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2018年 12月 23日 親の会の広木克行先

生のミニ講演です。 

 

今日は特に不登校とは何かという根本的

な問題についてお話したいと思います。一

般的な不登校の話は子どもの問題と親の問

題、そして学校の問題として話が進みます。

お話したいのは教育の問題、特に子どもの

問題は子ども自身を見つめる目、それは自

分自身を見つめる目でもあるのですが、そ

ういう子どもを見つめる目と同時に世の中、

特に教育の制度を見る目、この二つが必要

になるのです。私の頭の中には教育の制度、

仕組みの問題があります。 

 

制度というと難しそうですが、６・３・

３制も法律で作られた制度です。その制度

は大変な教育力をもっていて先生が様々な

教材を使って教えるよりももっと深い力を

持っています。 

そういう制度の教育力と子どもを見る目、

この二つを常に見据えながら子どものこと

を考えていくと、親たち自身がどう物事を

見たらいいか、子どもにどのように触れた

らいいか、子どもをどう理解したらいいか

ということが見えてくるのです。 

 

今、不登校は第二の激増状態にあります。

不登校が増えるときには必ずその背後に子

どもたちのいじめが増加したり、自殺が増

加したりという、同じ制度的根っこを持っ

ている問題が表れるのです。不登校はその

中のひとつです。 

最近の新聞記事ではいじめが最多の４１

万件という記事が出ました。数もさること

ながら大事なことは４１万という数はいじ

められている子どもの数、少なくとも学校

で先生たちがいじめだなと認知した数です。  

いじめは多くの場合、子どもたちがいじ

めのターゲットになった子に様々な暴言や

不当なことをして孤立化させ、時には命さ

え奪うところまでいくわけです。 

 

実はそのいじめられている子どもも苦し

いけれど、いじめている子ども自身も様々

なストレスを抱えているということは皆さ

ん想像出来ると思います。そのいじめに関

わる子ども達のことを考えると今の教育制

度がどれほど子ども達を追い詰めているか

ということに気がつくと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

新聞ではこのいじめの問題と絡んで不登

校の子どもの数もこのデータと同じ日に掲

載されました。その数は１４万数千人、昨

年は１３万人でその前は１２万人だったわ

けです。毎年１万人ずつ増えている。  

いじめられている子どもの数は昨年は３

２万人でした。その前年は２２万人、毎年

１０万人ずつ増え、それだけいじめている

子どもの数も増えているという計算になる

わけです。 

しかし本当に真剣に捉えられているかど

うか、日本の社会、大人達のあり方が問わ

れます。とりわけ教育に直接携わる学校関

係者、行政の人々、政府、彼らがこのいじ

めや不登校の問題を放置しているというこ



3 

 

とは大変な社会問題なのです。 

不登校激増という表現の背後には今の教

育の矛盾の中でこんなに多くの子ども達が

いじめられて苦しみ、不登校にならざるを

得ないという現実があります。 

子ども達が次の世代を支えているわけで

す。一方で少子化という問題を抱えながら、

もう一方でこのような子どもの深刻な問題

が激増していることをまともに議論しない

ことが今の日本のリアルな姿であります。 

 

 

長崎新聞の12月13日号に日本財団が子

どもたちの不登校についての調査した結果

が載っていました。不登校新聞の編集部な

ども委託を受けて調査した数字ですので一

定の信憑性があると私は判断して紹介して

いるわけです。この不登校傾向の子どもの

数は文科省の紹介では１４万人でしたが、

新聞には３３万人という２倍以上の数字が

出ています。こちらの方がより真実に近い

と思っています。 

 

第一の激増は‘８０年前後から始まり現

在の第２期、これは大体２０１０年位から

始まっているのですが、これは何によって

始まったかというと全国一斉学力テスト。

今は小学校６年と中学３年がやっています。

学力調査といっていますが、実際はテスト

です。２００７年から始まりものすごい批

判が起きました。全員に実施すると順番が

つく、こんなことは子ども達と学校をめち

ゃくちゃにすることは分かりきっているか

ら止めなさい、各都道府県で学校を選んで

調査をすれば十分教育の問題は分かると言

ったのです。民主党政権になって一時抽出

調査が進んだのですが、２０１2 年、第２

次安倍政権が始まって全国調査に戻りまし

た。教育が競争の手段であると同時に全国

一斉学力テストを行うことによって競争が

質的に変化したのです。 

 

