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高山 ：今日は子どものおこづかいについて、考えていきたいと思うんですけども。 

小さいころから、お金について学ぶということは、大事ですよね。 

尾木 ：すごい、大事ですよね。僕なんか、小さいころね、散髪代を節約して、床屋代にくれた５００

円を貯金していましたよ。「自分が努力して、貯まってきたんだ」と思って。 

高山 ：お金もいろんなこと、教えてくれますよね。 

 

ウワサの保護者会！ 今回のテーマは、「おこづかいは何のため？」 

 

【今回のホゴシャーズ】 

パンダ  （母）：長女・中２/長男・小６ 

トウガラシ（母）：長女・小５ 

ラッコ  （母）：長女・小５/長男・小２ 

シャム  （母）：長女・小５/次女・小２/長男・０歳 

セーブル （母）：長男・小３ 

ヨーキー （母）：長女・小６/次女・小３ 

 

 

おこづかいをあげるべきか、あげないべきか、悩んでいるという声は多い。 

 

カードやスマホで払える電子マネーなど、見えないお金が増えていることもその要因の１つ。 

お金の価値がわかりにくくなっているのでは？というのだ。 

 

電子マネーどう思う？ 

母  ：危険って言ったらあれですけど、好きなときに好きに買える、お金が手元になくても買えると

いう仕組みがわからないうちは、まだちょっと持たせたくないなと思っています。 

小４女子：現金がなくても（ものが）すぐに買えたりするし、電車もすぐに乗られるし、だから欲しい

なって思う。 

 

電子マネーを使うと、何でも買えると思う？ 

小４女子：うん、うん。 

 

おこづかいあげるべき？ 

母  ：もうちょっと、自分で（管理して）使うようになれば、いるのかなって思うんですけど。 

小３男子：おもちゃに使う。 

母  ：こういう感じなので、いらない。むだになっちゃうので。 

今の子どもは、銀行に行きさえすれば、お金が出てくると思っちゃっているので。あまり、お

金の価値がわかっていないんで。 
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一方で、おこづかいをあげないと、金銭感覚は身につかないという声も。 

あなたはどう考えますか？ 

 

 

 

あげるとしたら、いったい何のため？ 

 

 

高山 ：おこづかいをあげているという方、どれくらいいらっしゃいますか？  

 

 

 

パンダ：あの、上の子には現金で渡しているんですけど、下の子には、あげてないです。 

高山 ：それは何か、理由あるんですか？ 

パンダ：息子は「僕はまだ、買ってもらっているほうがいいから」って言って。 

高山 ：息子さんは、何年生？ 

パンダ：小学校６年生です。 

高山 ：６年生だと、おこづかいをもらっている子、結構いると思うんですけどね。 

パンダ：「定額にして、必要なものをそのおこづかいから買うよりは、ノートとかも、５冊とかまとめて

買うと、５００円、６００円かかっちゃうから、買ってもらっているほうが、俺が得かも」っ

ていう考え方みたいで。 

尾木 ：計算しているんですね。 

 



ウワサの保護者会 第 22回「おこづかいは何のため？」 

 3ページ 

 

 

Copyright NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.許可なく転載することを禁じます。 

木曜日 夜 10 時 25 分～10 時 49 分 

土曜日 昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再） 

 

 

 

 

ラッコ：学年×１００円であげているので、上の子は小学校５年生で５００円で、下の子は２年生なの

で２００円。私自身が、小さいときにそうだったので。 

尾木 ：今は大ざっぱにいうと、そういう学年×１００円っていう考え方で、あげる方が多いんじゃな

いかと思いますね。 

ラッコ：基準がわからなくて。１０００円あげたほうがいいのか…。 

尾木 ：おこづかいで、まかなっている範囲の問題もあるわね。 

高山 ：ですね。考え方もありますよね。 

 

 

 

高山 ：先ほど、皆さん手が上がったんですけど、唯一おこづかいあげていませんっていうのがトウガ

ラシさん。 

トウガラシ：あげる必要がないっていうか。 

高校生とかになって、家から電車に乗って通学するときとかがきたら、あげようかなって思っ

ています。 

高山 ：セーブルさんは、おこづかいを渡し始めたのはごく最近であると？ 

セーブル：はい。そろそろ考えてくれるだろうなと思って、ちょっとチャレンジをしてみようかなと思

ったところですね。 

高山 ：でも、なかなかしびれると？ 

セーブル：ちょっと…（苦笑） 
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「こんにちは～」 

 

 

 

こちら、小学３年生のこころくん。 

 

こころくんは、ゲームをしたりカードを集めたりするのが大好き。 

カードは６０枚以上も持っているのに、次から次へと欲しいものが出てくる。 

決まった額のおこづかいは、もらっていなかったこころくん。 

カードやゲームなどでお金が必要になると、そのつどセーブルさんに言って、もらっていた。 

 

