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ウワサの保護者会！ テーマは、反抗期！ 

 

高山 ：尾木ママは教師時代に、反抗期の子どもたちにいっぱい触れてきたんですか？ 

尾木 ：いっぱい触れましたね。僕、中学高校の教員だったでしょう。いっぱいどころか、もう反抗期

真っただ中ですもん。 

反抗期は、女子が早いの。大体、１歳から１歳半は早いんです。男の子は、まだ幼稚なかわい

い子がいるの。その子が夏休み明けると、かったるそうな顔つきになったり、「うちのおふくろ

がね」って言ったり。おふくろっていう言葉を使ったら、もう１００％反抗期に入っているの！ 

 

 

反抗期は、大きく分けて２つある！ 

まず幼児期に強情を張る「第一次反抗期」。 

 

そして今回、取り上げるのは、「第二次反抗期」。 

思春期である中学生の時期がピークとされ、早いと小学校中学年から始まる子もいる。 

精神的に自立しようとする時期で、親を拒絶するなどの行動が特徴だ。 

 

 

 

 

【今回のホゴシャーズ】 

 

金のなる木（母）：長男・小６/次男・小４ 

モルモット（母）：長男・高３/長女・中２ 

たけのこ （母）：長男・小６/長女・小１ 

ビオラ  （母）：長女・小４/次女・小１/長男・年少 

きりん  （母）：長女・高１/長男・中１ 

れんげ  （母）：長男・高３/長女・中３ 

 

か～なり手こずっている人から、反抗期が来る気配がない…という人まで！ 

わが子の反抗期、語っていただきましょう！ 
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ビオラ：うちは、小学校３年生のとき娘と対等にやり合って、９時ごろに長女が家を出て行ったことが

あったんですよ。 

尾木 ：夜の９時？ 

ビオラ：はい。「大人は何なの？！もう、上から目線で勝手なことばっかり言って、子どもの気持ちなん

か、もう全然わかってないんだから！」って。いや、もうショックでしたね。 

きりん：うちは、娘が中学２、３年のころに「あ、これは反抗期だな」と思うような頃があって。 

例えば、洗ってあるタオルとかを、「なんか、臭い。こんな臭いの使えない」とかって言って洗

い直させられたとか。あとは、やっぱりお父さんのことを、「なんか汚い」みたいに感じたらし

く、「お父さんが入った後のお風呂には入れない」とかって言ってシャワーだけで済ませるとか。 

れんげ：うちの娘は反抗期が突然始まって、すごく激しかったですけど、突然終わりました。今は、一

緒に映画を見に行ったりとかしています。 

尾木 ：この反抗期の期間の長さ、それから程度の差というのは、僕ら教師から見ていると、人によっ

て全然違うの。すぐすり抜けてしまう子、１週間ぐらいで終わっちゃう子。それに、中学の入

学式から反抗期で暴れ狂って、卒業式も荒れまくって出ていく、３年間吹き荒れる子もいた。 

 

高山 ：金のなる木さんのお宅は、小学校６年生と４年生の兄弟。 

２人とも、ちょっと反抗期に入ったんじゃないかなという言動が見られるそうですね。 

金のなる木：うん、はい。 

 

 

金のなる木さんのお悩みは？ 

小学生の子どもたちが反抗期を迎え、言うことを聞かなくなったこと。 

 

 

 

つばさ：なんで？だって俺…。 

金のなる木：なんでじゃないの。あなたおふろ！ 

（全く動こうとしないつばさ君） 

金のなる木：おーふーろ！ 

げんき（つばさ君に）：おーふーろ！ 

金のなる木（げんき君に）：あなたは宿題！ 
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特に大変なのが、兄のげんき君。 

昔は、おとなしくて、公園でもじ～っとしているような、消極的な子だったげんき君。 

 

しかし！ 小学３年生の頃から一変！ 

腹を立てると、物に当たって反抗するように。 

最近は、ゲームのやりすぎで携帯を没収されて怒り、ついに母を殴ったという・・・！ 

 