 

 

 

 

 

 

全国一斉学力テストは子ども達の競争で

ある以上に学校ごとの競争、どこの学校は

平均点がどうだったかと順番が出るわけで

す。ひどいときには成績上位の校長の名前

や逆に下位の校長の名が出る。そうすると

校長の名誉のために点数を上げないといけ

ないということになるだけではなく、各都

道府県、自治体ごとの競争になり、どうし

てうちの県は点が低いのだということで教

育長が詰問されるわけです。そうすると教

育長は次には必ず平均点まで到達させます

とか言い、それが現場に下りてきて試験の

点数を上げるために大変無理なことが行わ

れる。いまや学校は過去問対策で大変です。

しかも県の一斉テスト、市の一斉テスト、

国の一斉テスト、そして過去問、今は小学

校 1年生から過去問をやるのです。6年生

のテストのために1年から準備する。そう

いう事態が全国に広がっています。学校の

点数、市町村都道府県の点数を上げるため

の道具として子ども達を考え、道具として

役立たない者は排除することがいいという

ことになる。排除する方法として体調が優

れないとか、この子は障害があるから特別
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支援学校に入れて試験の対象にはしないと

か、ということが全国的に行われています。 

 

一人ひとりの子どもの命の大切さを考え

ると、排除するということはとても許せな

いことです。 

 

 

 

 

 

 

 

最近、発達障害としてＨＳＣというもの

がよく語られるようになってきました。精

神科医には広まっていますがＨＳＣという

と過敏な子のことなのです。様々な先生の

言葉に過敏になり神経質になって学校に行

けない、こういう過敏な子は精神科に行っ

て診断を受け処方をしてもらい過敏さを鈍

感にすることが大事だということになって

いるわけです。 

何が過敏にしているのか、その子が正常

にいられない原因は何なのかということを

考えなければならないのに薬を処方して過

敏さを抑えなくてはならない。そういうこ

とに今なり始めています。ハイリーセンシ

ティブチルドレン、感覚が強く反応するこ

と。最近は頭の大文字をとって何でもそれ

で表現する。ちゃんと使うのであれば下に

日本語できちんと書いておかなければなら

ないＡＤＨＤもそうです。なかなか集中出

来ない、または過剰に集中してしまう、注

意欠陥多動性障害と日本語で書けばいいの

です。 

こうやって一人ひとりの子どもの問題を 

医者に処方してもらい試験のときにはご遠

慮願うということが実際に起こりうるわけ

です。過度な競争が個人個人の競争を超え

て学校と自治体の競争になると学校と自治

体にとってマイナスになる子どもは不必要

ということになりかねない、そのようなこ

とが現実に起きています。 

やがてそれが当たり前になって親もそう

いうことがわかっても抗議することさえし

なくなってしまう。そうすると排除される

子どもだけが皆と違う、自分はおかしいと

いうことで心が傷ついてしまう。 

 

本当は一つひとつの表れに対して教師が

子どもを守るためにそれはおかしいと、そ

して親もこういうあり方はおかしいと何ら

かの形で声にしていくことが大事なのです。 

大阪の不登校の相談センターに相談に来た

一人のお母さんの手記がここに載っていま

す。 

「競争とテスト漬けは親の願いを見失わせ

ます。親の願いは元気に健やかに育ってほ

しいというもので勉強は出来たらちょっと

頑張ってほしいというくらいです。それが

中学生になるとテストによる順位付けが始

まり、親が勉強でないところに価値を置い

ていたのが一瞬にして崩れます。子育てで

点数が重要項目になってしまいます。そん

な中で息子は心身ともに疲れ中2の頃から

食事の量が減りました。中 3になると全国

学力テストやチャレンジテストがたて続け

にあります。その結果、親子関係がぎくし

ゃくなり担任の先生に「息子から話を聞い

てもらえませんか」とお願しました。先生

に話す中で、受験に対する焦りや親になか

なか相談出来ないなど親に話さない悩みが
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いっぱい出てきたそうです。先生は「話を

聞くことしかできませんでした」としかお

っしゃいませんでした。親として息子から

話を聞くことが出来ていなかったというこ

とを改めて気付かされました」 

 

