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高山 ：さあ、今日は、中学生の９割が取り組んでいるという部活がテーマですけど。 

尾木ママ、部活というと、なにを連想しますか？ 

尾木 ：僕も、ずっと顧問をやってきましたけれども、部活っていうのはね、魔物みたなものですね。 

高山 ：魔物？その心は？ 

尾木 ：例えば、心配なことで言えば、上意下達。 

高山 ：縦社会。 

尾木 ：それから勉強もね。疲れすぎちゃって勉強できないだとか、部活はいろんなことが弱点として

言われているんです。 

けれども、うまくいくと、むしろそこで自分の個性を発揮したり、みんなで協力するよさを味

わったり。自主的民主的に部活をやっていくと、ものすごい力がつくんです。 

高山 ：じゃあ、より学生時代を豊かにする、そんな部活のあり方を、今日は見ていきましょうかね。 

 

ウワサの保護者会。 

今回のテーマは、皆さんも、きっと青春時代に経験したことのある？《部活！！》 

 

【今回のホゴシャーズ】 

メンドリ （母）：長男・高２／長女・中２ 

シクラメン（母）：長男・中３ 

なでしこ （母）：長男・中２ 

すもも  （母）：長男・中３／次男・中１ 

タンポポ （母）：長女・高３／長男・中１ 

ミツバチ （父）：長男・高２／長女・中３／次男・小５／次女・小３ 

 

 

運動部に所属する中学生の保護者の皆さん。 

今の部活について、早速、話を聞いてみよう〜！！ 

 

高山 ：さぁ皆さん、お子さんの部活で悩んでいることがあるという方、ちょっと手を挙げていただい

てもいいですか？ 

なんでもいいです。ちょっと悩みがあるなとか。なんか挙がったり、挙がんなかったり（笑） 

シクラメンさんは悩みというと、どんなことがありますか？ 
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シクラメン：部活と勉強との両立とか。 

本人のモチベーションが下がったまま。 

「疲れたから、今日はソファーから動きたくないよ」みたいなことがよくあって、「部活のせい

にしているでしょ」って言いたくなることがよくあるんですけど。 

 

 

番組アンケートで、部活の悩みについて聞いたところ・・・ 

テスト前でも部活優先。 

早朝や夜間にも練習があり、ほとんど勉強していない。 

など、多かったのが、「部活と勉強の両立」について。 

 

中学２年生の娘が剣道部に所属する、メンドリさんに具体的に悩みを聞いた。 

 

部活を終え帰宅してから、家での過ごし方を尋ねてみると・・・ 

平日、帰宅するのは夜７時。すぐに晩ご飯を食べる。 

 

メンドリ：食べ終わると、だいたいソファーのほうへ移動してテレビを見ます。 

 

すると、いつも決まって、寝てしまうという。 

 

 

 

メンドリ：お風呂も入っていない、歯も磨いていないという状況で寝られるのが嫌なので、引っ張って

でも起こしますけど、なかなか大変です。 

 

午後１０時ごろ、なんとか風呂場に向かわせるが・・・ 

 

メンドリ：フッと気がつくと、全然水の音が聞こえてこないし、おかしいなと思って、「入るよ」って言

って洗面所に入ると、洗面台の前で体育座りをして寝ているみたいな。本人は「起きている、

寝てない」って言うんですけどね。 
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平日は２時間以上の練習。土日も試合。ほとんど休みがなく、部活づけの日々を送る娘。 

メンドリさんが気がかりなのが、やっぱり勉強のこと。 

「机に向かって勉強している」と、本人は言うのだが、そっと部屋をのぞくとやはり寝てしまっている。 

 

メンドリ：通信教材もあり、あと学校のワークみたいなものもあるので、それを、この部活のスケジュ

ールで全てこなしていくのは、無理じゃないかなと。 

 

「部活と勉強の両立」皆さん、やっぱり心配ですよね？ 

 

 

