の進路を主体的に描くことに困難が伴うことが推察
されるため，個々の子どもの進路が自己実現につながる
よう，心理面にも配慮した進路支援についても，実践的
な研究を積み上げていくことが必要である。

5 　今後の課題と研究展望

　本研究では，児童養護施設における学習・進路の問題

とその支援に関する研究を概観してきた。
　児童養護施設における学習・進路の問題には，入所児
童の特性や施設の体制，国や自治体等による制度など，
様々な要因が絡んでいる。時代の変遷とともに，問題も
変化してくるため，施設が抱える問題と課題への対応を
より明らかにするために，学習・進路の問題の動向だけ
でなく，これらの問題に対する職員の意識や支援の実態
をより明らかにしていくことが課題である。
　また，伊藤他（2005）は，施設に入所する児童への発
達的支援・発達保障がなされていないことを指摘してお
り，早急に支援体制を確立する必要性を述べている。こ
のことからも，施設内部での学習・進路の問題に対する
支援について，実践研究を積み上げていくことも，今後
の課題の一つである。特に，入所児童の中退・離職率の
高さを考慮すると，子どもの自己肯定感等を育む心理面
に配慮した学習・進路支援について検討を行っていくこ
とが必要である。心理の視点を活用した研究を行うこと
で，子どもへの適切なケアや職員の対処力の向上も見込
め，より良い支援につながっていくことが予測されるだ
ろう。 
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ABSTRACT

Topics and research trends in learning and tracking problems in child care facilities 
and associated support

Kazumasa SHIBATA and Miyako MORITA

Our research objective was to provide an overview of learning and tracking in child care facilities 

and research concerning support for these efforts, and to clarify important issues in these areas. Based 

on Report 42 as well as a compilation of the literature indexed by the keywords “child care facility”, 

“learning”, and “tracking”, we separated our research into two topics: (1) research on learning prob-

lems in child care facilities and associated support, and (2) research on tracking problems in child care 

facilities and associated support. Specific research on each topic was undertaken separately.

Our findings showed that prior research on learning problems and associated support has ad-

dressed the issue of learning disabilities and clarified issues such as cognitive function and behavioral 

characteristics of institutionalized children, a difficult group to support. It has likewise shown that 

direct learning support for institutionalized children has been provided primarily on a volunteer basis 

by persons such as students who are education, social welfare, or psychology majors. Results from 

interview-based survey research have also shown that learning facilitators do not simply teach studies; 

for children with physical or psychological wounds, they may also serve the role of attachment figures 

or confidants. Prior research on tracking problems and associated support has been primarily survey 

research and has shown historical transitions among child care facilities such as rates of advancement 

to high school or post-secondary education, and national- or municipal-operated systems. It has also 

touched on dropout rates and job separation rates for institutionalized children, indicating that periods 

after high school graduation and facility departure are critical situations, and showing the need for 

improvements in the care of institutionalized children, expanded after-care, and tracking support that 

considers child self-esteem.

The background to learning and tracking problems in child care facilities involves various factors, 

among them the characteristics of the institutionalized children and facility systems, and national- or 

municipal-operated systems. Because changing times also bring changes in issues, a response to the 

problems involving these facilities is also likely to require detailed surveys in the future. To date there 

has also been little practical research on initiatives for learning support and tracking guidance within 

facilities, and efforts to build on examples of facility-based support is another area of importance. In 

particular, prevention of educational dropout, job separation, and crises after facility departure may 

require learning support and tracking guidance which incorporate psychological facets of the institu-

tionalized child such as self-affirmation and self-efficacy.

Key words:  Child care facility, learning and tracking, abused child, developmental support, facility 

separation support