これは素敵な先生とたまたま出会ったケ

ースなのですが、こういう先生がいると子

どもは救われます。しかし多くの場合こう

はいかないのです。例えばフィンランドで

は学校でテストをすること自体が慎重にす

ることを求められ、点数をつけることを法

律で禁止されています。テストは子どもに

序列をつけるためにすることではなく、答

案を見て子どもがどこで躓いているのか、

どこがわかっていないのか、そこを見て自

分の教え方が良かったのかどうか、教材が

適切だったのか反省するためにするのであ

って、これが今、世界の学校の主流です。

だから日本の学校がどこまで古いのかと国

際的には大変有名になっています。こうや

って親も教師も心ならずも子どもを追い詰

め、いつの間にか子どもが自分は駄目な子

だ、自分はいらない子だ、そう思わされる

ような事態になっていることが大きな問題

なのです。 

 

もうひとつ注目すべきは、文部科学省と

教育委員会が教育の中身に手を突っ込んで

発言出来る制度が 2006 年の教育基本法の

改悪によって出来るようになったことです。

改悪前は、教師と親以外の者が教育の内容

や方法に首を突っ込んではいけないという

ことを決めた法律だったのです。 

教育に対する不当な支配を排するという

第 10 条がとても大事だったのです。これ

があるために政府や権力者は教育に口をは

さめないのでそこを変えたくて、2006年第

１次安倍政権によりこの教育基本法が変え

られて、ここに政府と教育委員会が口をは

さむことが出来るようになり、全国一斉学

力テストが始まったわけです。問題をつく

るのは文科省です。その問題を解けるよう

に「これを教えなさい」と、文科省が言っ

たことを教えないといけなくなる。こうし

て試験を通し、教科書を通して政府と行政

が教育内容を支配出来るようになりました。

その頃から子どもが、学校がつまらない、

勉強が面白くないと言い始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本財団の調査の最後に面白いことが書

いてあります。「『学校に行きたくない理由

は授業がよくわからない、つまらない』こ

れが目立った。ところが文科省の調査では

『家庭の状況がよくない、友人関係に問題

がある』これが多数を占めており調査で異

なる結果が出てきた」 

学校で調査するとこういう風に先生達が

見るのでこのような結果が出るのです。学

校の授業が、文科省が「教えろ」というこ

とを教えているから子ども達も全く面白く

ない、しかもすごいスピードでやっていま

す。 

来年からは全国一斉学力テストで中学 3

年生は英語で話す力がテストに入るのです。
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何の条件整備もしないで、どうやってやる

のでしょう。これは小さい時から外国語に

触れていた家庭の子どもとそうでない子ど

もとの間では雲泥の差が出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の日本の学校は子ども達が反乱しない

