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■ 自分の事は自分でやり遂げてもらいたい。
■ 朝起きが悪く、なかなか起きてこないので、困って
いる。

■ 学校独自で制服をかえたり、独自で購入している。
教育者が独自で良い事と思われるのでしょうね。保
護者の皆様の事をもっと考えてください。保護者は
不安に思います。教育者も変わったものです。不安
でたまりません。

■ 進学について失敗するのではとか考えて、不安に思
うことがあるようです。

■ 色々有りすぎて、何が本当に困っている事か、分か
りませんが、素直に育っている方だとおもいつつ、
日々過ごしています。

■ 学校もですが社会に出て、他人とうまくやっていけ
るか、親として心配です。仕事も人間関係が一番で
すから、私もそうでしたので。

■ 三人娘を持つ母親です。わけ隔てなく育てたつもり
ですが、一人一人性格も違いますし、好みなども違
います。躾けはし続ける事だと聞きましたので、も
う遅いとあきらめずに、事あるごとに、言っていこ
うと思います。上の質問では、自分自身コンプレッ
クスも多く（向き合ってみると改めてそう感じます）
…しかし、子供には自分を好きになってほしいと
願っています。少し質問からズレましたが…すみま
せん。

■ 以前子供は大学に行かないと言ってました。しかし、
現在の社会の状況では高卒で、本人が思ったところ
から求人が高校にないらしく、やむなく進学を考え
ています。別に親は大学進学とは強く望んではいな
いのですが、職に就けない以上仕方が無いのかなと、
思っております。しかし本人は口ではやるやると言
いますが、小中学校のように、机の横でズッと見て
いるわけにも行かず、性格上勉強ができるにも関わ
らず、やらないのか？できないのか。高額な授業料
を払ってまで、進学させるべきなのか、親も考えて
いるところです。

■ 3 番目の末っ子（公立高 1年・女子）欠点や 0点を取っ
ているのに全く危機感が無い。２学期の期末テスト
で欠点が１つでもあれば、進級できないと言われて
います。それでも勉強する気も無く、担任には勉強
がする気が無いなら、学費ももったいないし、やめ
たらどうですかと言われています。小学校の時から、

ずっと勉強に手を掛けてあげれなかったツケなんだ
と、大いに反省しております。今、一緒に勉強しよ
うと声を掛けていますが、なかなか続きません。あ
の時やっておけば良かったと、後で後悔しないため
に頑張りたい。

■ 子供は子供なりに努力し頑張っていると思う。何と
かその努力に報いてあげたい。

■ 発達障害を持つ子供にどうしてやればベストなの
か、対応の仕方に、日々、頭を抱えています。学校・
友達とのコミュニケーションなど…。大人になって
社会に出ることが、自立することができるのかと不
安です。まず、学校生活友達とうまく付き合い、過
ごさせてやりたいと、常々願い思っています。学校
の先生方ももっと、発達障害について知ってほしい。

■ 発達障害（自閉症）の子と、それを納得できない子
の兄弟関係の心配。生活が苦しいので、進学費が出
せないのでは？という先行きの不安。残業をたくさ
んすれば収入はあるが、生活が駄目になってしまう。
その収入と生活バランスで、優先順位を食卓中心に
すると、どうしてもフルタイムの仕事が出来ない。
貧乏でも大学進学させてやりたい、母子家庭の悩み
…。（良いと思う仕事は人気が有って何度応募して
も採用されず、結局パートで、保障のない仕事になっ
てしまう。）

■ 不安定な世の中で、将来どの方向へ進むべきかと相
談された時、先が見えなさすぎて、どう、導いてや
れば良いのか分からない時。

■ 謝らない子が多いので嫌です。もっとマナーをよく、
皆がなってほしいです。

■ 自分たちが高校生ぐらいの時の悩みと、現代の子の
悩みが違うので、相談されたり、話された時に、ど
う返事をしたらいいのか考えるときがあります。

■ （38）（41）の質問の「他人と同じ様に」の意味・質問
が理解できない。他の人が全てに優れているとは全
く思わないし、この世の中で完璧な人間などが存在
するはずが無いと思っている。私は、自分が一番№
１であり、周りはすべてにおいて『敵』であると考
えている。

■ 理系の科目はとても好きで点数も良いのですが、英
語が嫌いで、あまりできず、勉強もしようともしま
せん。どの学部へ進むにしても、英語は重要だと思
いますので、心配です。

（45）子育てやお子さんの教育のことでお困りのことがあれば、具体的にお書きください。
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■ 大学の進学がまだ自分にとって非現実的であるた
め、自覚が無く勉学がおろそかになっている。部活
に一生懸命取り組んでいるので、良いのだが、家庭
（自分）の事にもう少し関心を持って、時には手伝
いをしてほしいと思う。こちらもそれを促さないと
行けない。勉強だけでなく、周囲に気配りのできる
人になってほしい。

■ 他家族を見ていて、一般常識を考えていない。また、
出来ていない親を見かけます。ゴミを捨てる、道に
ツバを平気で吐く、マナーをわきまえない、等など。
反面教師で、我家では率先してうるさく言ってます。

■ 質問の答えとは違いますが、今の時代「思いやり」
がかけていると思います。Ex, スーパーで人と人が
すれ違う時、お互い迷惑そうな顔をしている人が多
い。自分の家族は大事にするけど他はどうでも良い
と言う考えの人が多いと感じます。小学校時代にそ
の辺をしっかり教育するべき。小学校の先生こそ、
世の中をよく知っている大人が最適かと。大卒をす
ぐ採用するのではなく、社会でしっかり働いた、又
は子育てもした人が先生になるべきだと考えます。
◎英語教育も大事だけど、日本人の基礎「国語」正
しい日本語を使えるようにすべき。少し英会話が出
来ても「心」が未熟ではなにもならない。根本をしっ
かり !!

■ 子育ての中で今後の日本（世の中）がどうなってい
くのか心配である。

■ 進路について悩んでいる。成績が伸び悩んでいるの
で、目標を変えた方がよいのかどうか迷っている。

■ 反抗期が６年続いている。無気力、向上心が無くネ
ガティブな事ばかり言う。就職難のニュース等から、
将来の不安が大きいようだ。

■ ゲームやテレビの時間が長く、もう少し学習時間に
あててほしい。この点で、主人とよく争うので、私
はなるべく言わないようにしているが…。将来の事
を思うと、向上心を持って前向きに努力する気持ち
をもってほしい。

■ ゆとり教育で育った息子は幼い時から、塾に通い続
けてきました。そのため、学校と塾の両立がしんど
そうでした。塾に通わなくても良いような、学校教
育とレベルアップを望みます。

■ 教育に費用がかかりすぎる。
■ 母子家庭なので、精神的に負担を与えているかも知
れません。それが、マイナスになって大学進学を諦
めるようであれば、私の責任になるような気がして
なりません。責任感が強いので、自分を犠牲にする
ところが有るので心配です。

■ 片親なので何か、欠けているのではないかと不安で
す。

■ 昔自分たちが親（大人）から言われたり、教えられ
たりした常識が、今の子にはなかなか伝わらない。
大人が理解あるフリをしすぎるように思う。教育に
関しても、自分たちの時代とはかなり違って来てい
るので、的確なアドバイスをする事ができない事が
多々ある。