喫茶店で「パフェを食べたい！」と、せがむこともしょっちゅう。 

 

 

 

そんなこころくんに「贅沢
ぜいたく

はダメ」というと・・・ 

 

こころ：うーん…、なんでダメなのかなって…。 

 

 

こころくんが食べたいパフェ、いくらするか知ってる？ 

 

こころ：うーん、３００円とか？ 

セーブル：１０００円です。知らなかった？ 
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かわいいわが子の言うままに、際限なくお金を出していたセーブルさん。 

 

 

その金額、１か月でなんと６０００円以上！ 

 

セーブル：結構、使っちゃっていましたね。いや、このままだと、わがままな子どもになっちゃいそう

だなと思って、そろそろものがわかってきた小学３年生の半ばで、ちょっとずつ修正していっ

たらいいかなって。 

 

そこでセーブルさん、こころくんに金銭感覚をつけてもらいたいと、おこづかい制を始めることに！！ 

セーブルさんは、こころくんが好きなマンガやゲーム代を計算し、月に８００円を渡すことにした。 

ところが、そのわずか２週間後。 

 

こころくん、もらった８００円どうした？ 

こころ：もう、ない。 

 

もう、使っちゃったの？おこづかいで、何買ったの？ 

こころ：うーん。クジやったりした。 

 

なんと、こころくん、８００円を２週間であっという間に使ってしまったのだ。 

こんなこころくんに、お母さんは？ 

 

セーブル：困ったね…。ママもどうしていいかわかんない。おこづかいをあげていいのか、迷っている。 

 

おこづかいをあげなくてもダメ、あげてもダメ。どうしたらいいの～？ 

 

高山 ：やっぱり、６０００円時代の感覚がなかなか抜けないんですかね。 

セーブル：そうですね。今まで、買ってもらっていたものをやりくりしてねって思ったんですけど、そ

うはいかなかった…。おこづかい制は、おこづかいの使い道として、お金の感覚を養ってほし

いなっていう思いで。 
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高山 ：じゃあ、金銭感覚を身につけてもらう、いいチャンスになればいいなという？ 

セーブル：はい、そうですね。 

高山 ：番組でもアンケートを行いましたら、おこづかいをあげる理由、７２％の方が“金銭感覚をし

っかりと身につけてほしい”という願いを込めて渡していると。 

高山 ：ラッコさんはどうですか？そういう金銭感覚を、教えようって思ったことはあるんですか？ 

ラッコ：あります、あります。すごく、あります。 

高山 ：どんなふうに？ 

ラッコ：例えば、５００円で何がいくら買えるか。５００円あると、カップラーメンがいくつ買えるお

金なんですよとか、ボールペンが何本買えるお金なんですよっていうような、ものとの対比に

ついてよく話します。 

全く、理解しているかわかんないんですけど。 

 

 

 

シャム：うちも同じように、とりあえず金銭感覚を与えたくて。でも、下の子の使い道が、ちょっとル

ーズな感じで、「コンビニで、チキン買ってきたよー」って。 

高山 ：チキンとか買っちゃうと、すぐになくなっちゃうじゃないですか。 

シャム：そう、あっという間になくなっちゃって。「今日、夕飯食べないけどどうしたのかな？」と思っ

たら、レシートが出てきて、「食べている！？また、食べている！」 

高山 ：またってことは、常習じゃないですか！（笑） 

皆さんには、ちゃんと金銭感覚っていうのを身につけてほしいという思いがあると思うんです

けど、それを阻んでいるものが“祖父母の存在”ですかね？ 

ラッコ：私は、父と母と同居しているので、見えないところからの差し入れが入ってくるんですよね。 

パンダ：あ、魔法使いだ！（笑） 

ラッコ：財布をチラッと見ると、１０００円札が。５００円しかあげてないのに、１０００円札が入っ

ているわけがない。 

尾木 ：なるほど。 

ラッコ：「やめて」と、おじいちゃんとおばあちゃんに言っても、「だって、出かけるって言うからあげ

ないわけにはいかないでしょう」って言われると、「まあ、助かるからいいかな」っていうのも

あるし。 

シャム：うちも、おばあちゃんに時々もらったりしていて、それを私に言ってなかったりして。 
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高山 ：報告がないと？ 

シャム：はい。勝手にものが増えていたりする。 

やっぱり、もうちょっと金銭感覚をつけてほしいなとは思うんですけども。 

尾木 ：これはね、お孫ちゃんのことになると全然違うのよね（笑）でも、やっぱりお父さんお母さん

がね、「私に相談して」「勝手に渡すのは、やめてください」「私はこういう方針で育てているか

ら」って言わなきゃいけない。 

ラッコ：でも、おこづかいをあげたくなる、おじいちゃんおばあちゃんの気持ちもわかるから、やめて

と言うのも申し訳ないなとも思うと、あまり強くも言えない。「あげたい気持ちもわかるけど、

やめてほしい…」っていうくらいになっちゃうんですよね。 

尾木 :そう。でも、それは遠慮なく言わないとダメ。ものすごく、孫への思いは強いから。可愛くてし

ょうがないんだから。本人が言っているんだから、間違いない（笑） 

高山 ：子どもの金銭感覚を阻む、もうひとつの理由が友だちの存在ということです。 

 