ように管理をものすごく強めています。そ

の管理のひとつがゼロトレランス、容赦し

ないということです。 

例えば遅刻を1回したら処罰があるなど

理由もきかずにその子ども達を容赦しない

で罰を与えます。そういうことが現実に始

まっていることと、もうひとつは全てが決

まった通りにやらないといけないのです。

現場の先生達の話を聞くと子ども達の今の

つらさがとてもよくわかります。筆箱の中

には鉛筆が 5本、このように削ってこのよ

うに入れる、全部決まっているのです。あ

る市では三角形の鉛筆を5本入れる、その

通りにやらないと罰があるのです。容赦な

しです。そういう管理が今学校で行われて

いるので“友達何人出来るかな”と小学校

に入学した子ども達が連休の後くらいにな

ると学校つまんない、勉強も面白くない、

そういって連休の後６月頃になると小学校

低学年で学校で暴れ始める子、いじめが始

まる子、そして不登校で学校に行けない子

が出てきます。最近の特徴は不登校の子ど

もが特に小学校低学年で増えているという

ことです。 

ゼロトレランスのことを書いている箇所

を少し読んでみます。 

「手を抜くな、ダラダラするな、自分に

負けるな、教員から激が飛ぶ。私の勤務校

の朝の風景だ。朝の運動部合同練習の生徒

達はこのような言葉を受けながら毎朝走り

続けています。教員の言葉はこだまのよう

に先輩教員から若手教員へと広がっていっ

て子ども達にぶつけられています。大きな

声で怒鳴っていることが指導における熱心

さのバロメーターのようです。声を荒げて

いなければ指導していないかのように見ら

れてしまうという雰囲気が知らず知らずの

うちに拡がっています。子どもの目線にた

って想像してみると今日もまた怒鳴られる

のかと感じながら学校へ登校しているよう

な気がしてなりません」 

幼稚園の例です。グランドに出るときは

一列に並ぶ、先生を先頭にして昇降口まで

行進する、そして昇降口で靴を履いたら又

一列に並ぶ、そして先生が先頭に立って歩

く、軍隊と同じです。そしてそれを管理的

立場の職員が見ていて評価し、先生達は子

ども達と行列になって歩くことを求められ

るのです。グランドから帰るときも一列に

並び昇降口まで行進し、そこで靴をはき替

えたらまた一列に並ぶ、そして一列で教室

へ入る。このとき声を発することは禁止さ

れる。声を発すると処罰されます。こうい

うことが教育現場のスタンダードになって

いて、言うことを聞かない子はとても厳し

く指導され罰を与えられる。食事をすると

きにも声を出して食べてはいけない。給食

時間に学校へ行くととても静かな様子を見

て驚く親達が増えています。これが今の教
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育制度になっていて、そういう中で子ども

達は暮らしています。一人ひとりの子ども

がどうかということ以上にその背後にある

教育制度がどれほど非人間的であってそれ

に従ってしまうということが自分を失うほ

どにつらいということがお分かりいただけ

るのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦前は軍部が学校に口を出して軍隊教育

をしました。今はほとんど政治が口を出し

て学校の中でこういうことをやらせていて

それを教育委員会や議員が点検に来て、ち

ゃんとしていないと校長が指導され教育委

員会が指導される、そういう仕組みになっ

ています。 

子どもの声に耳を傾けるような教師は居

場所がなくつらい、そして心を病んで入院

する。 

子ども達に居づらい学校は先生にとって

も居づらい学校です。その中で良い子をし

てきた子ども達がかなり心が傷ついていて、

大学生の頃にそれが出てきます。それで大

学に行けなくなる若い学生たちが毎年 10

万人以上出ています。ものすごい損失です。 

教育の名でそういうことが現実に行われ

ているということを知っていただきたいと

思います。不登校というのはそういう子ど

も達が助けてほしいと上げた心の叫びです。

それが行動になって表れたのが不登校です。

わが子だけ見ていても学んでいなければ到

底わかりません。子どもが弱いのではない

か、この子はだらしがないのではないか、

皆学校に行っているのに何故この子だけが

行けないのかと子どもだけに目がいってし

まいます。クラスの中で自分の位置がいく

らもがいても這いあがれないとき、先生か

らの厳しい一撃で子どもは学校へ行けなく

なるほど深い傷を負ってしまう。そういう

ことが今は大変深刻な状態で表れています。

不登校とは家族に助けを求めてくれた子ど

もの姿です。ここが一番大事です。 

ですから家に助けを求めるという行動と

同時に多くの場合、症状を伴います。腹痛

や頭痛、または吐き気や朝起きられないと

いうような不眠的な様々な症状を伴います。

それだけ子どもの心は傷ついている。しか

しそれに親が気づかずに、とにかく子ども

に学校へ行ってもらわなければと思って対

応する。せっかくそこから逃げてきたのに

またその厳しさの中へ子どもをやろうとす

れば子どもは命がけで抗い抵抗します。だ

から小学校低学年であっても子どもが全身

で抵抗したとき、親達はこれはただ事では

ないと初めて気づくわけです。こうしてこ

こ 10 年くらいの間に子どもが行動や症状

などで自分の心の傷を表すようになってき

ました。子どものことだけを見ていると学

校関係者や一部理解できない関係者達は、

これは親の子育てが悪いからだ、甘やかす

からだと親へ責任を求めようとします。今

の学校のことを分からなければそうなって

も仕方がないことです。 

 

そして親の側から見れば子どもがこんな

に苦しむのは先生のせいだ、学校のせいだ
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と言いたくなる、しかし先生自身も実は苦