■ 経済的に負担が大きい事が不安（将来大学に進学す
ると思うので）。

■ 今の日本において大学を卒業しても、職につけない
状況がこれから不安である。

■ 小さい頃から、友人を大切にする事や友人との遊び
中心に生活をしてきたので、勉強をこつこつする事
を教えないで来てしまったせいか、家庭での学習が
全く出来ません。高校受験はなんとか、塾があった
ので、何とか今までよりはしていました（塾の宿題
のみ）。でも受かってしまった今、また全くしません。
勉強の大切さを優先してきてない分、今何故、勉強
をしないといけないのかが、本人はわかりません。
私自身も頭が良い方ではないし、大事やったという
事は今はわかりますが、当時は分かりませんでした。
この今の時代そうゆう理由にはいかない状況という
事で、就職も無い時代、親の方が少しあせってしま
う所です。どうすればやる気になるのでしょうか？
つい、だらだらしてる事が多いし、携帯を触ってい
るか、寝てるのかの、どれかで、親から見て、怒っ
てしまう事ばかりです。駄目だとは分かってるんで
すが…。後は、お金の事ですが、携帯代で 7,000 円
くらい使うのに、別に現金で 3000 円渡すと 1 万円
になります…。高１で高い様な気がします。かといっ
て渡さないでいるとバイトするし、バイトすると更
に勉強しないかな～。

■ 子供にはしっかり部活を続けてほしいと思いまし
たし、今の学校でやりたいと言って入ったのに、若
くて経験浅い同姓の顧問と「合わない」を理由に辞
めてしまいました。子供からすれば先生に嫌われて
いて、意地悪な事を言われたりするのが耐えられな
かった様です。普通だったら、退部の申し出をあっ
さり認める事はないと思うのですが、「貴方がやめ
たいのだから辞めれば」で終ってしまったようです。
顧問は産休代行の先生らしいですが、非常に残念で
す。上の子達も私自身も中高と部活を続けてきて、
辞めるなどという事はありえないと思っていたのに
…。

■ 頭では自立させなければいけないと、分かっていて
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も過保護になってしまう。
■ 自分の精神状態を子供にぶつけてしまう。・すぐに
カッとなって意見を言ってしまう。・子供を傷つけ
る様な言葉を思いがけず、発してしまう事がある。・
親子で「キレル」事がある。

■ ‶誠実・健康・努力”この事を十分理解しているか
どうか？

■ 出来るだけ教育を受けさせてあげたいが、教育費が
払えません。有名な大学に入れさせたいとかを考え
ているわけではなく、中学・高校では教えてもらえ
ない内容を外で受けさせてあげたいのですが、全く
無理です。

■ 自分に全然似ていないので、それはそれでよいと思
います。心配な事は、積極的ではないので、まじめ
すぎて、ときには羽目を外してほしい気持ちもあり
ます（悪い意味では無くて）。

■ 教育費、大学に入るのにお金がかかりすぎる。
■ 高校生の子を、筆頭に中学生・小学生と子供がいま
すが、塾の費用が高く、全ての子に通わせるのは難
しい状態です。格差社会と言われている世の中、子
供にも十分影響を受けている事が、親として辛いで
す。無償で夜勉強を教えて頂ける場所を提供してほ
しいです。

■ 遠くから見るように努力していますが、つい手や口
が。子供にとってはあまり良いタイミングではない
時に、出てしまっているのをいつも反省しています。
子供と一緒に成長していけたらとおもいつつ、毎日
反省ばかりです。

■ 成績が悪い・帰ってきて部屋にいる事が多いので、
勉強やゲームをしている時間が分からなく不安。・
会話を避けているようで食事も時間をずらし、一人
で食事をしていることが多い。

■ 難しい時期だと思うが、一緒に頑張って行きたいと
思います。だらだらせず、自分の道をしっかりと歩
んでほしいです。親として、サポートできればいい
と思います。これからもよろしくお願いします。

■ なかなか勉強してくれないので（家で）ついつい口
で言ってしまいます。言ってもだめだとは思うので
すが（逆に反発したりします）。

■ 携帯電話を子供達が普通に持っている事に対して、
不安を感じます。友人関係などとても分かりにくく
なって、通話以外の機能があり、遊びの一種として
使用しているようで、勉強などをする時、集中でき
ない１つになっているので、気になります。

■ おはよう・お休み・ありがとう、すらしゃべらない。
■ 思いやりのある子にと、育てようと思う気持ちのあ

まり、決して悪い事ではないのですが、人に対して
優しすぎるような気がします。いじめに合うタイプ
ではないと思っていたのに（明るく友達も多い）中
学の時、キャプテン候補に選ばれた時、同級生の一
人の男の子から、いじめられる様になり、その際も、
自分を責め続けてしまいました。優し過ぎるあまり
余り、いじめさせているのは自分ではないかと。先
生にはもっと図々しく、人にもやられたらやり返す
位でないと、この世の中を渡っていけないと言われ、
やさし過ぎるのは美徳ではないと、私の育て方に対
してＮＧを出され、さすがに私自身も過呼吸症候群
になり、落ち込みました。高３になり、進路を決め
るに当たり、優しい息子の将来に悩みます。

■ 勤勉で一生懸命頑張っています。自分の子供ながら、
素晴らしと思います。しかし、冷静で喜怒哀楽に少々
乏しく、感情がわかなく、現代人なのか？さびしく
思う事があります。勉強もスポーツも大事な事です
が、まず、たくさんの友達と学生らしい時間を過ご
してほしいと思います。

■ 男の子の反抗期の対応。
■ 一人っ子なので、どうしても親といつも一緒にいる
ので、友人関係や世間知らずに、ならないか少し不
安に思う事がある。

■ 現在無職なので、経済力がない為に、子供が希望す
る教育を受けさせられないので、子供に対して悪い
なと、いつも思っています。その事を感じているは
ずの子供は、不満を口にしたことがないので、苦労
をかけてしまっていると反省しています。

■ 福祉施設の専門学校に行かせてやりたいが、資金面
で不安がある。

■ 経済的に苦しい為、朝から晩まで働いていて、子供
と話す時間も無く、夜帰りが遅くなると、顔を見る
事も出来ない。夫婦仲が悪いので、子供も父親を軽
蔑している。また、姑とも仲が悪いので、子供も姑
を嫌う。身から出たサビ。因果応報、私から見れば
ザマァみろ、だけど、子供がお年寄り全体を嫌って
しまっている気がする。

■ 子供が親のいない所でどういう事をしているんの
か、自分で責任をもって行動するように言っている
が、何処まで思って行動しているのか。ネット時代
で、ネットを通じて色々有るが、とても心配です。
何を考えているのか分からない時があるし、価値観
の違いに驚かされることがある。悪い意味で（例え
ば人間の気持ちとかが分かっていない時がある）。

■ 父親とも仲良く出来ているようで、沢山話をしてい
るが、反面違和感を感じるときがある。娘の友達や
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彼氏のことも気なる。言葉使いや表現の荒さを感じ
る。差別用語で「きたない」と全て片付けて、話を
終らせようとすると、親としても感情の乱れに不安
に感じる事が多々ある。子育てに正解や間違いがあ
るとは思えないが、でも、一人の人間に深く関わっ
てきた責任として、親として、子供に何を教えて、
残して教えて上げられるのかと思うと、不安を感じ
ずにはいられません。

■ 子供は大学進学を希望しているが、出来るだけ本人
の行きたい大学に行かせてやりたいが、経済面に不
安がある。

■ 母子家庭の為、経済的な理由で進路が制限されてし
まうこと。

■ 子供は大学へ行きたいと言っているが、経済的に無
理だが、行かせてやりたい。・心が弱く鬱が波の様
に１ケ月サイクルで来る。強くなってほしい。・子
供の良い所を、可能性を伸ばしてやりたい。

■ 受験へ、そればかりで、本当にやりたい事は何なの
か、親としてもどうアドバイスしてやったらいいの
か迷います。まだまだ、やはり学力社会の日本、大
学に入るのが目的で、あとはバイトという流れはど
うにかならないのでしょうか。どうして学校で学習
する事だけで大学受験は出来ないのでしょうか？ど
うして塾に行かなければ合格率が下がってしまうの
でしょう。根本的なものを改革しなければ、何も変
わらないと思います。