 

 

金のなる木：この間、初めて手が私に出てきましたので、ちょっとショックというのもあり…。 

 

じゃあ、２人が何を考えているか、知りたいですか？ 

 

金のなる木：うん、知りたいです！！ 

 

では、お母さんのリクエストにお応えしましょう！  

兄弟２人が、「おれたちの反抗期」を語り合う！ 

 

 

 

げんき：つばさは、ワガママだ。 

つばさ：げんきのほうがヤバいよ！ だってさ、ふつうにさ、お母さんバーンって殴って。お前は暴行！

おれは口。 

げんき：それ、１回だけでしょ！おれがやったの。 
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つばさ：でもさ、おれはまだやってないよ！１回も。 

げんき：あ、そう。 

つばさ：だから、俺のほうがいい子！えらい！！ 

げんき：変わらねーし、そんなの。 

 

ここで、最初のお題。 

２人が、親にされてイヤなことって何？ 

 

 

 

弟のつばさ君のトップ３はこちら。 

 

 

 

１位は、宿題をやれと言われること。 

実際の様子を、定点カメラがとらえていた！ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ある日の夕食後。宿題の作文を、なかなかやらないつばさ君。 

なのに、マンガを読み始めた・・・ 

 

金のなる木：ねえ、もうそれいいからさ！ 

（金のなる木さん、マンガを取り上げる） 

つばさ：え～！ 
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金のなる木：え～じゃない！いいから宿題をやりなさいって言っているの！ 

つばさ：もう！できないんだよ！お母さんのせいで！ 

金のなる木：なんで私のせいなのよ？ 

つばさ：集中できない！ 

金のなる木：じゃあ、黙っているよ！ 

つばさ：だから、それがうるさいの！ 

金のなる木：なんで？邪魔するからできないって… 

つばさ：だから、それがイヤなんだよ！ 

 

前は聞き分けのいい、素直な子だったのに…。最近は、口答えばかり。 

気に入らないと黙りこんでしまうことも増えたという。 

微動だにせず、３分が経過・・・ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

一方、兄のげんき君は？ 

 

 

 

３位は、弟の味方をされた。 

２位は、やろうと思っていたときに注意された。 

１位は、携帯を没収された！ 

 

気になるのは、こちらの３位。 

弟のつばさ君、身に覚えは？ 

 

げんき：あるだろ？お前。 

つばさ：うん。でもさ、いいじゃん別に。 

げんき：よくない！ 

つばさ：おれはさ、小さい子ども（だから味方されてあたりまえ）。 

げんき：味方をされた側を考えろ！お前、子どもじゃねーだろ。 
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そう、兄の不満を、定点カメラがとらえていた。 

 

げんき：つばさがなんか蹴ってきた！ 

 

 

 

突然ゴングが鳴った兄弟ゲンカ！ 

仕掛けたのは、弟。兄の顔面に先制パンチ・・・！ 

お兄ちゃん、我慢ならず、弟に襲いかかる！ 

 

つばさ：あぎゃあああ～～～！ 

げんき（母に）：ココ殴られたんだよ！（顔を指差して）ココ！ココだよ！ココ！ 

金のなる木（げんき君に）：アンタもやりすぎだよ！ 

げんき：は？ 

金のなる木：あなたの力はね、バカ力なの！ 

げんき：は？それが？ 

 

自分だけを冷静に注意するお母さんに、徐々に反抗心むき出しに！ 

 

金のなる木：いいよ。はい引っ込んで！ 

げんき：うるさい！ 

金のなる木：さっさと引っこんで！ 

げんき：うるさいんだよ！ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

げんき：味方されるとムカつくんだよ！ 

自分が悪くないと思っているのに、自分が悪いみたいなこと言われてさ。 

つばさ：はぁ。 

げんき：ムカつくんだよ！絶対、おれのほうが言われるんだもん。 

つばさ：そう？確かになんでさ、弟は優先的なんだろうね？ 

げんき：知らねーよ！ 
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げんき君、つまり、何にそんなに反抗しているの？ 