高山 ：相当疲れているんでしょうね？洗面所に体育座りで寝るって。 

メンドリ：あの収録のあとは、洗面所で横になって寝ていました。 

高山 ：エスカレートしていますね。 

（一同笑） 

メンドリ：夫が、もう引っ張って。タイヤ引きのように引っ張って。 

高山 ：でも、起きたくないというか、起きないくらい？ 

メンドリ：起きない。もう引っ張って、部屋まで連れてって…。 

部活のせいで勉強する時間がないっていうのはわかるんだけれども。うるさく言っても、親子

関係がギスギスしてしまったりとか、たぶん言ってもやらないから。 

高山 ：成績にも表れているくらい、深刻なんですか？ 

メンドリ：いや、そんなことはないっていうか。そんなに成績はよくもないですけど、やっぱり、親は

ふだんから勉強をもっとやれば、もっといいのにと思う。けど無理だなって。 

 

子どもたちは、いったい、どれくらい勉強しているのか？ 

ホゴシャーズの皆さんに、１週間のタイムテーブルを記録してもらった。 
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黄色の部分は、学校で授業を受けていた時間。 

緑色の部分は、主に部活をしていた時間。 

オレンジ色の部分は、家や塾で勉強をしていた時間だ。 

 

高山 ：尾木ママ、誰か気になるのはありますか？ 

尾木 ：あっ！少ない！オレンジって、これでしょ？ 

メンドリ：時々、勉強ってあります。 

尾木 ：じゃあ薄くオレンジね。 

 

 

 

高山 ：メンドリさんのところは、部活がない日だけ勉強？ 

メンドリ：部活がある日も、やるときはあるけど、規則的に毎日お勉強するには至っていないです。 

高山 ：ちなみに、寝落ちをしてしまうっていうのは、仕方のないことなんですか？ 

これなんか、対処する方法ってありますか？ 

尾木 ：教えちゃおうかな。 

ご飯を食べてからでもいいし、食べる前でもいいんですけども、本格的に寝る前に、勉強始め

る前くらいに、１５分か２０分寝るの。それ以上、寝ちゃダメ。ほら、睡眠っていうのはリズ

ムがあるの。深い睡眠と浅い睡眠と。 

メンドリ：レム睡眠？ 

尾木 ：そうそう。そのちょうど区切りのところの２０分くらいでパッと目を覚まして勉強をやると、

ものすごく集中力出てくる。体の疲れも一気にとれます。 

高山 ：なるほど。 

タンポポさんのお宅は、毎日勉強時間ありますね。 
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タンポポ：勉強といっても、ほとんど宿題だけです。他の勉強はあまりできてないし、うちの子、あま

り集中力がないんで、これくらい時間取ってないと終わらない感じ。 

高山 ：そうですか。 

タンポポ：たぶん、３０分でできる子とかはできちゃう。 

高山 ：じゃあ、“ながら勉強”をやっているところがある。 

タンポポ：そうですね。 

高山 ：ちょっと、すももさんも、気になるんですよね。 

勉強時間はあるんですけど、非常に限定的な感じがしますよね？ 

尾木 ：非常に、はっきりしているわね。金曜日からは、お休みなんだ？ 

 

 

 

すもも：土日は、野球で早く行くから、前日は早く寝ましょうみたいな感覚でいるんですけど。 

容認しちゃっています。 

高山 ：でも、皆さん、程よくオレンジ色（勉強時間）がありますね。 

尾木 ：まあ、一応オレンジ色はあるよね。 

 

（高山アナウンサー、ミツバチさんのボードを見て…） 

高山 ：え？勉強は？ 
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ミツバチ：書き忘れた訳ではないんですけどね。おかしいですね。 

高山 ：キレイにないですよ。勉強という字が。 

尾木 ：そう。あの聞いたら、悪いかなと思って聞かなかったの。 

ミツバチ：色分けされると、恥ずかしいですね。 

（一同笑） 

尾木 ：よくわかるわね。 

ミツバチ：顧問の先生と相談して、ちょっと部活をお休みして、まずは勉強する習慣を身につけようと

なりまして。 

高山 ：それでボードを２枚お持ちなんですね。バドミントン部を休部したあと、どうなったのかとい

うのを見せていただいてよろしいですか？  

ミツバチ：こうなりました。 

 

 

 

尾木 ：あれ？ボード変わったの？ 

ミツバチ：全く、勉強時間は増えなかったですね。全く、増えなかったですね。 
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部活をしなければ勉強時間が取れるのか？ 

 

こちらは、部活と勉強時間の調査をしている首都大学東京の西島央先生。 

 

 

 

調査によると、実は、意外な実態が浮かび上がってきたという。 

「部活をやっている子のほうが、平均時間ですけども、長く勉強している。部活をやっていない子のほ

うが、勉強していない」 

 