■ （34）の質問はとても困りました。私には子育ての
指針がないという事がハッキリしました。規則正し
い生活を送るとか躾けはしっかりしなきゃと思いな
がら、高校生ともなるという事も聞かなくなるし、
何処まで、ガミガミ言っていいものやら、教育も先
を呼んで行動する事を、子供はしないので、のんび
りしていて、悩みの種です。大学に入るまでの期間
に将来を考える、また、なかなかやり直しがきかな
い、今の時代、難しいと思います。

■ 親子で会話も無く、恥かしながら、学校での様子を
含め全く分かりません。どうも、しゃべりかけられ
る事が嫌なようで、最近では私も諦めた方がよいの
かと…。そもそも、小学生の頃私が娘に対して、話
を聞かなかった事が原因なんで、私の失敗なんで、
仕方がない事なんですが、口を開けば、文句なので、
時々、今度は何を言われるのか怖くなる事がありま
す。思いやりのある女の子になる様にと、先に先に
手を出してしまい、今ではそれがアダになってし
まったのかと…。自分さえ無理しても子供の為に頑
張って動けばと思っていましたが、やっぱり、間違っ

ていたのでしょうか？もっと親として堂々としなく
てはと思うのですが、難しいです。やっぱりダメな
親ですね。

■ 子供が三人おり。３人が年が近いので、毎年のよう
に受験や進学がやってきます。経済的な事や、子供
の進路に対して不安があり、どのようにやっていけ
ばいいのか、また、子供にどのように声かけをして、
導いてあげればいいのか悩んでいます。

■ 経済的な問題で、進路が制限される可能性があり、
不安を感じる（父親が病死した為）。

■ 三人の兄弟を同じ様に育てたい（平等）のですが、
個々の性質の違いに、違った対応せざるを得ず、苦
労しています。

■ 情報社会で、情報があふれすぎている。ネット等
でいつの間にか被害に合う事がないようにしてほし
い。

■ 父親が子育てに参加してくれない（昔から）自分の
専門分野、得意分野だけでも、子供と関わりを持っ
てくれれば嬉しいのだが、それもしない。その為か、
子供（三人）が父親を尊敬の対象として余り見てい
ない。この先、子供らと父親は、どういう関係になっ
ていくのかが心配です。

■ 現代の子供達はとても、友人関係でのコミュニケー
ションが難しく感じる。良い事と悪い事を両方認め
た上で、友人関係が築けるのかが、大変そうに感じ
る。

■ ８月の中間まで部活一筋に朝練から始まる毎日で、
一転して、引退してから、勉強に頑張っているが、
精神的に追い詰められている様で、腹痛を起こす事
も度々あり、心配であるが、本人が目標に向けて頑
張っているので、今は、見守る事だけしかできない。

■ 自分が育ってきた時代と社会全体が変わってきてい
ます。その中で、自分が大切に思うものと、今の時
代にギャップがあり、時々自分を見失いそうになっ
てしまうことがあります。頑張ってもどうにもなら
ないこともあり、本当に子供達に頑張れば…、等と
言えない自分がいます。本当に子供を育てるのは難
しく、日々勉強だと思います。アンケートに答えて、
普段意識していなかった事を見直す事が出来きてよ
かったです。

■ とにかく睡眠時間がまちまちで困ります。８時に帰
宅し、ご飯を食べ、10 時位からうたた寝をしはじめ、
そうなるとどんなに起こそうとしても、１時くらい
まで起きず、そこからお風呂に入り、そこでもうた
た寝をし、２時位に出てきて、そこから勉強がある
からと、起きようとするのですが、結局うたた寝で
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……。どうやったらこの生活習慣を見直せるの四苦
八苦しています。

■ ＴＶなどで、主人公がピンチになるような場面で、
必ず見ようとせず、その場を離れてしまいます。困
難に立ち向かっていく事を、極力避けて傷つきたく
ない、失敗したくないと、思っているのが分かる。
これから社会に出て行くと、必ず、そんな場面に出
会うのは目に見えているのに、ＴＶなどでその困難
からどうやって立ち上がっていくか、人それぞれだ
と思うが、疑似体験的に感じることは、今後の役に
立つはずなのに、どんなに言っても逃げてしまう。
このままで大丈夫かと、とても心配です。

■ 周りの事（友人・部活）を大切にしすぎて、自分の
事（思いや考え）を後回しにしすぎる事。

■ 父親：自分の人生観などを子供に語れない。子育て
に関して、お金を稼ぐ事だけが父親の役割ではない
という事を理解できていない（父親の人間性を尊敬
できない事）。母親がそう思っている事を、子供に
見破られていて、夫婦団結している姿を示す事がで
きていない。子供に申し訳ないと思います。

■ 姉妹を比較するつもりは全く無いが、上の子との違
いに、時々戸惑う事がある。違いが面白いのだけれ
ど、分かってはいるけれど、なぜ、そう判断するの
か、不思議に思う事が多々ある（私自身比較される
事に敏感なので、決して言わない）。特に友人関係
においてだが、押し付けずに、意見を述べる。時に
は何かをやめさせるという事が、なかなかに難しい。
「みんなやっている」「他の子はさせてもらっている」
と言ってきた時に、「うちはうち」。何処まで納得し
ているのかと譲れない一線は有るので、固いとか厳
しいと言われても（特に携帯の使い方）親として、
20 才までは、少なくとも高校卒業までは頑張りたい
と思う。そういう子供の気持ちを深く知りたい。

■ 世の中の変化が激しすぎて、自分たちが経験した事
では、子供達を導けない。何が良いのか分からない
世の中なので、人間関係を大切にできる人格を身に
つけてほしい。とりあえず、我慢の出来る人間になっ
てほしい。

■ 成績が悪くなったこと（入学時に比べて）。
■ 親として子供にアドバイス・助言をする際、どうい
う位置（立場）で言えばいいのか迷う事がある。対
等に一人の人間としてなのか、親として威厳を持っ
てなのか、友達のように気楽な方が善いのか…。

■ 教育費・部活費など学校（授業）外の費用が多くか
かる。ユニホーム・遠征費など出さないわけにはい
かないし、進学の為塾の費用も、「かけてほしい（出

してほしい）」と言われ出さないわけにはいかない。
親が苦労して働いている事を、子供は見て育ちそれ
なりの努力はするが、働いている親自身の生活は、
満足できる内容にならないのが寂しい。

■ 学力面でついていけてるかどうか。携帯ばかり見て
いる。

■ 進路で話し合った時、希望をかなえてやれなかった。
経済面で無理があることを伝え、理解を得るのに、
親として申し訳なく思いました。自分の力で夢はか
なえてほしいと伝えました。「頑張る」の返事に私
も勇気をもらいました。“学ぶ”ことはいつでも出
来る事なんだと親子で感じました。

■ 部活の先生との考え方の違いから、性格が素直のま
まで、いられなくなるのではないかという、不安が
あります。本人に自信を持たせてやりたいと思って
いるが、今の学校生活では、持たせてやれないまま
になっている。

■ 今の一番の悩みは進路についてです。できることな
ら進学させてやりたいが、長男も進学している為、
学費の事、進学後、４年後に就職があるかどうか…
という事が心配です。

■ 部活に追われて成績が上がらない！
■ あまりに真面目過ぎて、大胆な事も出来ず、今時の
子供（高校生）とは思えないほど、良い子です。自
分に自信が無く、小さな枠の中でしか行動出来ない
ところが心配です。初めての子供なので、小さなこ
とを言い過ぎて、大らかに育児できていない母親、
私自身の育て方に問題があったのか？と度々申し訳
ない気持ちになったりします。今はとにかく大きな
心・広い心で大きく自分に自信を持って、羽ばたい
てくれる日が来る事を祈る思いで、見守っているの
ですが…。後悔先に立たずです。