 

 

 

自分へのあきれた態度…？  

 

げんき：冷静に返されて…冷静に言われるのが本当にイヤ！！ 

つばさ：冷静に言われるの？ 

げんき：なんだろうな、難しい！なんかムカつくんだよ、それが。 

 

なぜだかわからないけど、あきれられると、反抗をヒートアップさせてしまうという、げんき君。 

理由なき反抗を、弟はこう分析する。 

 

つばさ：野球のコーチとか監督とかはさ、なんか、他人じゃん！だからさなんか、言い返すのも言いに

くい！お母さんって家族じゃん。俺たち、そこから生まれてきているでしょ。だからなんか、

言い返しやすい！ 

げんき：やっぱ親だとさ、なんか言えるよ！思ったことを。 

 

金のなる木：いや、知らなかったですね。うーん。 

きりん：いや、でも、なんかムカつくとか、監督とか他人には言えないけど、家族だから言えちゃうと

かっていうのがあって、ああいうのは「ああ、何か腑
ふ

に落ちたな」という感じ。 

高山 ：それは、他人にはそんなに言えない。 

れんげ：外ではいい顔するけど、家帰ってきたらホッとしちゃうっていうのがあるみたいで。 

娘も言っています。外で頑張って、疲れて帰ってきたら、家で素の自分が出たときにやっぱり

ワガママ言っちゃうっていうのを言っていますね。 

モルモット：うちもそれはある、やっぱり。 

金のなる木：外では、いい子ですよ。 

よく言われます。（先生に）「もう、あり得ないです。家ではすごいんです」って言っても、「想

像できません」って言われて。「いや、本当なんですよ」って言っても「いや、でも学校ではそ

んなことはないんで」って言われるんですよね。 
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尾木 ：お子さんを見ていて思ったのは、特に男の子はね、小学校５年生の終わりから６年生ぐらいに

