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全 体 講 演（記録）

演題 「子どものために手をつなぐ」

～保護者と学校のあらたな関係づくり～

講師 小野田正利 氏（大阪大学大学院教授）

お手元に私の方から黄色いリーフレットを配らせていただきました。それは７年前に共

同通信社の配信により、全国の地方新聞社４０数社に届けられ１５回に渡って連載してい

ただきました。ただ残念ながら道新さん、北海道新聞社さんは共同通信社に入っていない

ものですから、多分皆さんのお手元にはそれらはなかったんではないかと思いますが、各

地の地方新聞にはそれが掲載されていました。

きょうはそれは使いませんけれども、分かりやすく学校と保護者の関係づくりについて書

いておりますのでもう一度お読みいただけたらと思っています。

それでは、学校と保護者の関係づくりについてお話をさせていただきます。

この中に２割ぐらい学校の先生方がおられると思いますが、きょうは保護者向けのバー

ジョンでお話します。先生方向けはまた別にありますので、その辺のことはご了解いただ

けたらというふうに思っております。

最初にひとつエピソードめいた話から始めてまいりたいと思います。５年前の３月の下

旬のこと、私の知り合いの京都の私立高校の先生の自宅に、夜、保護者の方から電話が入

ります。「先生、どうしてうちの子の３学期の成績はこんなに低いんですか。１学期、２

学期はいいのに、３学期にぐうんと下がるとは、採点の仕方がおかしいのと違いますか？」

それはそれは激しい口調で、３０分以上かけてののしり続けました。

それには訳がありました。実はこの高校では１学期２学期の成績は、中間・期末テスト

の結果に基づいてつけるのですが、３学期だけは平常点、つまり提出物をちゃんと出した

かどうか、授業の態度はどうであるか、そのことを加味してつけるんですが、この生徒は

１回も提出物を出していませんでした。それで３学期の成績が下がっていたわけですが、

そのことをいくら説明しても、「そんなことはないはずです。うちの子は優秀なはずです。」

この一点ばりで。

それで、これはちょっと別なところに訳があるかなと踏んだその先生は、話題を変えて

みました。「お宅の娘さん、学校で元気にやってますよ。リーダーシップを発揮してみん

なをまとめてくれたりもしています。この間もこんなことがありました。」そういった話

をすると、相手の親御さん、お母さんの様子が少しずつ変わってきます。

「えーっ、そうなんですか？先生、もう少しお話を」そこでその先生は、担任として見

てきているその子の姿だけでなく他の先生から伝え聞いている部活動の様子を語って聞か

せると、お母さんはだんだん涙声に変わってきます。「先生、ありがとうございます。実

は、３学期の成績がそれで付けられるということは私も知っておりました。」「実は、う

ちの娘は家に帰ってきても私とほとんど口をきいてくれないんです。学校でどんな生活を
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しているのか、そのことも心配で心配で、それで先生の自宅にまで電話をかけさせていた