しんでいる、そういうことをせざるを得な

い中で子ども達を追い詰めてしまっている、  

そういうことが見えないと、本来ならば

協力し合わなければならない親と教師が対

立し合って、子どもにとってはものすごく

つらい経験になってしまう、 

そして学校の中の一部の先生と日本の行

政、更に一部の専門家も不登校は子どもに

問題があるからだ、子どものせいだという

ことでＡＤＨＤやＡＳＣやアスペルガーや

様々な障害の問題が語られるようになりま

す。例えば起立性調節障害、睡眠障害など

という言葉であたかもそれが治れば不登校

が解決したかのように錯覚をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

どれもが全て子ども達の本当の苦しみを

救い取ることにはなっていない。子どもを

見ることと同時に子どもがどんな仕組みの

中で学校生活をしているか、そしてせっか

く学校を出ても企業がブラック化して様々

なハラスメント経験（会社におけるいじめ）

で、せっかく社会に巣立ったのに続けるこ

とが出来ない。しかもそれを自分自身の弱

さのせいだと自分を責め自分を傷つけると

いうことが多くなってくる。今の日本の子

どもを通して見る大きな問題点だというこ

とを皆さんにはぜひ知っていただきたいと

思います。 

こんな中で子どもが家庭に助けを求めて

くれた、そんなに辛いとき子ども達は会社

や学校から逃げていい。しかしあたかも逃

げることは卑怯なこと弱さの表れであるか

のように多くの人が格好悪い、みっともな

いことと見て、子どもがせっかく助けを求

めてくれたことを逃げている、と子どもを

責めるわけです。実は日本のかつての子育

て、子ども達が育つ社会には逃げ場がいっ

ぱいありました。 

 

「学校に行かなければ死なずにすんだ子

どもたち」という石坂 啓さんという漫画家

が書いてくれたエッセイです。この本を読

むとよく分かります。 

 この方は手塚治虫さんというあの有名

な漫画家の弟子で子どもの気持を非常によ

く理解して書いています。幻冬舎文庫から

出版されています。まず書き出しから大変

面白いのでちょっと一部紹介します。 

「学校はおりてもいい場所であると大人

達はまず子どもに言ってあげてください。

何が何でも学校に合わせる必要はない、自

分の心や身体が傷つけられるように感じた

とき、自分自身の声がＳＯＳを発している

と感じた場合、危険な場所からまず離れる

ことが必要です。それは正当な判断です。

学校に行けなかったらどうするんだとか、

皆が行っているのにどうして行けないのだ

とか、周囲が子どもに強いてはいけません。

初めに述べたように私は今の学校が変だと

いう前提で考えています。変な場所へ行っ

てそぐわないと感じる子どもがいたら子ど

もの感度の方を優先して手当てをするべき

です。ＳＯＳを見落としたり判断を見誤っ

たために子どもが命を落とすほどにいじめ
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られたり脅かされたりした例がいくつもあ

ります。学校は行かなければならない所と

いう大人側の思い込みをまずは捨てるべき

なのだと思います」 

 

 

 

 

 

 

 

 

今から 10 年ほど前、お子さんを小学校

に入れた石坂さんが自らの子どもさんの体

験を通して書いたエッセイです。この中に

逃げ場というものが出てくるのです。大変

参考になりますので読んでみます。 

「今の学校の形態が子ども達にとって非常

に窮屈な閉そく感のあるものだとまずは念

頭に置いてください。昔はもっと勉強して

いたとか、昔は貧しくて大変だったとか、

簡単にくくらないでください。昭和でいう

と30年代から40年代あたりの子どもの生

活と今の子どもの生活とをちょっと比べて

みましょう。今の子ども達にはなくて昔の

子ども達には大いにあったといえるものが

いくつか決定的にあります。大雑把に一口

で言ってしまうとそれは広い意味での逃げ

場です」と５つの逃げ場を紹介してありま

す。「まず子どもにとっては空間としての逃

げ場がありました。何でもないほんのちょ

っとした空き地、草の生えている地面やど

ぶ川や平屋の裏には路地、子どもに遊んで

もらうための設備があったわけではない、

でも勝手に遊んでいても叱られない場所が

いくつもあった。これが空間としての逃げ

場です。今はどこの公園に行ってもそこは

子ども達の逃げ場として機能していません」 

 