なって、多くの子がようやく言葉もつながるようになってくるんですけど、自分の感情とか、

ママにいらついているのはどうしてなのかとかいうのが上手に言葉で言えないんですよ。言語

能力が、未熟なんです。だから、言葉で言えない、でもなんとかしたい。しようがないからゴ

ンと殴るんです。 

高山 ：やっぱりお兄ちゃんのほうが、我慢している度合いというのが、ちょっと強いのかなという印

象も受けるんですけどね。特に、弟との関係性ですかね。 

たけのこ：私の兄は、すごい出来のいい兄だったんですけど、子どものころ、私は勉強がすごく嫌いだ

ったんで、それで兄ばっかり褒められていて、私ばっかり「勉強しろ。勉強しろ」って。言わ

れ続けているのが、すごく嫌だったんで、やっぱり反抗は激しかった。 

高山 ：比べられるストレスというか。 

たけのこ：ストレスったらないですね。もう、私なんか要らないんじゃないかって思いましたね。 

高山 ：ひょっとしたら、金のなる木さんの兄弟も、心の中ではいろんな葛藤をしている可能性はある

かもしれませんね。 

金のなる木：うん、あるんですかね。 

尾木 ：だからあそこで、お兄ちゃんがバンバンってたくさん殴り返したじゃない？そのときに「あら、

お兄ちゃん、どうしてそんなに殴っちゃうの？」って聞いてあげればいいの。それを、あんた、

「バカ力があるんだから」って。これじゃあ、「うざいよ、うるせーよ」ってどんどんエスカレ

ートするのよ。お母さんが「どうしてそんなたくさん叩きたくなっちゃったの？」って、聞い

てあげれば、それまでの不満がいっぱいあるだとか、いろんなことを言ってくるはずなの。理

由を聞いてくれるとか、わかってくれるというのがあれば、そんなお母さんをボカンと殴るこ

とはないの、必要がないの。 

金のなる木：でも、なんかその場になってしまうと、「何ー！」と思って、その「どうして叩いたの？」

なんて、そういう気持ちにはなれず、「何で叩くのー！」のほうが、先に出てきてしまう。 

ビオラ：そう。もう、こっちが感情的になって、血が高ぶっちゃうから。 

金のなる木さ：やっぱり、私も同等になってしまう…。 

尾木 ：言葉で表現できる受け皿っていうかしら、器をつくってあげないと。 

金のなる木：私が…。兄に対して…。 

尾木 ：うん、そう。 

金のなる木：同等じゃなくて、ちょっと一歩置いて…。 

尾木 ：同等になっちゃダメよ。若いわねえ（笑） 

たけのこ：同じ６年生でこんなに激しい反抗期があるのに、うちは多分ないんじゃないかななんて今、

思っているんですけど。兆しもないですね。優しい。 

きりん：うちは中１で体は私より大きいんですよ。なんか「メシ！」とか、そういう命令的なことは言

うんだけど、反抗っていう感じでは全然なくて。 

反抗期を迎えないまま大人になると、後で何か犯罪的なことをやるんじゃないかみたいな恐れ

もちょっとあり、うーん。 
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高山 ：逆に心配？ 

きりん：そう。反抗期がないのが心配。どうなっちゃうのかなって。このまま、何もなく大人になって

いくのか、おっしゃったように突然「おふくろ」とか、「うるせー」とか、「クソババア」とか

言い出すんだったら、逆に安心な部分もあるんだけど。 

高山 ：きりんさん、言われたそうな顔していますね（笑） 

尾木 ：反抗期がない現象には二通りあって、ひとつはね、あまりにもお母さんが過干渉で、いちいち

押さえつけちゃっている。だから、家ではお利口さんだけど、外では暴れるみたいなタイプ。

これは、中学生でもいます。本当に過干渉でガーっと押さえつけちゃうと、反抗期がないよう

に見えるけども、極めて危険ですよね。それが、必ず爆発しますから。 

それから、もう１つの場合は、賢明なお母さん方は「自分で決めなさい」とか「あなたこれか

ら宿題はいつやるつもりなの？」とか、そういう言い方で自己決定をすごく大事にしてくれる。

放ったらかしとは違うのよ。自己決定というと、放ったらかすんだと思う人もいる。違うの。

放ったらかしているように見えるけども、ちゃんと自分で決めていける条件を整備してあげる

とか、ヒントを与えるとかね。そうしたらぶつかり合う必要が余りないから、反抗期をすり抜

けていくんですね。 

きりん：確かに、後でこっそり見たらやってあったっていうのはありません？ 

飲み終わったペットボトルを、後で見たらちゃんと片づけてあったとか。 

れんげ：あと、時間とか決めたらどうですか？うちいつも、「何時からしませんか」という感じで、家族

全体が時間単位で動いているんで。勉強するのも、「じゃあ、３０分から」って本人たちも、最

近自分たちで言い始めているんで。 

金のなる木：やりますか、それ？ 

れんげ：はい、やります。 

モルモット：偉いね。 

金のなる木：いや、それないですよね！ 

一同 ：ない、ない。ありえない！ 

尾木 ：そう、自己決定というんですけど、これが一番大事なんです。 

子育ては、自己決定をどれだけ積み重ねるかで、中学生、高校生、どんどん大人になっていけ

るかつながってくる。自分で決定し、勉強も一生懸命することになるかとか、そこが一番大事

なところ。 
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高山 ：さあ、モルモットさん。今日はいつもに比べると口数が非常に少なく…。 

モルモット：なんかもう、もうみんなの話を聞いて、うんうんと思いながら…。 

高山 ：実は、現在中２のいくちゃん。娘さんが反抗の度合いが、もう半端ないと。 

モルモット：もう、そうなんです。 

高山 ：日に日に、反抗の度合いが強まっていると。 

モルモット：そうなんです。もう、ひどくて、ひどくてしようがないですね。 

 

 

モルモットさんの娘、いくちゃん、中学２年生。 

今、反抗期の真っただ中だ。 

 