だいた次第です。」

「ああそうですか、お母さん。そういったことってよくありますよ。もう１７才、思春期

まっただ中ですよ。大丈夫です。元気で学校でやってます。また何かありましたらお電話

くださいね。」

最後は、涙、涙のお礼の言葉で受話器をおくことになりました。最初の３０分間はさな

がらモンスターペアレントのような振る舞い。しかしその後の３０分は娘のことを思う普

通の母親でした。それぞれの思いが不適切な言葉で伝えられて、時としてトラブルとなっ

ていく時代。

全国各地でこんな事例をたくさん見てきたんですが、学校の先生というのは理屈を説い

て相手に分からせようとする思いが強くあるんです。でも、親御さんには思いがあるんで

すよね。そこにもともとずれが生まれやすいもの。そのことを自覚するだけで違った会話

が可能になるのかも知れません。そして、この先生が最初の３０分間は戸惑いながらも途

中で気づき始めたように、実は相手の方も、振り上げた拳に意味があるのではなく、その

源に何があるかに気づくことがあるかも知れませんね。 この件はこれでハッピーエンド

で終わっていたわけですが、実はこの程度のことより、全国の学校現場では、先生が心折

れ傷つき倒れということが珍しくなりつつあります。さながらそれは、飲む・打つ・買う

の３拍子、こういっても過言ではない。

飲むと言うのは、酒を飲むこと。打つは、博打をすること。買うは女性遊びをするとい

うことで使われてきましたが、昨今の先生方は違います。

「飲む」は神経性胃炎のいろんな薬を飲むということ。「打つ」は、鬱病の「鬱」。「買

う」は、何だかおわかりですか。宝くじを買って三億円当たったら、教師なんかとっとと

やめたろかいと、こんな気持ちへと追いやられているということです。

学校現場には、地域の方や親御さんから様々な要求が出されてきます。

例えば中学校の現場には、時折こんな電話がかかってきます。

「おい、おまえんとこの中学生、コンビニのところでたむろしてる。営業妨害になるから

注意しにこんかい！」

この場合、中学生を迎えに行くのが先生の仕事かどうか疑問ですが、それでも自分の学

校の生徒が迷惑かけているんだったら行かざるを得ない、これが実情です。

小学校の現場では、時折こんなことが起きたりします。

「うちの子どもに、女の担任の先生は合わない。だから、担任を変えろ。」

小学校の先生の６割から７割は女の先生ですから、最初から男の先生をあてがうことは

難しいことです。

いずれにせよ、時として親御さんからの要求がとても厳しいものになってくると、今度

は先生の側が、親御さんを批判したり揶揄したりするような状況が生まれてきます。イヤ

な言葉が流行りましたよね。モンスターペアレントです。

私はこの言葉を「絶対使ってはいけない」 と一貫して言ってきました。モンスターっ

てどういう意味ですか？ 化け物とか怪物という意味でしょう。

違います、その方だって人間です。なぜそのような物言いなのか、なぜトゲトゲしいの

か、その背後にあるのは一体何なのか、そのことを考えるのが先生方の務めではありませ
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んか。