■ 自分の事が嫌いで「しっかりしないと…」と思うの
で、子供には私自身の失敗を「こういう風にはなら
ないように」と話してます。

■ 大人と子供の間で、本人を含めて、親も初めての事
だらけで、とまどっています。進学するのかどうか、
真剣に考えればキリがありません。本人のしたいよ
うにさせるとは、親としてはどうなのか？思いはめ
ぐります。父親はいたってのんきで、母親任せで、
子供も余り父親には話したがりません。私一人では
不安に思って、インターネットで調べたり…。

■ 困っている事は特にありません。明るく元気に挨拶
したり、地域の方に良く話しかけられたり、困って
おられると助けたりして、お礼にとお家で出来た、
みかんや柿を学校の帰りに頂いてきて、家族にくれ
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たりします。料理が大好きで、自分で考えた創作料
理を家族に作って、味を評価して欲しいと言ったり、
人の気持ちや周りの友達に対して、細かい気配りが
できる様で、親にはない面を沢山持っています。同
居している私の両親の深い愛情を生まれてから、兄
とともに受けて、人間性豊かに成長している姿には
日々感謝しています。無償の愛というとおおげさで
すが、核家族ではない、祖父母とのふれ合いによっ
て、得られてもので、ありがたいと感じています。

■ いろいろな事をもっと手伝ってほしいです。
■ 自分の意見を言えるようになってほしい。
■ 今はもう、一番大変だった時期が過ぎたと思ってい
ます。中学の時に、人間関係でもう、大変でした。
子供の悩みは私の悩みでも有り、イヤでイヤで毎日
が辛かったけど、最後に分かったのは、学校に行か
なくても、元気で家族でいる時は、明るく笑ってく
れているだけでいい !! それだけです。

■ 三人兄弟の末っ子で、上の二人は勤めで家を出てい
たり、帰りが遅かったりで、家庭の中で、兄妹と話
をする事がほとんど無く、どうしても無口になって
しまう。こちらが問いかけた事でも、首を縦か横に
振るだけで、あまり親と話してくれない。

■ 友達の付き合いをどのくらい親が把握していればよ
いのかわからない。

■ 娯楽が低俗。
■ 家庭内では人への思いやり、付き合い方を話します。
実際、友人へ行動をおこしても、相手・周りの友達
の考え方・行動に理解できない事が多いようです。
子供を見ていない親が多すぎると思います。

■ 子育てというよりも自分がもっと、子供の気持ちを
分かってやれたら良いのにと思います。子供から言
われて反省する事も多いし、仕事と家庭というバラ
ンス良く生活できればと、努力したいと思っていま
す。子供は親のいう事は聞かないけれど、“する事・
している事・行動”は良く見ています。良い事も弱
い自分もどんどん見せて行きたいと思っています。
お互いに助け合って、ともに成長していきたいとお
もっています。家族ですから…。

■ 何回も何回も注意していますが、携帯に依存してい
るように思えてならない。

■ 本人が希望している大学に、金銭的な理由で諦めさ
せる事があるかもしれません。しいて言えば、それ
が困っている事です。

■ 母子家庭で、父性に欠けた子育てはどういう子が育
つのか、目の当たりにしながらの子育てです。父親
がいないことで、幼さが目立つ気がします（私自身

未熟な人間ですので）早く自立させたいがゆえ、基
本的な躾けは幼児期に出来ても、大切な成長期に与
えられるものに限界があると、痛感しています。子
育てや教育に一番大切なものって、一体何なんで
しょうね…。

■ 進路を考えるとき、進学にお金がかかりすぎるとこ
ろ（主人の仕事が不況で辛い状態なので）。

■ 携帯をもっていないので、クラスや友人関係で浮い
た存在になっていないか心配。

■ 友人関係に現在悩んでいるようです。話を毎日聞
くようにしています。楽しく学校生活ができたらと
思っています。

■ 夜、もう少し早く寝て、早く起きてほしい。
■ 特にありませんが、子供が自立していく中で、常に
見守ってやり、元気でいようと思います。

■ 母子家庭であり、経済的に不安定であり、子供にも
我慢ばかりさせてしまっています。よく分かってく
れているので、わがままは余り言わず、他の子と同
様にさせてやれない事も多く有ります。「父親がい
ないから」と言われないようにと、つい子供に我慢
をさせてしまい、申し訳ないと思うことが沢山有り
ます。

■ 携帯の使用時間がとても不安です。・子供本人は協
力を求めるが、親には協力しない。・部屋の片付け
が全く出来ない !! まったく。・イライラしておこりっ
ぽい。

■ 片付けられない。・考え方が甘いのが心配だ。・お金
をかけてあげられない。

■ どうすれば、また、いつになったら、進んで物事に
取り組んで生活するのか、まだまだ、気配が感じら
れない。

■ ○○高校に進み、就職も決まったけれど、進学への
道もあったのに、行かなくて良かったのか？これで
よかったのかと思っています。

■ 仕事が忙しくて平日はほとんど家事が出来ていない
状況。子供はどう感じて見ているのか分からない。
私には優しくしてくれるが。

■ 男の子で、家で余り話をしません。学校での部活や
友人関係がどうなのか、まったく分からず心配して
います。

■ 子供にやる気と自立性を養う指導方法（育て方）を
教えていただきたい。

■ 小さい時に大きな病気をしたので、心配しすぎのと
ころがある反面、一番上なので（三人兄弟）つい、
ほめようと思っているのに、感情的になって叱って
しまい、後で私が自分がいやになって、落ち込んで
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しまいます。子供も他の兄弟に比べ、自分ばかり叱
られると、下の二人に当たるので、負の悪循環にな
り、私もイヤになってしまいます。又、神経質で、
否定的な事ばかり言って、感情的になって泣く事も
あり、年頃なのか、情緒不安定なのか、心配なとき
があります。そんな子供を見ていると、自分の育て
方が悪かったのかなと、後悔ばかりです。何にも無
ければ、すごくいい子です。

■ 進路の方向性。・夢を、持って生きて欲しいために、
自分に自信を持ってなんでもチャレンジして欲しい
が、すぐ、諦めてしまう部分がある。

■ 子供が以前から努力して向上するという性格ではな
く、楽して今の自分にあった進路を選びがちです。
親としては努力して上を目指してほしい気持ちなん
ですが、上を目指すように促して、本人がこの先失
敗した時、“自分の思うように進ませてあげればよ
かった”と後悔するかもと、なかなか、言い出すこ
とができず、歯がゆい思いです。

■ 部活と勉強の両立の事で心配になっています。朝練
がある為、朝６時に起き、帰宅も遅く、食事を取り、
風呂に入ると眠くなってしまい、勉強に集中できて
いません。このことで何度も子供と話し合い、部活
を辞めることも考えましたが、途中で投げ出す事も
良くないことだと思っていますので、時間をうまく
自分のペース・勉強のやり方を早く身に付けてほし
いと日々思っています。本人が進みたい進路は決
まっておりますので、目標に向かい頑張ってほしい
と思っています。

■ 主人の親（祖父）がいますが、昔の考え方で、教育
上良くない発言が多くて、困っています。

■ どの子も精神的（心）に強い人間になることを願っ
て、育てているつもりですが、かまってしまうこと
も多く、自分の中で矛盾してしまう事を感じていま
す。

■ （教育）塾に行かせたいが高額。・塾ではより早く、
より正確にとく方法を学習するが、学校では順序だ
てて、とく手法学習なので、プラスαが欲しい。塾
との格差が出てくるのが心配。・国公立・私立大学
の情報（傾向と対策）を入手したいがその手段が無
い。