もともと、明るい性格だったいくちゃん。 

しかし、中学生になってから、親に対し、ことあるごとに激しく反抗するようになった。 

 

 

 

モルモット：いくら言っても聞いてくれない。どう言っても聞いてくれない。もう泣き叫んじゃうとき

があるので、それがどうしようもない。止まらないときがあるので、それが一番困りますね。 

そっとそっと、「いくちゃん…」って。優しくじゃないですけど、小さめに声を掛けてみたり…。 

いく ：暴言とか、本当につらいときとかは壁バンバンやっちゃって、３箇所ぐらい部屋にも穴を開け

ちゃったし、廊下にも開けちゃったし。 

怒りがある程度おさまったとき「またやっちゃったっ…」って感じになります。 
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夜。いくちゃんのイライラが、噴き出した。 

 

いく ：意味わかんねえ、くそババア！ 

モルモット：ねえ、勘弁してくれないかな！ねえ!いったい何してほしいの？何が気に入らないの！？ 

 

実はいくちゃんには、家で感情を爆発させてしまう理由があった。 

中学に入って友だちとうまくいかなくなり、学校を休みがちの日が続いているのだ。 

 

モルモット：いくだって、親になったらわかるんだよ、ママの気持ちが。 

いく ：泣かしたくて言ったんじゃねえよ！ 

モルモット：泣きたくなるよ、ママだって。これだけのことをされてさ。 

いく ：どうせ迷惑ですよ！存在が！ 

 

行き場のない、思春期の子どもの気持ち。 

いくちゃん、いらだちを「家族に」ぶつけてしまうのはなぜ？ 

 

いく ：学校、友だち関係のイライラとか、いろんなとこの怒りを、いっぺんに家で集中させちゃって

いる。 

反抗しても、お父さんとかお母さんとかお兄ちゃんとか、当たっても普通に、いつも通り接し

てくれるし、態度変えることは絶対しないので。家族が好きだからていうのもあります。 

 

高山 ：モルモットさん、もうどうしていいかわからない…？ 

モルモット：いや、もう本当にわからないぐらいでしたね。 

ビオラ：行き場のない感情が、もうバーって家で爆発している。 

モルモット：そうですね。 

だから、それだけ学校でね、やっぱりいろいろ大変な思いしているんだなっていうのは。 

ビオラ：抱えてきているんでしょうね。 

モルモット：そうです。三者面談に行くと、やっぱり学校ではいい子らしいんですよ。すごくみんなに

気遣ってやっているそうなんで、だからその分…。 

金のなる木：ああ、疲れちゃって、家に帰ってきて…。 

モルモット：そうですね。 

金のなる木：どうしていいか…。 

モルモット：わかんないような感じで。 

尾木 ：精神的なところがね。 

でも、ドキっとしたの、「私の存在がイヤなんでしょう」って、「存在」って言葉が出てきて。 

モルモット：そう、それ言ったら、もう本当に。 

尾木 ：あれは、思春期真っただ中の意識ですね。存在っていうのを見つめ始めるんですよ。 
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たけのこ：うーん、涙が出そう。私、なんか、昔の自分を見ているような気分で。 