この言葉が急速に学校の先生方の間に広まっていくにつれ、全国各地にいくつもの不必

要な対立が起きています。なぜか。先生方が親御さんをモンスターだと認識すればそれは

態度に出ますよね。普通の親御さんですら、私をモンスター扱いかよ、と思います。

あるいは何か学校に対して物申す時には、「言っときますけど、私はモンスターではあり

ませんからね」と、この言葉を枕言葉のように毎回使わざるを得なくなっています。

ここで最大の問題は、先生方がその親御さんと向き合おうとする気持ちがしぼんでいく

ということなんです。親だけでなく自分達にだって問題があるはずなのに、それが全く消

し流されてしまう、その怖さがあるんです。

「違います！」親御さんのムチャな要求や苦情は、その先生のミスかも知れないし、今後

の学級運営上、学校運営上の反省の糧としなければならないことかも知れません。そこは

全く見えなくなってしまう。その怖さがあるんです。

さて、今の世の中、満足基準や期待水準が、ぐっと上に上がっていく時代になってきま

したね。一つの卑近な例を申し上げます。

例えば晩ご飯の買い物のために、スーパーマーケットに行った時のことをお考えくださ

い。特段急いでいるわけではなく、買い物かごをもっていろいろ物色をします。そこでお

酒のコーナーなんかに回ってみると、新しい新種の酒なんかが入っている。それをかごに

入れると先に総菜コーナーがある。ここまではうきうきルンルン気分です。

ところがそのかごをもってレジ近くまでやってくると、レジの前に列になってわんさか

人が並んでいる。そっからですね、いらいらっとした気持ちがワーッと上がってきます

そこからすることは皆同じです。そこに並んでいる人数ではなく、買い物かごの中にどの

程度の品数が入っているか瞬時に判断して、その列を選んで並びます。ところがなかなか

前に進みません。何でやねん。見ると実習生がレジを打っている。何で実習生がやってい

るんだ！

実はもう２０年前ぐらいから、こういったものにスーパーマーケットは対応してきてい

ます。ご存じありませんか。レジが混み合っていると、「○○さん、何番レジにお回りく

ださい」

つまり、バックヤードで品物を点検していようが、休憩室で休んでいようが、レジが混

んできたら一旦全部やめて応援に回れ。これです。

こういった事柄が私達の身の周りにいくらでもあふれています。私は１０年前に出した

『悲鳴を上げる学校』という本の中で、過剰行為ということで取り上げました。

つっこまれた時、説明できるようにありとあらゆる防御策を立てる。こういったことが

急速に進んでいる。

私は、この５，６年、日本社会がとんでもないところに動き始めている気がしてならな

いんです。ツッコミに対する過剰防衛は、そこにはまだ一定のコミュニケーションがある

んだと思います。

しかし、今の日本の社会にヒタヒタと迫り来るものは、ツッコミすら許さない。お前達

には何も言わせない、そういう形で予防線がはられる。そういう危うい社会に進んでいる

気がしてならないんです。

皆さんがテレビのコマーシャルを見ていて、ずいぶん変わったなという印象をもたれ
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る方が多いんじゃないですか。やたらと増えたのがゲームメーカーのコマーシャル、もう

一つは健康食品のコマーシャルです。健康食品のコマーシャルでは、これまで必ず書いて

あったのは「効果には個人差があります」という言葉です。つまり、同じ物を使っても

効果の現れる人、そうでない人がいる、そのことに対する注意書きという程度のものだっ

たのですが、今はそれごときではありませんね。あるタレントの方が商品について説明し

ている時に、後ろに小さな字でずっと書いてありませんか。個人の意見です。個人の感想

です。ずうっと書いてあるんです。なぜか。その背景は、薬事法というのがありまして、

そこで過剰な効能を謳ってはいけないという制約がありますが、もう一つはクレームです。

あのタレントのしゃべってる言葉が気に入らない、こんなクレームが山のようにやってき

ますから。会社としては、一切責任は取りません。だって個人の意見なんですから、個人

の感想なんですから。

すべてのレストランではありませんが、こんなことがあります。レストランのメニュー

にはおいしそうな料理の写真が付いていますが、その下のところに必ず小さな字で書いて

あります。イメージ、これはイメージです。そんなもの最初からわかっていることです。

でもなぜそんなことをわざわざ書いてあるのか。写真と出て来た料理の色合いがちょっと

違う、こんなクレームが山のようにくるんです。私達が手にする食品のパッケージをご覧

になってください。その食品物の内容の写真が付いていますが、そこに必ず書いてありま

せんか。写真はイメージです。ところが、これまた一つの変化を見せるんです。

私はアイスクリームが大好きなんですが、１００円程度のカップアイス、昨日も買いま

した。あそこに、こんなこと書いてあるんですよ。溶けた状態で容器を傾けるとこぼれま

す。当たり前だ。他にもこんなこと書いてあるのもあります。長く持ってると手が冷たく

なります。ホンマです。うそだと思ったら、確かめてみてください。

やがて私たちは、アイスクリーム１個買うごとに電話帳２つぐらいの注意書きを渡される、

そんな時代がきてしまうでしょう。

こういったことが、決して一般の社会だけでなく、教育の世界にもはびこり始めた気が

します。高等学校では、生徒が何か悪さをやった時、停学・退学処分といった処分や上の

学年に進級できないような留年といった措置がとられます。そういった時に関西の方では、

親御さんの方から、激しい反論の声が上がってくることがあります。

それに備えての予防線がぽつりぽつりとはられ始めたんです。

夜、学校の電話や携帯電話を使いながら担任の先生が保護者に連絡を取ります。「あの

ですね、お宅のお子さんが今日学校でこんなことをしたんですよ。お伝えしておきます。」

そこで語られる内容は決して気持ちのいいものではなく、お前んとこの息子が学校でいか

に悪さをやったか、そういった内容です。ですから親御さんは、「すいませんねえ。でも

先生、何とかしてやってください。よろしくお願いします。」そう言って受話器を置かざ

るを得ない。これが何度も何度も繰り返される。そして、先ほど言った停学・退学等の処

分を伝えるような修羅場の場面で、ものをいうんです。親御さんが少しでも反論めいたき

ざしでも見せようものなら、「お前には言う権利ない。何遍も何遍もどれだけ電話をかけ

たと思ってるんだ。○月○日、○月○日、○月○日……」さながらサッカーのレッドカー

ドを切るためのイエローカードを集めていた行為のようです。

でも、これは一方で大変こわいことではありませんか。入らない指導を重ねてきた。そ
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の学校の先生にも問題がありはしませんか。そのことが全く見えなくなってしまう、その