■ 母子家庭に最近なってしまったので（夫のリストラ・
借金問題が原因）今後進学していく上で、経済的な
ことが一番気がかり、進学後、学費以外にも色々と
出費が多くなるであろうし、卒業後は果たしてちゃ
んと就職ができるのであろうか…？不景気なご時勢
であるが、親も子も回りは結構恵まれている友人が

多く、ふと、不安になる。そんな精神的不安は誰か
に相談することも出来ず、また、解決策など無いは
ずなので、なるようにしかならないと、開き直って
生活していくしかないと思っている。

■ ２学期に入り保健室登校。神経内科にも受診中。10
月過ぎから少しずつ、教室に戻りましたが、学習に
遅れあり。本人にも波が有り、対応が難しい。高校
の先生方の対応はありがたく、少しずつ良くなって
いる日もあれば、部屋にこもってしまう日もある。

■ 姑と同居している為、私自身が困惑しながら子育
てしてきました。自信がない点も多くあるので、子
供にどう映っているのか、どう影響を及ぼすのか不
安になることがあります。親の背中を見て子供は育
つと思うので、私自身が自分を好きになって、良い
心の状態を保ちたいと思い続けています。核家族の
方は自信を持って育てていらっしゃるのではないか
と、うらやましくなります。

■ 子供が色々な集団の中でも“存在感”を発揮するこ
とができるよう、粘り強い精神力を持ってほしいと
思っています。努力を積み重ね、やり抜く力をつけ、
その中で達成感を味わってほしい。親としてもまだ
まだ甘いところも多々ありますが、教育面で色々と
ご指導いただけたらと思います。

■ 勉強で分からないところがあれば、学校の先生に質
問するように子供に伝えているが、学校の先生が忙
しそうなので、なかなか、声を掛けにくいらしい。
塾に行ってないので、そういう時はやはり、塾に行
かせた方が良いのかと悩んでいます。もう少し、先
生と会話ができる時間があればと思います。

■ 希望校にせっかく入れたのに、クラブばかりで、日々
の勉強にあまり力が入っていないです。帰宅もクラ
ブ終了後だらだらしているらしく、遅い時は８時半
を過ぎたりします。平均でも８時過ぎる事がほとん
ど。本人は一向に気にしていませんが、女の子なの
で、帰宅が遅いと心配です。学校までもかなり遠い
ので（自転車で 45 分）日々の生活では、クラブで
疲れるのか、だらだらしていて、夜中にお風呂に入っ
て、そのまま寝たりします。風邪を引かないか、お
ぼれたりしないか心配です。本人にいつも言ってい
るのですが、改善する気は無いようです。家での学
習もあまりしていない様で、成績も大分下がってし
まいました。せっかくの高校生活なのだから、クラ
ブもいいけれど、もう少し他のことにも力を入れて
ほしいです。性格的には素直な方なので、もう少し、
日常生活にメリハリを付けて過ごしてほしいもので
す。小学生の頃までは好き嫌いなく食べていたのが、
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中学に入って以降、嫌いな物が増えてきました。最
近男子の友達も出来たらしく、それも心配です。

■ アンケートに書いています高校１年の息子たちが、
小学校・中学校の頃からパソコンの授業が始まり、
小学校でも！中学校の授業では学校でも、宿題（調
べ物などの）でも、ＰＣを使うことが当たり前になっ
ています。社会に出てからの為に使い方を身に付け
ておかなければならないのは当然のこととは思いま
すが、私共の子の場合、ＰＣの知識・使い方・技術
の方が先行してしまい、生活の中でどう役立てるの
か、考える力や使用時間の組み立て方（例えば、ゲー
ムなどの遊びに使っても、時間を考えて止める事が
できる等）について、自制心など精神的な成長が伴っ
ていないようです。今の家庭では若者にとって興味
ある情報や遊び（ゲーム）が簡単に手に入れられる
状況であり、中には、生活に必要な、その時するべ
き事と、うまく使い分けられているお子さんもおら
れるでしょうが、息子の場合、学校の課題に遅れる
など、問題が起こることがあり、困っています。

■ 片付け・身の回りの掃除など出来ない、などといっ
た基本的な生活習慣をどう身につけさせたらいいの
か、毎日注意しても、まるで、気にする事もなく。
諦めた方がこちらも楽かもと思ったりしている。

■ 子供が、したい事を何でもしていいと思っている事。
出来る事としたい事がわからない様である。・相手
の立場に立って考えることが出来ない（分からない
と言う）。

■ 親の口から言うのもなんですが、３人子供がおりま
すが、どの子も子育てに関して悩んだことがあまり
なく、素直に育ってくれたと思っております。主人
も協力的だった事もあり、家族関係も良好です。常
識的なことも身についていると思われます。

■ 勉強をあまりした事がないので、どう指導して良い
のか分からない。教材を購入する事は何も言いませ
んが、どのように使いこなすかを、考える事ができ
ません。本人任せでやっていますが、一応、親の代
わりに指導してもらえる様にと「ベネッセ」は利用
させて貰っています。宿題や部活も有るので、塾な
どには行かせてませんし、そこまで勉強に「がんじ
がらめ」にしようとは思っていません。進みたい道
が見つかる様には応援しようと思ってはいますが、
狭い道より広い道、多くの選択肢を持てる様にさせ
てやりたい。こんな教育方針はだめでしょうか？
はっきりと具体的に明確な進路を示さないとダメで
しょうか？

■ 授業→復習→予習→授業　このサイクルが定着しな

いので、学習が理解できていない。どうも、悪循環
に陥っている様子。

■ 三女で上の娘と年令があいている事もあるためか、
わがままで気が強いところが心配です。上二人のア
ドバイスも聞きながら、心豊かに優しい心を持って
育てているつもりですが…。もちろん、やさしい所
もあるので、言い合いになったら、ごめんなさいは
言えます。かといえば、甘えて来る所もあり、親子
でベタベタして、コミュニケーションを取る時間は
持っています。将来自分の目標は就職を考えると希
望と現実が無理に合わせないといけないのでかわい
そうです。なりたいのはスポーツインストラクター
でも、就職を考えると、学校関係を本人も考えてい
ます。

■ 部活中心の生活で、勉強する事を忘れているように
思う事がある。将来進学を希望しているようだが、
裕福ではないので、経済的に援助しやすい環境を
作ってほしい。

■ 口出ししてしまう。アドバイスが自分の望む方へ、
子供を誘導しているのではないかと思う時がある。

■ 時間の使い方が下手で、もったいないと感じます。
時間はあっという間に過ぎることを理解していな
い。後悔しない人生を送ってほしい。

■ 中学の時とは違い、開放的なのか、高校に入ると全
然勉強せず、困ってしまいます。

■ 経済的に大変な状態になっている。この子が卒業す
るまでは、何とか頑張りたい。

■ 携帯電話のメールなど、ズッと依存しています。今
の子供には必須の物かも知れませんが、勉強に集中
できないのでは？と思います。取り上げる事もでき
ないし、他の子供さんはどうでしょうか？また、親
子の会話もできる時と出来ない時があり、本人の考
えを十分に聞き出す事が難しかったりします。情報
社会になった割りに、親子間の関係は希薄になって
いることを感じています。

■ 小さい頃から生活習慣等色々口やかましく言ってき
ました。友達にも恵まれ、楽しく学校生活を送って
いますので、私としては満足しなければいけないと
思うのですが、ついつい大雑把な点が気になり、指
摘してしまい、お互い気まづくなります。私自身が
もっとおおらかな気持ちで、接しなければと思いつ
つも、なかなかうまくいかず悩みます。