空間としての逃げ場、学校がつらいとき

にそこにくれば辛さは消えないけれどちょ

っと心が救われるという逃げ場が非常に大

事なのです。一つ目が空間としての逃げ場、

二つ目、それは時間としての逃げ場。 

「生活が全般に貧しかった分、大人達は生

活のために忙しく働いていました。子ども

の数が多かったこともあり、今みたいに子

ども一人ひとりにゆっくり関わっているわ

けにはいきません。しかし今のように母親

から厳しく宿題や勉強のチェックをされる

こともなく、子どもは大人に干渉されない

時間がたっぷりとありました」 

その中で子ども達は幼いときから人間関

係を学んだのです。今は学校から帰ってく

ると待っているのは塾です。そしていまや

幼稚園の子ども達も帰宅後、大体塾、習い

事です。皆おとなの管理の元にさらされて

時間としての逃げ場も子ども達から奪われ

ました。でも親達は子どものため、子ども

達に習い事を要求しました。何故ならそれ

は試験で点数をつける学校の制度があるか

らです。親達は子どものためにやらざるを

得なくなるわけです。誰がその親心を批判

することが出来るでしょうか。試験は子ど

もの個性を見抜くことと教師の指導上の弱

点を見抜くこと、それが試験の目的です。  

フィンランドはとにかく遊び、これが第

一に重要視されています。そして家庭です。

宿題を出すと子ども達が家族と一緒に過ご

す時間を奪うことになる、学校にはそんな

権限はないと考えられています。日本も今

は多様な家族で育ち、いろいろな問題もあ
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る、個性もいろいろな形でひらいています

からそういうことが必要な社会になってい

ます 

 

そして3つ目はこう書いてあります。 

「学校の先生や親以外の大人達、子ども

にとっては逃げ場となってくれる他の人間

の存在がありました。人間としての逃げ場、

だから困ったときにはあのおじちゃんに相

談する、あのおばちゃんに相談するという

ようなことが昔はいっぱいありました」 

そのような関係をななめの関係といいま

す。親子関係は縦の関係、担任と生徒の関

係も縦の関係、友達同士の関係は横の関係、

そうではなく友達とも解決出来ず親にも言

えない、でも心がつらい、そんなときには

斜めの関係に相談するというような逃げ場

がかつては少なくともありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 つ目は自分の心の中に逃げ場がありま

した。 

「昔の子ども達は今の子ども達ほど勉強

に追い詰められることはなかった。要する

に良い成績を取らなければ学校的勉強だけ

が人間にとって大事だという価値観ではな

く、もし学校に合わないのであればいろん

な仕事がある、例えばお百姓さんがある、

手に職をつけての職人の道もある、いろん

な道があるということを私達は皆知ってい

ました。だから学校で成績が駄目でも仕方

がないということで親も子もある意味それ

を受け入れる土壌がありました。」 

そういう意味で子どもの心の中にも学校

で駄目だったら自分は将来がない、学校に

行かなかったら自分は生きられないと思う

ほど学校が絶対的ではなかったのです。社

会は子ども達を一人前の大人に育て上げる

力を持っています。私達も日ごろの生活の

中で出会うのは大企業のサラリーマンだけ

ではないのです。お店に行けば様々な職人

さんがいる、魚屋さんへ行けば魚を手際よ

く捌く立派なお魚屋さんがいる、皆それぞ

れ人生を築いていっているわけです。そう

いう多様な生き方があるわけです。学校で

良い成績をとることだけが唯一の幸せを築

く道と私達は思いこまされています。 

 

子ども達はただ一つの道だけを求められ、

それを外れると駄目な子、弱い子と自分を

追い詰め学校に行けなくなるというケース

が多いのです。この子にとってどういう道

が一番この子らしく生きる道なのか、そこ

に立ちかえって丁寧に見ていくことが大事

です。ただそれをやるには大変です。親が

それまで世間の中で自分の生い立ちの中で

身につけてきた価値観を変えるわけです。

この子が本当に生きやすい人生をこの子が

探すことを支援する、そのことがこの子を

支えることだと考えることが出来るように

なるまで、親は大変葛藤します。 

 

実は私が親の会で 30 年、皆さんと話し

ながら教えられてきたことは、自分の心の

中の重心を学校中心ではない、子ども中心

の子育てに変えていくような仕事に多くの



11 

 

親達が取り組んでいるということ、これが、

私が一番皆さんの言葉と皆さんの悩みから

学んできたことでした。それは私がこっち

の方がいいんですよと言って簡単に切り替

えられるほどやわなものではありません。

大丈夫だよ、必ず道は見つかるよとそうや

って子ども達を励ますことが出来る親に変

わるということは簡単ではありません。特

に父親が変わることは難しい。父親は今の

この社会で企業人として、良い大学を出て

いないといけないということも含めて、ど

うしてもそこに子どもの将来の自立を考え、

知らずのうちに子どもを追い詰めてしまう

ということがあります。 

 