ことのこわさがあるんです。親御さんにだって何らかの事情があったかも知れません。自

分の生活を守ることで精一杯。子どものことを考えるなんて余裕すらなかった。自分の力

では何ともできない、そういう中で我が子が非行に走ってしまった。そういう事情もある

のかも知れません。だからと言って処分を軽くするなどということはできません。しかし、

聞きもせずに一刀両断にされてはかないません。

中学生でも小学生でもなく、もっとちいさい子のいる幼稚園で、今、保母さんがもっと

もつらいことの一つに、子どもどうしのひっかきや、かみつき事件というのがあります。

かみついたのは加害者です。かみつかれた子は被害者です。かつては親の育て方が悪い

からそんなことが起きるんだとか言われてましたが、その調査を進めて行くとそんな問題

ではなく、もっと別の要因がいくつもあることがわかってきます。

機嫌良く遊んでいた子のおもちゃを強奪するようにうばっていこうとして、ずうっとち

ょっかいを出している子。言葉がしゃべれませんから、思わずガブッとその子に噛みつく。

ごめんね、先生が気づかなくてごめんね。「悲しかったね。つらかったね。でも、噛ん

じゃだめ」そう話して、一方で噛まれた子の手の傷の手当てをしながら、この事実を双方

の親御さんに、どう伝えたらいいのか、そういうことで悩んでいる保母さんがたくさんい

るんです。

言葉がしゃべれない子どもでもそうなんです。まして大人だったなおさらではありませ

んか。人と人の社会では、摩擦やトラブルはつきものなんです。それをどういう形で乗り

越えていくか。先ずほぐしませんか。先ず語りませんか

さて、最後に２点お話します。先ず、スマイル、善意は自分のために。善意の他人回り

についてです。

皆さん方、バスや電車に乗り合わせた時に、見知らぬ親子、特にちいさい子どもに出会

った時に、どんな行動を取られますか。私はついついそういった場面に出くわすと、その

子どもの方を見て「いない、いない、ばあ」とかいろんな顔を作って笑わせようとします。

こういう顔してますので、結構子どもには好かれるんですね。そのかわり、犬にはよく吠

えられますが。

ＪＲの東海道線のローカル電車に乗っていたときのこと、目の前にベビーカーに乗った

１才半ぐらいの子どもがお母さんと一緒にいました。私はそういった時についつい「いな

い、いない、ばあ」とか言って笑わせようとします。そのたびごとに子どもがにこっと笑

ったりしますが、少したつとくるっとお母さんの方を振り返って触ったりする。その時に

お母さんが、「うん、どうしたの。大丈夫よ。」と声を掛けます。すると子どもは安心し

て、こちらを見る。実はこれ大事な事柄なんですね。

アタッチメント。愛着って言うんです。

つまり、２才半位から３，４才ぐらいまで、自分の存在というのを他人から愛されるとい

うことで確認しているんです。そうすると心が安定し次のことにうつることができる。

先ほどの続きですが、一つ駅進んだところで２０才代後半の女性の方が乗ってこられま

した。その赤ちゃんとお母さんの横の所に座ったあと、その子どもの顔を見て、すかさず

ポケットの中からハンカチを取りだしましてね、それを自分の顔の前にやってパタッと落

とす。また、顔の前にやってパタッと落とす。、これで赤ちゃんキャッキャ、キャッキャ
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笑うんですよ。私は負けたと思いましたね。私は顔を一生懸命作ってやったのに、このお