西島さんの調査から、家での勉強時間を比較したところ、部活をしている子の勉強時間は平均８５分。 

部活をしていない子の勉強時間は平均６６分。 

なんと、部活をしていない子の方が、家での勉強時間が短かったのだ。 

 

「部活動に入っていない子たちは、まだ明るいうちに家に帰る。保護者もまだ帰っていない、自分の時

間がたくさんあるから、ついＳＮＳ・テレビをつけているような感じで時間を費やしてしまっている」 

 

 

高山 ：部活をやめたあと？ 

尾木 ：なにが増えたんですか？ 

ミツバチ：昼寝。 
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ミツバチ：体が疲れないので、夜遅くまで起きちゃうんですよ。夜遅くまで起きると、どうしても日中

眠たくなってしまって昼寝して、昼寝するから夜遅くまで起きる、そういう悪循環。 

なんにも効果なかったですよね。むしろ、生活が悪くなりましたからね。 

高山 ：ですよね。他人なので、そう言えなかったですけど（笑）みんな、そう思っちゃいましたよね。 

（一同笑） 

高山 ：なでしこさん、すごくないですか？勉強が習慣になっていますよね。 

 

 

 

なでしこ：「１日１０分は机に向かいなさい」っていうような、習慣づけをしようと思っていて。主人が

「今度、テストがあるのに、そんなんでいいのか！」って、「これから、そのテストまでの１週

間分のスケジュールを自分で立てなさい」って言って、自分で作ってきたんですよ。自分で作

ったものだから、それは一応、実行し続けて、とりあえず、今は続いているというか。 

高山 ：理想に近いですよね。こうあってほしいなというね。 

尾木 ：そうですね。自分で決めたことだから、やらなきゃと思った。これは、本当に中学生くらいの

思春期の子どもたちの一番大事なところなの。自己決定したわけでしょ。それをサボるのは、

自分に対して恥ずかしいから頑張っちゃうんです。 

お父さんのアドバイスで、僕がよかったなと思うのは、自分でタイムテーブルをつけなさいっ

て、記録ノートを作れと言ったでしょ。タイムテーブルを自分つけてみるといいの。うわぁ、

俺全然勉強してないわとかね、毎日、寝落ちしているとか気が付くの。 

高山 ：まさに、そういう衝撃を自分で感じる。 

尾木 ：中学生くらいになると、なんとか自分でよくしたいって、本能的に思っているんですよ。自分

で気が付いたときに、ちょっと工夫してみたらと一声励ますと、それに向かってやろうとする

でしょ。偉いねって褒めてあげれば、どんどんやるようになるのよ。こんなに楽なことないわ。 
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部活についての悩みで多かったもう一つが、保護者の関わり方。 

 

 

子どもの活動なのに、実は、保護者も大きな負担を強いられているという。 

部活の遠征では１日かけて、保護者が子どもたちを試合会場まで送り迎え。 

合宿にも同行。飲み物の用意や体育館の掃除など実に、さまざまなお世話をするという。 

ときには、試合当番のため、仕事を休まないといけない。 

遠征のとき、自腹でホテルに泊まった、などの声も。 

 

今や保護者が関わることが当たり前のような部活。皆さん、やっぱり大変ですよね？ 

 