私自身、反抗期が長かった。たぶん、小学校高学年から大人になるまで、結構長いこと反抗期

って言えると思うんですけど。母親とちょっとうまくいかなくって、もう、「死ね」とか、「く

そババア、出ていけ」とか、そういう暴言はもちろんすごいし、本当に会話はしないので。も

う、ずっと部屋に閉じこもって、親とは距離を置いて。でも、感情をぶつけなきゃいけないと

きは、もうバーってあんな感じで言って。 

高山 ：いくちゃんのような。 

たけのこ：うん。まさにあんな感じ。物に当たったりとか「なんで生んだんだよ！」とか、もうそうい

うこと言ったりとか。もう、親が言われたら絶対イヤだろうな、親が悲しむだろうなっていう

言葉選んで、もうグサグサ言っていた。 

だから、いくちゃんの気持ちがわかって切ない気分になってしまって。そこでね、今いくちゃ

んが何してほしいのかなと思ったら、うーん。共感してほしいのかな…。 

モルモット：そうですね。たぶんね、共感してほしいのかな、話聞いてほしいのかなと思います。 

あとね、恥ずかしいんですけど「だっこして」とか「おんぶして」とかってまだ言うんですよ。

中２なんですけど、やっぱりすごく甘えてくるし。 

尾木 ：反抗期の特徴というのは、親の権威から離れて自立しようとするでしょう。でも、まだ精神的

には弱いのよ。しかも、学校ではいろんな友だち関係の渦の中にいるわけですから、もう疲れ

ちゃっている。だから、親のところから離れて自立しようとすればするほど、そのパワーが強

くなればなるほど、同じように依存したい気持ち、ママのところにべったり依存したい気持ち

っていうのが、グッと強まってくるの。反抗するっていう現象と依存するっていう現象が、ぶ

つかり合っているの。 
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高山 ：その先に自立があるということを、ちゃんと踏まえておかなきゃいけないと。 

尾木 ：そこら辺のさじ加減っていうかな、すごく難しい。基本的には、やっぱりいくちゃんのことを

信頼していていいと思うの。 

モルモット：そうですね、やっぱ信じてあげなきゃいけないんですね。 

尾木 ：そう。そして僕、今のＶＴＲを見た限りすごく素敵だと思うの。僕なんて大好きになっちゃう、

あんな子。 

モルモット：あ、そうですか。 

尾木 ：そう。あれぐらいの子だったら、僕、大歓迎よ。１０人ぐらい大丈夫だ（笑） 

モルモット：そうですか。ただ、学校に行ったり行かなかったりしていることがあるんで、ちょっとね。

まだその解決がね、心配ですね。 

尾木 ：そうですね。だから、怖いのはあまり引きこもって、外との接点がなくなって、ママや家族３

人としか接点がないとなると、ちょっと怖いから。むしろ接点を、外へ広げてあげるの。 

例えば、隣近所で子どもたちが遊んでいれば、それをちょっと面倒見てあげるとか、ボランテ

ィアで地域の老人の方たちの何かお手伝いするとか、いろんなことがあるの。子どもだけの世

界じゃなくて、お母さん以外の大人との接点もあるとすごくいいと思います。そして、やっぱ

り外での大人との接点とか多様な人との接点があると、いくちゃんのいいところっていうのか

な、学校の先生から見るとしっかりしているよとか、近所のお母さんからもあなたが思ってい

るより以上にしっかりしているよっていうのが、ものすごく出てきて、安定してきますから。 

モルモット：こもっちゃうのはよくない。 

尾木 ：お母さんのほうも、実はこもっちゃうのはよくないのよ。 

ほら、もう精神的にも参っちゃうじゃない。 

モルモット：あ、そう。すごく参ります。 

金のなる木：愚痴とかが、こぼせるところがあると。やっぱり、この場もそうですけれども、なんか人

に話すことで、解決はしてないのかもしれないけど…。 

ビオラ：心が軽くなるし。 

モルモット：ほかの人に話すと、やっぱり、「ああ」とか思ってすごくほっとしますよね、やっぱり。 

尾木 ：子どもは、親離れをしていくのが反抗期でしょう。その反抗期につきあいながら、親は子離れ

をしていかなきゃいけないの。だから、子どもとバトルをやりながら子離れして、親の楽しい

生活を充実させるということ。楽しそうな親を見ていれば、子どもも反抗しているのが、アホ

らしいと思う。母ちゃんだけがあんな楽しんでいる。そうしたら、目からうろこみたいに一皮

むけてくるというかね。 

高山 ：親が一皮むけるというか、成長するチャンスを与えられたと思うぐらいが、精神的にもちょう

どいいかもしれないですね。 

ウワサの保護者会では、子育てにまつわる、さまざまなテーマをお届けします。 

みんなの知恵が集まるホームページも必見！ 

 

（終） 