姉ちゃんハンカチ１枚でやりよんねん。アカの他人喜ばして何の意味があるねん。ないよ、

そんなものは。でも、なぜ私たちは時としてそれをするか。それは、赤ちゃんの笑顔から、

明日生きていく希望の光のような、いや、そんんもん考えてなくてやっているんだと思い

ます。要は、それがどれだけ社会の中に残っているかということが、社会が壊れないこと

の、私は大きな印だと思っています。

よく、タテ、ヨコ、ナナメの関係が大事だという言う人がおります。ええ、それは否定

しません。でも、このタテ、ヨコ、ナナメのタテは親子関係、ヨコというのは兄弟関係あ

るいは友達関係、ナナメというのは近所のおっちゃんおばちゃんの関係、これが時として

全部利害関係があるんです。私が言いたいのは全く無関係の関係です。無関係の関係の中

で何ができるか。それがどれだけ広く薄くあるかとか、それがあれば私は、社会は壊れて

いかないだろうと思うのです。

大阪の街もずいぶん変わりましてね。奈良から走ってきた近鉄電車か、難波駅で合流し

てそのまま阪神電車と一緒になって、神戸、三宮まで直行するようになりました。もう５

年くらい前になりますが、私は難波駅のところで電車を待っていました。

するとそこへ、小学校２年生くらいの男の子を連れてきたお父ちゃんがあたりきょろきょ

ろしながらやってきました。その時に一番近づいてはあかんだろうというおっさんのとこ

ろに行って、「すいません、この電車、西宮に行きますか。」「ああん。何だって！」おっ

さんぶぶっきらぼうに答えます。お父さんが続けます。「今日、西宮球場でファン感謝デ

ーがあるんですよ」すると強面のおっさんが満面の笑みを浮かべて、「そうかあ、坊主。

オリックスのファンか、おっちゃんはタイガースやけどな。今日は大好きな父ちゃんと一

緒か、ええなあ」「うん」子どもは、親が不安だと一層不安になるもんなんです。その時

に、単にこの電車でいいと教えてくれただけではない。この全く見知らぬおっちゃんが、

「今日は大好きな父ちゃんと一緒か、ええなあ」。ほんのわずかの会話です。でも、この

ほんのわずかの会話で、この子の一日は、どれほど豊かになっていったかと思うのです。

ほんの些細な事柄なんです。しかし、ほんの些細な事柄、誰もがちょっと、ある意味では

一歩先をのばせば、かまえなくたってできる事柄を、どれだけ次の世代に残していくか、

それが大事なことなんだろうと思います。

最後の２つ目は、子育ての原点に立ち返る、他人の子どもも幸せにということ。

１０年前、あるＰＴＡの会合でグループディスカッションをしている様子を見せていた

だいて聞いたお話です。話されたときのお母さんのその子は小学校６年生。事案は小学校

４年生のときのことです。

ある朝起きると自分の娘が、「学校に行きたくない」とぐずり始めたんだそうです。今

まで一度もそんなこと言ったことのなかった子でしたから、「どうしたの？お腹でも痛い

の？具合が悪いの？」何度も聞きます。ところが、子どもはなかなか本当のことしゃべっ

てくれません。しかし、こもまま放っておけないと思って、しつこくしつこく聞いていく

と、「同級生の誰々ちゃんが、私を針で刺そうとする」「なにーっ、針で刺そうとする子

がいる。なんちゅう学校や」。すぐ様お母さんは学校に行き、担任の先生と面談します。

「針で刺そうとする子がいるそうですね。どういうことですか！」「ああ、誰々ちゃんで

すね。この子は、人に危害を加えようとして自分へ関心を向けさせようとすることがある
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んですよ。えっ、針で刺そうとした、いけませんねえ」これでは埒があかないと思い、そ