■ 不便な所に住んでいる為、志望大学に家から通学で
きない為、下宿になる事が不安です。

■ とにかくこの国は教育にお金がかかりすぎる。政府
の政策に矛盾を感じるのは私だけでしょうか？
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■ 年齢的にそういう時期だと思いますが、子供が家で
全く会話をしなくなり、部活や学校の事が把握でき
ません。

■ 私は頭がよくて勉強ができても“ あいさつ ”のでき
ない子供はよくないと思っています。思春期で声が
出なくても、頭をチョコっとたてに振る子供の方が
かわいいと思うし大好きです。わが家（私は）は「あ
いさつ」「基本的生活習慣」に◎がついてないと許
しません。子供達もよく理解しています。次男は高
校に入学し、しぶっていたサッカーを続けて、今は
キラキラしています。長男ばかり世間は「すごい !!」
とほめるけど、私は彼の成長する姿がまぶしい。先
生や友人から自分を認めてくれるうれしさが、彼の
成長を後押ししてくれています。よく話もしてくれ
て、今後の高校生活がたのしみでなりません。

■ 小さい頃よりゲームをさせたので、ゲーム、マンガ、
TV の時間が多い。家で勉強時間を決めてやらない。

（基本的にしない）整理整頓が出来ない。
■ 中３の時に右目にボールをあてられ、いつ見えなく
なるか不安。

■ 友人といる時間が長い中、色々な話はしている様だ
が、良くも悪くも左右されやすい。子供なので、もっ
と自分をもってほしくて、話せば話すほど、反抗す
るので困りはてています。

■ 大学での教育費がどれぐらいかかるのかわからない
のと、主人が 50 才をすぎてるので、いつまで働け
るだろうと思うと心配です。

■ ・何を言っても反発する。・私に対する言葉づかい
が汚い。

■ 私はどちらかというと、しつけ面で厳しい親だと思
う…。というより、他の親子さんは“ 子どもに甘い
なぁ ”と感じることがよくある。子どもはそんな
私に“ うちの親は厳しすぎる ”と文句をいうが、社
会にでて、しっかり生きていく上での大切なしつけ
を責任をもって身につけさせようとしていることを
しっかり理解してほしいと願う。

■ 教育に関しては、本人が勉強したい時にするだ
ろうと思っていますが、片付けに関して困ってい
る。服を脱げば、脱ぎっぱなし。何か使えば出しっ
ぱなしで、部屋が片付けられない。捨てる事を
ようしない。そこに、どう言えば、自ら進んで片
付けたりするのだろうか…。見るたびに、そう感
じ、時々「脱いだらすぐたたむんやで～」と言っ
ても、全く習慣にはならず、手をやいています。 
もう一つは、何かしなくてはいけない事があっ
てもギリギリで、こちらがヤキモキしてしまう。 

人に対してはやさしいので、それに関してはありが
たいのだが、押しつけられて NO. と言えないのが改
善できればと思います。

■ 他人とくらべて「我が子は…??」と、イライラする
ことがあります。17 年育ててきて、思い通りな結果
を得たことがない。残念です。

■ 今まで親が何でもやってしまいすぎて、子どもが自
立できず、親がすることによって努力しなくなり、
今になって、もっと頑張らなかったから努力が足ら
ない !　この年になっても自立が出来ないと言われ
る子どももかわいそうで、申し訳ないと思います。 
かと言って、前に戻るわけにもいかず、この先、ど
うすることによって子どもがしっかりした子に育つ
のか、自立した子になるのか考えさせられます。

■ 姉がフリーターで家にいます。就職がむつかしいの
で、職につかないままの姿をどうとらえているのか、
今後気になります。仲はとても良いのですが、経済
力の有無で関係が変わってしまうのではないかと不
安になります。

■ 人に流されやすい所がある。
■ 友達親子のように、何でも話しができるように心掛
けています。男の子なので、全て話してくれる事は
ありませんが、子どもから何か話を始めた時は、ど
んなに忙しくても聞くようにします。母子家庭で、
寂しい思いをさせてしまったのですが、それがか
えっていい方に向いて、子どもにはいつも目を光ら
せて、ある程度好きな事もさせて、いい関係ができ
ていると思います。とても優しい子になってくれた
ので、このままでいてくれたら嬉しいです。

■ 現在子供が思っている価値観が少しづつ微妙にずれ
がある事があり、とまどう事があります。困ると思
う程ではないのですが…。基本的に優しさが有り、
思いやりがあり、良く気のつく子供を持って自慢で
すし、誇りです。しあわせを感じます。欲を言えば
切りが無く、もっと勉強してとか、色々ありますが、
充分満足しています。この子が居るだけで家庭が明
るく、本当に幸福です !!

■ 家族といっしょにいても、パソコンにむかって、ネッ
トやゲームをしていることが多い。特に、少女のア
ニメのでてくるサイトを見ている様な気がする。

■ 学習習慣がついていない。
■ 大学進学に向けて、学力向上の為塾通いが必須かと
思いますが、これまで通ったことがなく、どういう
基準で選べば良いのか分かりません。

■ 不登校の子供がいて、将来を心配しています。学校
に行きにくい、行けない子供にもフィットする学び
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の方法を政府は義務教育にとり入れてほしい。見捨
てられているようで、悲しい。

■ 携帯やインターネット等で、友人関係や行動が把握
しにくいため、夜遅く出かける等、心配になること
がしばしばあります。信頼はしているので、深刻に
は受けとめておりませんが…。

■ 対象の高校生の子供は３人兄弟の末子です。割と細
かい所まできっちりしています。反面、大ざっぱな
所もあります。長兄に比べても自己追求が深く、選
択しようとしています。家庭で父親が職を失い、家
でブラブラしている姿をみてずいぶん批判します。
私も、同じ様にしているからだと思います。自分は
良き家庭人になり、家族を大事にしたいといつも
いっています。失業保険ぐらしなので、お金が学校
関係でいる（必要）時はすまなそうにしています。
不びんです。勉学にクラブにはげみ頑張っています。
私のことも大事にしてくれます。ぜいたくもいいま
せん。将来、心の豊かな暮らしをしてくれることを
望んでいます。回答になっていませんが、社会問題
が子供にも及んでいることを取り上げて下さい。

■ 受験勉強のため 21 時に寝て、３時に起きて勉強し
たり、休日もほとんど一日中机に向い、がんばって
いる。22 時頃寝て、朝まで（７時頃）寝ている時は
目覚めが良かったり、悪かったりするので、睡眠時
間のサイクルがかなり変動するので、大丈夫なのか
なあと心配しています。本人に任せていますが、体
調崩さないように祈ってます。

■ 男の子なので、気持ちがわからない事が多々ある。
高校生になり、急に反抗期になり、どう接していい
かわからない事がある。携帯電話を高校入学時に
買ったのですが、他校の生徒達との交友関係が全く
わからず、困っている。高校生になり、言葉遣い等
が急に悪くなった。

■ あまり言うことをきいてくれない。
■ ・進路（将来の夢）が、具体的に本人がいつ頃考え
れるようになるか心配である。・大学には行かせた
いが、奨学金も利用して、本当に無事４年間大学生
活を送れるか、正社員で仕事が決まるがとても不安
です。

■ 学費のこと。
■ 毎日、私が忙しい日々などで、子どもたちと話す時
間がないので、会話が少ないのが気になる事です。

■ 勉強しなくても、軽く大学へ入れると思っている。
あさはかな考えが心配です。

■ 全てにおいて、うまくいくという事はないけれども、
何でも素直に聞く耳さえ持っていれば、いずれ何で

も努力して良くなって行く事はできると信じていま
す。まず、自分の中から素直になれる自分をみつけ
て行きたいと考えています。

■ 病気を持っているため、大変心配です。
■ 早く目標がもてたらいいと思います。
■ 大学へ行かせてやりたいが、学費等不安がある。国
公立を目ざすために行かせる塾の費用もあまりない
ので…。私立大に行った場合、卒業まで支えてやれ
るかどうか不安はあります。仕事も先行きがわから
ないところなので…。