高山 ：取材メモによるとですね、先生が食べるお弁当を保護者が作らなければならないという負担も

あるんだそうです。そのときに、先生の好き嫌いというのも把握して、嫌いなものを入れない。

とにかく、リサーチから大変だと。プラス、子どもの送り迎えをしなければならない。自分の

子だったらいいんですけど、よそのお子さんを乗せたとき、何かあったときが、とても心配で

あるということをおっしゃる方もいらっしゃいます。 

尾木 ：責任取れないものね。 

高山 ：皆さん、子どものときってどうですか？やっぱり、部活のところに親が来ていましたか？ 

一同 ：いや。来てない。 

尾木 ：そうでしょ。僕、４０年教育に携わってきたけど、こんな姿になってきたの、つい近年ですよ。

僕が現場の教師だった２０年前は、こんなことなかったです。親御さんがこんなに部活のこと

をやるのは、ありえなかったですよ。だいたい、中学生は嫌がるものですよね？ 

高山 ：ですよね。勝ち進んだら来るかなと思ったら、来なかったりしてね。なんだろなと思ったこと

もありますけどね（笑） 

部活への関わり方として、すももさんはいかがですか？ 

すもも：部活に関わるのは、すごく大好き。子どもがやっている姿を見るのも好きだし、私は当番じゃ

ないときも、子どもの試合について行って見ているのが楽しいですよね。そこでの、お母さん

たちとの関わり合いとかも大好きなので。 

シクラメン：社交的な人はね、部活の場所に行って、みんなでワーってしゃべられるけれど…。 

すもも：ワーって言っている（笑） 
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シクラメン：でも、私はそれが逆に負担で、この人と何をしゃべったらいいだろうって、毎回毎回、ど

んどん落ち込んでいっちゃって…。 

でも、今、中学校でそんなに出番（当番）がなくなると、今度は行きたくなるんですよね。わ

がままなんですけど（笑） 

高山 ：不思議なもんですね。 

シクラメン：だから、出番（当番）はなくても応援に行っています。 

メンドリ：部活って、すごく曖昧というか。地域や時代、例えば顧問の先生が、何かの連盟の理事だっ

たり、あるいは、保護者もそのスポーツを経験していたりとか、家族で熱心だったりする。 

そういうことによって、とにかく部活のあり方が、変わってきてしまうので…。 

尾木 ：実は、先生方も、みんな病んできてしまっているんです。３５人くらい先生がいたとしたら、

部活に熱心なのは、５〜６人ですよ。３０人は、もっと少なくならないのかなって思っていま

す。先生方も、たまらないよ。だって、土日もやっているところは、家庭を全部犠牲ですよ。

まともに自分の子を、育てられない。先生方は、実は悩んでいるんですよ。部活は、先生方を

も圧迫しているんですよ。 

 

高山 ：誰も幸せじゃない感じがしますね。 

尾木 ：そうなんです。だから、ここは早く脱出しなきゃといけなくて。部活は、いいこともいっぱい

あるし、いい活動の仕方をしたら、ものすごい成果があるのよ。 

高山 ：そんな、もうちょっといい話を聞きたいよって、顔になってらっしゃいますけど。 

子どもたちも先生も保護者も笑顔になれる、一風変わった部活動というのが、九州にあるんで

す。 

 

「集合―！！」 

その部活がこちら！！ 
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キャプテン：この中で２チームに分けて、１チーム、１チームでやる。円になってやって。 

 

練習のようすをのぞいてみよう！ 

ん…？至るところで輪になって、しきりに何かを話し合っているぞ。 

子どもたちの姿はあるが、顧問の先生はどこにいるの？ 

 

いたいた！サッカー部顧問の木村勝利先生。 

 

 

 

この部活、いったいどこが変わっているのか教えて下さーい。 

 

先生 ：練習の日程、時間、メニュー、それを全て、子どもたちにコーディネートさせている。 

 

確かに、練習を見ているだけで、指示を出す気配がまったくない。 

 

（輪になって話し合う生徒） 

リーダー：だいち！ 

だいち：シュートは 打とうと思うけど、自分の決定力がない。 

リーダー：はるか！ 

はるか：オフェンスで、シュートを打てるところは打たなきゃダメ。 

 

（それを、先生は後ろから見ている） 

先生、なんだか怪しい雰囲気なんですが・・・ 

 

先生 ：自分たちで気付くとか、考えて解決していく力。先に答えを言ってしまうと考えるチャンスを

奪ってしまうことになるので。 

 

部活といえば、顧問の先生が練習のメニューや戦術などを決めて、細かく指示を出すのが一般的。 

しかし、木村先生は子どもたちが主体的に考えて決定することを尊重しているという。 
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練習の合間、話し合いの様子をのぞいてみると・・・ 

ゲームを控えた、１、２年生のチーム。 

それぞれのポジションについて、話し合いをしていた。 

 

男の子：小島決めろ！ 

小島 ：えっ？オレが？ 

 

なかなか結論が出ないとき、突然、判断を委ねられることも！ 

 

男の子：聞いとけよ！聞いとけよ！ 

小島 ：ちょっと待って、オレ。どうしよう。 

 

その後も、話し合うこと５分。 

小島 ：しゅん！ 

しゅん：私、ここ入ります」 

小島 ：ここのポジションしたい人？ 

 