の子と会わせてくれと話しました。担任にとってみれば渡りに舟と思ったのでしょう。普

段からいろんな問題行動で悩まされて、被害を受けている親からキツーイ一言でも浴びれ

ばいいお灸になる、ということでその場が設定されました。そこで話を聞いていくといろ

んなことが分かってきました。この子は、母一人子一人。母子家庭で育ってます。今のご

時世、お母さん昼間だけの仕事で間に合わないものですから、夜のお仕事にも出ています。

でも、大変よくしつけられた子でしてね。炊事・洗濯・掃除、１０才の子とは思えないほ

ど、全部完璧に近いほどできます。学校から帰ってくると、洗濯物を取り込み、たたんで

区分けしてタンスに入れる。晩ご飯は、お母さん作りおきした料理が一品冷蔵庫に入って

います。ご飯は自分で炊き、味噌汁や卵焼きぐらいならちゃっちゃっと用意して食べます。

お風呂も自分で沸かして、夜１０時までに入って寝るように厳しく躾られています。

お母さん帰ってくるのはいつも１２時過ぎ。でも、なかなか寝付けない夜もあります。

ふっと目が覚めると、まだ夜の１１時。外は風ビュービュー、カタコトといろんな物音が

します。すると、お母ちゃんの顔ひと目見たさに、そのまま起きて待ってるわけです。

「お母さん帰ってくるかなあ」「こんな寒い道、とぼとぼ帰ってくるんかなあ」

お母さんが１２時に帰ってくると、家の電気がついていてその子が起きているのを見て、

「寝てろって言ったじゃない！」と、バーンと張り倒す日々。この子どもは目に必死に涙

をためながら、それに耐えていたということがわかりました。そこでこのお母さんは、も

う一歩先の行動に出たんです。「あなたのお母さんと会わせてくれない」そこでお母さん

同士が対面することになりました。

「誰々さん、今日はあんたにどうしても言いたいことがあって来たの。あんたの子はね、

うちの子を針で刺そうとしたの。うん、そのことで文句を言いに来たのと違うの。なぜ刺

そうとしたかわかる。寂しいの。あんたの帰りを待ってるの。あんただって、本当に女手

一つでよくここまで育てたと思う。うち子とは比較にならないほどよくできた子だと思う。

でもね、まだ１０才だよ。だからお願い、帰ってきて子どもが起きて待っていたら、『待

っていてくれたの、ありがとう』そう言ってギューッと抱いてやってくれない。そのこと

だけで、この子は救われる」こう言ったのです。

その日からです。この子はみるみると変わってきました。そして、私が話しを聞いた６

年生の時、この針で刺そうとした子と刺されようとした子は、最高の友達なっていると言

うのです。

もし最初の段階で、この針で刺そうとした子を、とんでもない子でそんな子を育てた親

はとんでもない親だ、とういうことで接していけば、全く違った展開になったかも知れま

せん。

むろん、このようなことを皆さんにやってくださいなどとはとても言えません。

このお母さんだって、動けるだけの時間的余裕があったからこそできたのでしょう。でも、

それだけではありません。もう一つあったと思います。子どもがすることには訳がある。

この訳は何なんだろう。そう思って一歩、歩みを進めたところに違った世界が開けたとい

うことです。

忙しい時代です。他人のことなんてそんなに構ってられません。でも、そこでちょっと

時間をとって関わろうとすることで違った世界が広がってくる。
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我が子が健全に育つためには 他の子も同じように幸せに生きられるような環境が用意

されなければ、我が子もまともには育たないのかも知れない、そんな思いを持ちながら、

私はこの話を聞かせてもらいました。

時間がきております。これで終わらせてもらいます。ありがとうございました。

大阪大学大学院人間科学研究科・人間科学部

教授 小野田 正 利 氏

<プロフィール>

○１９５５年、愛知県日進町（現日進市）生まれ、５９歳。

ご自身のお言葉によると、「顔は、車だん吉と、カンニングの竹山を足して

２で割ったようだと、よく言われます。講演風景は、まさにライブで、綾小

路きみまろに似ている、しゃべりは金八先生のようだと評されることが多く

なりました。」とのこと。

○ 名古屋大学法学部を卒業 大学院では教育学を専攻

○ １９８４年 長崎大学教育学部で１３年間教鞭をとる

○ １９９７年 大阪大学に移動 ５年後に教授に就任する

⇒ライフワーク……学校と教職員の"等身大の姿"を明らかにすること
『片小ナビ～保護者のための片山小学校ガイドブック』づくり、学校讃歌ブックレ

ットシリーズの発行、イチャモンの研究など、精力的に取り組まれている。「ど

ろをさらい、地をはう路線」を追求し、「教育現場に元気と自信を！」をテーマ

とされている。

⇒著作物 …… 連載としては『月刊高校教育』（学事出版）に 2006 年から「悲鳴をあ

げる学校～学校への要望・苦情そしてイチャモン」（すでに 100回を超えた）、『内

外教育』（時事通信社）に、2011 年から「普通の教師が生きる学校～モンスター・

ペアレント論を超えて」（すでに 170回を超えた）を執筆中。

⇒近 況 ……「学校－保護者間トラブル」「学校近隣トラブル」の問題に熱心に取り組

まれ、「学校と保護者のいい関係づくり」に尽力されている。