■ 現在のところでは、自分が思う以上に素直な人間
になってくれたと思う。しかし、今後、子供は自立
していくことであろうと思うが、その時に親として
じょうずに子離れできるか心配です。私は、自分の
両親のような大人になりたくないと、常々反抗して
きました。それは、正しい行いと思いませんでした
が、いつかは、子供もそれぐらいの自我が出てくる
んだと思うと、すこしさみしく感じるが、そのよう
な状況になったとき、自分はどのように対応すれば
いいのか、考えるところです。

■ 自分のこう考えているという事をいってくれるとあ
りがたいが、なにを考えているかが、親としてもわ
からない事がある。本当の自分を見つけてほしい。

■ 思うように育てられていないので育っていない。
■ 一番気になることは、進路のこと。しつこく“勉強
しなさい”というと反抗するし、言わないと、しよ
うとしないし…。目標は持っていても、他人事のよ
うに思っているところが多々ある。一年間でどのよ
うに変わっていくか…。

■ 情報がたくさんあったり（あり過ぎたり）半面、欲
しい情報が得られなかったり。教育費の問題。特に
大学。地方で生活できず（大学がないため）ひとり
暮しをさせなくてはいけない。生活費と教育費との
ダブルはしんどい。

■ 子供がなりたいと思っている職業が現実的ではな
く、親として、将来自立して生活していけるか心配。
ただ、男の子なので、若いうちにやりたい事をさせ
てやりたいと思う気持ちもある。

■ ・たまに体調をくずし、「休みたい」というので、
自分でしっかり体調管理ができるようになってほし
い。・自主学習をもっとしてほしい。

■ 高校に入った時は色々とあったので、不安な所も
あったけど、今は、楽しそうにしているので安心で
す。

■ 高校生になればもっと素直になるかと思っていまし
たが、今だに反抗期の様な所があって困ります。進
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んで家事とかする様にもなってもらいたいもので
す。

■ 他人の子供と何事にも比べてしまい、自分の子供の
方が劣っていると思ってしまい、“ほめる”事がと
ても少なくなり、“つい叱ってしまう”事が当たり
前になってしまった。やり直しが出来るなら、もっ
と小さい時から“良い所”をほめて、自信をもてる
子供に育ててあげたかった。私がもっと心に余裕が
あれば、もっと子供達は大きく成長できたであろう
と後悔ばかりしています。子供達の教育には、金銭
的な事がつきものなので ‶十分な教育とは”何なの
だろうと時々考えてしまう時があります。金銭的な
余裕＝幸福な家庭と思う時もよくあります。

■ コミュニケーションが少し問題。
■ 就職を希望していますが、学校宛に募集が少ないで
す。学校によっては、募集の数もちがうので、エリ
アがもっと広がるように力をいれてほしいです。

■ 多感な時期でもあり、心配をすればキリがない程あ
りますが…。信用していると言う事を態度や言葉で
伝える事で、今の所は特に問題なく毎日すごせてい
ると思います。よほどの事がなければ、今後も大き
な問題が起こる様にも思いません。祖父母も同居し
ていますが、父母に対するより優しい所は、わが子
ながらいい子だなあ～と思います。幼少の頃から父
母共働きで祖父母に大きくしてもらったという思い
が、感謝として態度や言葉に出るのだと思います。
その気持ちは誰に対しても必要だと思うので、この
まま大人になって欲しいと思います。

■ 子育てにまったく父親の協力が得られず、こち
らからは父親に一生懸命働きかけてきたつもりで
すが、途中からさじを投げてしまったような状態
になっています。男の子でもあるし、父親にもっ
と期待していた部分があったように思います。そ
れを父親に言ったりしたこともありましたが、現
在、父親はうつ状態となり、もう１年以上仕事に
も出ていません。こんな状態で育った子供が、将
来、ちゃんと１人前の人間としてやっていけるの
か、こんな父親を見て、今、傷ついているのでは、
ととても心配です。（あまり表には出しませんが） 
私は、父親が子育てに参加しない、子供のことなど
関心がない、そんな状態では、ちゃんとした子育て
などできないのではという思いが強いです。

■ 21 才のときに未婚で息子を出産しました。生活す
るのに朝から夜まで働いて、子供のめんどうをみま
せんでした。それではいけないと、息子が小学１年
の時、看護学校に行き、昼だけの仕事で夜は息子と

いれるようにしましたが、看護師になってすぐ結婚
しました。今の主人は、私と息子につらく当ります。
このアンケートを書いている時も「何長々と書きよ
るんや」と言います。病気のせいか、涙が出て止ま
らなくなりました。そしたら「息子とどこかへ出て
行け」と言います。中学校２年、３年と不登校でやっ
と高校生になれて、学校生活を楽しんでもらいたい
のに、主人は私に暴力をふるったり、息子につらく
当ります。あと２年、息子に苦労をかけると思いま
す。通学のバス代もあげれず、自転車で行かせてま
す。ほんとに申し訳ないと思ってます。息子には、
将来の夢をかなえさせてあげたいのですが、お金が
ありません。早く私の病気を治して、息子を幸せに
してあげたいです。息子は部屋にこもって主人のい
る時はごはんも食べません。息子が何を考えている
のかもわかりません。夜遅くまで出かけている事が
多いです。でも、学校が好きみたいでがんばって行っ
てます。

■ 子供のことを一番に考え、叱ってくれる教師が少な
い（学校の体面等を気にせず、時には親の事もしか
れるくらいの先生がいない）。常識があり、思いや
りのある友達が少ない（我が子も含めて）。

■ やる気が十分でない。自分の興味のあることだけを
する。楽な方へすすんでいる。学習障害でもあるの
かと思ったことがある。

■ 高校３年と２年、中学１年生の子供を持つ親です。 
以前、子供が小さい時に、学校の宿題で（小学校の
時）「わからないので、教えて」と言われ、みてや
るのですが、子供は「ちがう。先生と教え方がちが
うし、先生は、そんな事は言ってない」などと反発
した事がありました。私たちが教えてもらった方法
と同じと思うのですが、子供達には聞きいれてもら
えず、今は教え方も変わったのかなあ～と感じた事
がありました。

■ 男の子なので進路の事とかもう少し考えてほしいの
ですが、楽する事しか考えてないようなので、心配
しています。

■ 今の時代は、生きていくのに大事な事が昔と違
い、難しいと思う。学力も大切だが、それより
も人間としての心が欠けていると思う。勉強よ
りも、人間らしさを学ぶ方が、命を守る（心を守
る）為に必要な世の中になっているように思う。 
そもそも教育って何なんでしょうか…。

■ 進路、大学や部選びは、子供の好きな事から考え
て決めていけばと考えていますが、それでいいので
しょうか？就職のこととか、もっと他に考慮するこ
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とは、どんなことでしょうか？
■ 子供と素直で正直な親子関係でないため、信用
してやろうとしてもどこかで子供を疑い、自分
で悩み苦しんでしまう。コソコソと良くないルー
ルの守れない子がにくらしく思ったりもする。 
どうして事実を認め、それを自覚し、受けとめられ
ないのか、もう大人の仲間入りなのにーと思ってし
まう。

■ とにかく携帯を常にさわっている事が不満であり、
不安でもある。家でも学校でも今の子は、甘やかさ
れすぎているように思う。しかるべきところはビ
シッとしかって欲しい。