みんなの意見を聞いて、なんとか、ポジションが決まったようだ。 

試合のときに、さらに、その真価が発揮される。 

試合前に必ず行うのが子どもたちだけのミーティング。 

 

キャプテン：テーマは？ 

 

その試合の目標や課題を、出し合う。 

 

 

 

男の子：守備でポジショニング（守備位置を意識） 

男の子：メンタル、積極性  

キャプテン：最後まで気持ち切らさず、やろう！ 
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この日決まったテーマは、集中力を保ち、気持ちで相手に負けないこと。 

チームで掲げた目標が達成できていない選手がいると、子どもたちの判断で交代させる。 

 

自分たちが決めた目標や課題だからこそ、きちんと責任を持つ。 

 

男の子：迷ったときに、頭の中で解決しようと思うから、難しいです。 

 

キャプテン：ここで、自分たちのことは、自分たちで全てするということに出会って、今、僕は、何を

しないといけないのかを、考えられるようになった。 

 

子どもたちは部活の運営も自分たちで行うようになった。 

以前は保護者がやっていた、試合のときの当番制を廃止。 

飲み物の準備や片付け、遠征での移動。保護者の負担だったことも、今では、子どもたち自身で行う。 

 

保護者：先生が「もう当番はいりません。自分たちでします」って。すごく楽になりましたし、当番が

ないほうが、毎回試合に行こう、今日はどこだろう?頑張っているかな？って、必ず試合に来る

ようになりました。 

 

保護者：今までは“自分だけ”というところがあったんですけど、家族の靴を並べたり、ほかの人のこ

とまで、考えられるようになった。 

 

子どもたちの主体性に任せた部活、ホゴシャーズの皆さん、どう映りました？ 

 

 

高山 ：木村先生、まるで気配を消して、影のように見ていらっしゃいましたが、実は、この先生、昔

は、大変厳しい指導スタイルだったんですって。きっかけがあったそうです。 

２年前に、先生の息子さんの試合を保護者として見に行ったときのこと。息子のプレーを見て、

声を荒げて、「こうしなさい！」って、指導してしまったそうです。その試合の帰りに息子から、

「あんなに怒鳴るなら、二度と試合に来ないでほしい」と言われて、指導方法を変えようと決

意したんだそうです。というものの、口を出さないというのが、最初はとても辛かったそうな

んですね。しかし、子どもたちが自分たちで考えて、成長している姿というのが、とても楽し

くなって、何もしていないわけではなくて、考えることをしないときには口を出すんですって。

考えているときには、どっちに振れても見守ると。 

尾木 ：お父さんが、（お子さんが）家族の靴まで揃えるようになったって言っていたじゃないですか。

全面的に人間が成長しているんですよ。技術も成長するかもしれませんけど、一番の学校教育

の目的は、人格の完成なんです。 
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高山 ：人として、底をしっかりあげるっていうことが大事なんですね。 

尾木 ：底が上がってきたら、それこそ勉強だって、自分でやると思います。 

高山 ：そこにつながっていくと。 

メンドリ：いや、ステキだなって。やっぱり、自分のことは自分でやる仕組み、そういう方法はいいな

と思います。私は、親は後方支援くらいしかできなくて、中学生になれば、部活で親ができる

ことと言えば、お金を出すことと、お弁当を作ることくらいじゃないかなと思っているんです

けれど。 

尾木 ：「指導者の顧問がいいから、うらやましいな」で終わってしまうのではなくて、私たちも先生方

がそうやれるように、サポートをしてあげればどうかなと思います。「先生、こんな学校もある

よ」とか、「子どもたち、もっとやれるかもわからない」とか、いろいろ視野を広げてあげるっ

ていうかね。 

それから、家庭の中で部活の成果もしっかり認めてあげるといいんです。お風呂場で横になっ

てしまうような状況でも、やめるって言わないで行くのは、そこに魅力があるからなんですよ。

それは受け止めてあげて、「なにがあなたを、ここまでさせているのか教えて」って、子どもと

共有するっていうかな。そういうことが増えていくような、部の運営ってなんだろう、親の応

援ってなんだろうというのが大事かなと思います。 

 

 

ウワサの保護者会では、皆さんの体験やご意見をお待ちしています。 

番組ホームページまで、ぜひお寄せください。一緒に考えてみませんか？ 

 

（終） 