子どもの将来は現在を生きることの中か

らしか見えてこないのに、この現在をひっ

くり返して将来の安定から引き算して現在

を考えるわけです。こうして将来という言

葉が脅しの言葉になる。今日の子育ての中

で、それが子どもへの大きな衝撃になって

います。 

このことについて浜田寿美男先生が本の

中にこう書いています。 

「将来という言葉は不安という形で人を脅

かす。例えば子どもが不登校になったとき

親達はその子どもの進む道をすっかり見失

って、一体この子の将来はどうなってしま

うのだろうと恐れる、子ども自身もまたお

先真っ暗の気分になって一歩を踏み出せな

い。将来のためにあらかじめ学ぶという学

校的発想は、何ら明確な裏付けを持たない

にも拘わらずそこからはみ出すことへの不

安が大きい。だから先生達も子ども達を指

導するときに将来はこうだからこうしなさ

いと言う」 

私があなたを見ている限りあなたはここ

が素晴らしい、ここにあなたは一番力が出

そうだからここを伸ばそうよと子どもの現

在をしっかりと見つめ、そこを励ましてい

くという本来の教育が成り立つためには試

験の点数などつけなければいいのです。そ

こが見えなくなってしまっている。この逆

転現象が我々親の心を蝕むわけです。 

私はどうしても看護師になりたい、だか

ら私は今何かを犠牲にしてでも頑張る、と

本人が決意してやることは自己実現のため

ですからいいのです。そうではなく親が将

来のため、又は学校がお前の将来の為に今

を犠牲にしてこうしろと強いることは全く

意味が違います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強いられた子ども達の中に何が起きてい

るのかというと自分を見失うということで

す。自分がわからない、これが今の子ども

達の苦しみです。不登校の子ども達が昼夜

逆転しながら真っ暗な夜の中で一番悩むの

がここなのです。私は一体何なのか、何を

するために生きているのかわからない。だ

から子ども達が過ごす時間は非常につらい。

その時間は、ゲーム依存、または様々なも

のの依存になっていくわけです。 

子どもの為と言いながら子どもを追い詰

めてしまう、そこから親自身が学ぶことを
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通して、苦しむことを通して子どもが今を

充実して生きていくことが大事、もし病を

得ているならば今はその病と闘いながら自

らの心を整理して病が治ったらこんなこと

をしてみたい、そう思えるように今出来る

ことをやりながら育てていくことが大事で

す。そこに徹するとき、そして親がそこに

共感出来るとき、子どもは親から力をもら

って心が元気になる。こんなことが出来る

ようになれたらいいなという夢を子どもが

持てるようになったとき、子どもは本当に

動き出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

私も日本の学校教育を変えていこうと思

って不登校の子どもの問題から見えてきた

こと、学ばせてもらったことを国会へ行っ

ていろいろ話をしたりしているわけです。

残念ですが今の日本の政治家は我々専門家

や教育者や親達の声を聞こうとしません。

財界の声を聞くこと一点張りです。小学校

に英語が入るということは内閣府が決めた

のです。教育の専門家、親、教育学者もい

ない、そこにいるのは財界人です。本当は

文科省にある中央教育審議会という専門家

も入っている所で議論してから法案になる

のです。 

 

今、日本の社会が急激におかしくなって

いる。小学生に英語を習わせる為にどれほ

どの準備が必要か。小学校 1年生に英語を

教えるプロなど日本に一人もいないのです。

養成する場所がない。まずは大学に小学校

英語のプロを養成する教職課程をつくりそ

こで 10 年位かけて人を育てて試験運転を

して何年生から教えれば子ども達は大丈夫

だという準備段階をやってから慎重に導入

すれば今のような混乱は起きません。幼稚

園、保育園で英語の習い事に通う子ども達

が続々それをやるととにかく英語嫌い、勉

強嫌いがいっぱい出てくる。しかも今の社

会の風潮の中で英語嫌いと勉強嫌いは将来

がないみたいに思われますから、どれほど

多くの子ども達が自己否定感を小学校に入

るやいなや味あわされることになりかねな

い、それを何とか防がなければならないと

いう思いで言ってきました。 

子どもとともに歩める親に重心移動する

為にどれほど苦しいか、その皆さんから学

んできたことをぜひ生かしていつも子ども

を見るときは両方の目（子どもを見つめる

目と世の中、特に教育制度を見る目）で子

どもを見よう、その為に今日お話しをさせ

ていただきました。今回、こういう時間を

つくっていただいて本当に有難いと思いま

す。 

 

イラスト by CHINATSU   