■ 部活に入部していますが、中学校の時よりも気持ち
を一つにして頑張っていこうと本人は思っているの
に、同部員にはその自覚がなく、勉強と部活の事が
本人は何故か納得いかないので、よく機嫌をそこね
て帰宅しています。話しは親子でよくしますが、もっ
としっかり勉強、部活に先生も力を入れてほしいと
思います。

■ 運動と勉強との両立。
■ フルタイムの核家族の共働きで、残業もあり、子ど
もが小学校のころから就寝が遅かったり、夕食が遅
くなったりし、子どもの成長によくないと思いなが
ら、自分の手も遅く、さっさとできないことが多い
です。せめて、小学校の頃は、さっさと帰って早く
夕食をつくり、早くねさせていればよかったと思っ
ています。これからは、子どもが１人で生きていく
ための家事能力などをつけさせなければと思います
が、下の子の特性か、家事が得意ではないので、あ
まり手伝いも言いつけずです。部活や勉強があると
思うと、そう多くは頼めないなと思ってしまいます
が、本人のため家事の手伝いもさせなくてはと、こ
のたび思いました。いまだに、本人は、学習面で中
学生のようにのんびりしており、学校や塾でさんざ
ん学習習慣をつけるべきといわれていますが、日々
の予復習や定期テストの勉強もきちんとできていな
いのが、なぜだろうと思ってしまいます。

■ ゲームに向ける集中力を自分のために向けてほし
い。

■ 毎日の生活は、部活にも頑張り、規則正しく送れて
いるので、あまり心配はしていないです。が、年齢
的にそういう年頃だろうと思って見守ってはいるの
ですが、家族と会話をしない事が、少々心配です。 
学校の情報とかが、わからないので、なるべく、休
みの練習試合は応援に行き、子供の様子、又、他の
お母さん方との交流により学校、子供の事も聞けた

りするので、なるべく参加する事で、見守って行こ
うと思っております。

■ 経済的に厳しく、学力はあっても大学に進むことが
困難である。奨学金制度も考えているが、卒業して
子供自身が払うとは言っても、働いて返すことにつ
いて自信がない様子。親も４年間数百万円子供にか
ける収入がなく、不安が多い。学力があるのに、学
費を考えるとしぶしぶ専門学校への道も視野に入れ
ている。

■ バランスのとれた生活、けじめのある時間の使い方
を身につけてほしいと思います（勉強、遊び etc）。

■ 高校進学時は、部活動で○○高校を目標に受験を
しましたが、これからの大学受験や就職など、今後
の進路で本人が何をやりたいか？がまだよくわから
ず、親としてどうアドバイスをしたらよいかむずか
しいです。

■ 吹奏楽の部活に入っているのですが、練習時間が長
いので、内容的にも問題があり？体力的にも、時間
的にもギリギリのところで、自宅に帰るとそのまま
ベッドに横たわり、両立できないのではないかと不
安です。授業についていけないとよくいいます。

■ 特に大きい事は思いませんが、健康で伸び伸びと
思いやりのある子供に成長してくれたと思います。 
今のところ、勉強面も頑張っている様ですので、困っ
た時は相談御願い致します。

■ 母子家庭なので、進学させてあげたいですが、金銭
面で充分にしてあげれるかどうか、なやんでいます。
お金が必要な時にいくらでも出してあげれると良い
のですが。

■ ・同じように育てたつもりの兄弟でも、全く違うこ
とでとまどってしまう。・コミュニケーション能力、
他の人とのやりとりが下手。どう応援、援助すれば
いいのかわからない。あれこれやってみるが、期待
できる効果がみられない。・やる気、意欲をおこさ
せるような方法がみつからない。

■ 孫が両親とわかれ、祖父母の私達の所で、高二の孫
だけ一緒に暮らしています。今までいろいろな事が
あり、心の中で葛藤している様です。もう少しすな
おさがあれば…と願っています。今までの家庭での
淋しさ等、母親とのいさかい等があったので、なる
べくリビングで話をする様にしています。勉強も自
室ではなく、リビングでやっております。何が良い
のか私達にはわかりかねる事がいっぱいで、勉学に
対して何の意見も言ってあげられないのが少し不安
に思います。ただ、健康でスポーツしてくれている
のが救いです。
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■ 現在の社会環境の中で子育てをするのが大変難しい
と感じています。個人の声では変える事ができず、
流されていると感じる事が多いです。生命のことな
ど、哲学的なことをもっとしっかり教えるべきでは
ないかと思っています。

■ これを書いたら関学に入学できるのですか？次男の
入学金を返して下さい。できることなら 30 年前に
戻りたい。

■ 親には分らない世界が（見えない）出来ている（ケー
タイ、パソコン等）。何に軸を置いたらいいのか分
かりにくい世の中になっているので、難しい選択を
迫られていると思う。

■ 自分に自信がないため、子供に対する厳しさが足り
ないと感じます。

■ 部活と勉強の両立。進路（選ぶ大学）。将来の職業
の夢。

■ 子育てでの不安はやはり将来の進路についてが不安
です。今現在の家計の状況では、子供の望んでいる
大学に行かせてあげれるのかどうかとか、色々考え
させられる事があります。できるかぎり親としては、
子供が望む大学に通えるよう、頑張っているという
状態です。今の所、娘２人共高校生生活を楽しく過
ごしているようなので、安心していますが、このま
ま、素直に思いやりのある女性に成長してくれると
うれしいです。

■ 長男が大学１年生です。２人共中学から塾へ行っ
てました。現在、次男は塾へは行ってません。何故
なら…長男が私大の理系で、教育費がすごいからで
す…。公立高校無償化とはいえ、家族単位で考える
と、たいした金額ではなく、塾代が家計を圧迫しま
す。わけのわからない“ゆとり教育”まっ只中の兄弟。
塾に行かないとついていけない教育は、根本的に間
違っています。教育費にお金がかかってしまう現状
が、本当に頭が痛いです。

■ 核家族のうえにフルタイムで仕事をずっと続けさせ
てもらってきました。そのため子どもたちには、ガ
マンをさせてきたところが多いと思います。体調面
でも調子の悪い時には、気づいてやるのが遅れたり
…と…。しかし、３人兄弟で仲よく助け合ってこら
れたところがあったのでは、と思います。できるだ
けコミュニケーションをとれるようにと、気をつ
けていますが、兄弟で互いに精神的な部分でも支え
合っているようにも思えます。

■ 携帯ばかり触っている（依存している？）子供を見
て、何とかならないものかといつも思っています。

■ 甘やかして育ててきた為、依存心が強く、何でも人

任せである。注意すると逆に親にダメ出しをしてき
ます。

■ 男の子なのですが、事情があり、成長期の一番大
事な時に父親の存在がなく、でも、居る時と同じよ
うな生活で暮らしているつもりですが、実際は、母
子家庭みたいな感じなので、本人も本当に信頼して
相談出来る人がいないんじゃないかと思い、不安定
な状態のまま努力はしていますが、勉強も部活動も
中途半端な感じになっているんじゃないかと思い、
子供をなるべく不安な気持ちにはさせないように、
冷静に対処するようにはしているつもりですが…。 
後は、本人を信じてやる気が出るように応援はして
いるようにしますが、良いアドバイスを子供に教え
て下さい。宜しくお願い致します。

■ 自分で自由に授業がとれるとうたっているが、○○
を事前にあきらめさせたり、グレード制によって全
部教えてないのにもかかわらず、テストに出すなど
あまりにもひどい教授方法について頭にきている。
一部の生徒をたたき上げて有名大学に進学させると
いう指導方針のように思われる。ある程度、人格の
形成されている高校生であるので、もっと多くの者
に目をかけ、伸ばしてほしい。
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