 

 

ヨーキー：（交際費が）一番大きいですよね。友だち同士で「原宿に行きたい」「ディズニーランドに行

きたい！おそろいコーデで行きたいから、このＴシャツとこのズボンが欲しい」とか、ちょい

ちょい要求が出てくるんですよね。 

シャム：うちの下の子は、結構お金で（友だちを）釣るみたいな感じがあって。友だちが「喉、かわい

た」って言ったら、「じゃあ、買ってあげるよ」って言って。お金で友だちを引きつけている。 

尾木 ：それで、お友だちを増やしていくっていう？ 

高山 ：おごるっていうことですね？ 

シャム：そうですね。 

ラッコ：なんか、気持ちとしては「そんな友だちだったら、やめなさい」って思うけども、ただその友

だちだっていろいろあるんだったら、節度があればいいのかなって思うんですよね。 

パンダ：私、「１人でいなさい」って言うと思います。 

高山 ：価値観違うんだったらやめなさいっていう？ 

パンダ：「そんな、お金持たないと遊べない友だちだったら、１人でいいじゃん」って。 

セーブル：親が友だち関係を、コントロールしていいものなんですかね？ 

パンダ：でも、お金で繋がるのは、たぶんお友だちじゃないと思うんですよね。 
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セーブル：なんか、子ども同士の世界ってあるじゃないですか。ある程度、子どもに決めさせて、子ど

もに判断してほしいっていう気持ちがあるから、“あんまり口を出しちゃいけない”、“見守って

いたい”っていう気持ちがあるんですけど、そこはどういうタイミングで親が出ていけばいい

んですかね？ 

 

 

 

尾木 ：タイミングで出ると言うよりも、子どもの世界では、結構識別しているんですよ。 

例えば、「あいつは家が社長だからお金をふんだんにもらっていて、月のおこづかい５０００円

だぜ」って子もいるわけでしょ。でも、それが理想で正しいとは思っていないから、あの子は

あの子の家庭であって、うちは６００円しかくれないよと。それはそれでいいと、納得できる

ような親子関係とか信頼関係を、ふだんからきちんと結べているってことが大事だと思うの。

でも、そこでちょっとずれたように「○○ちゃんはお金を２０００円持ってくるから、私も持

ってかないと」って言ったときは、それは危険です。「それ、違うよ」って言って、親が介入し

たほうがいいと思うのね。 

セーブル：子どもって、お金を手にしたとたんに、いろんな判断力をつけないといけないなって思って。

友だち関係のことだったり、自分の手元にあるお金のことだったり、その先をみすえた状況も

判断しなきゃいけないし、結構ハードルが高い気がしてきましたね。 

高山 ：セーブルさんのお宅のこころくんは、まだ金銭感覚はこれからというところではあるんですけ

ども、ある試みを行いました。 

 

 

金銭感覚ゼロのように見えたこころくん。 

でも、父親のコヨーテさんと話していると・・・ 

 

こころ：どうしよう、迷っちゃう。でも、おこづかい制はいいと思う。 

コヨーテ：いいと思う？どうして？ 

こころ：自分でやりくりができるようになったら、かっこいいから。 

コヨーテ：お、すごいじゃん。お金を使うことが上手になるってことか。 

どうして、やりくりしたい？ 

こころ：かっこよくなりたい。 
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コヨーテ：やりくりしている人ってかっこいいと思う？大人っぽい？ 

こころ：うん。大人っぽい。 

 

実は、やりくり上手になりたかったこころくん。 

もう一度、おこづかい制にチャレンジしたいと考えていた。 

でも、やりくりできるようになるには、いったいどうしたらいいの！？ 

 

専門家によると、上手にお金をやりくりするには、「必要なもの」と「欲しいもの」を分けて考えること

が、ポイントだという。 

 

 

 

ノートや鉛筆など、「必要なもの」と、自分の「欲しいもの」をリスト化する。 

こうすることで、お金がいくらかかるかわかり、おこづかいでまかなえるのか、何かをあきらめないと

いけないのか、悩んでやりくりすることにつながる。 

 

 

 

さらに、「必要なもの」も自分のおこづかいから買うことで、ものを長く大切に使おうとする意識が芽生

えるのだという。 

 

専門家：おこづかいで学ぶものっていうのは、大人になったときのやりくりですね。お父さんお母さん

も、給料とボーナスでやりくりされていますよね。子どもには、子どもの金額でやりくりを学

ばせる。 
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そこでこころくん、早速「必要なもの」と「欲しいもの」を洗い出してみることに。 

おこづかいを何に使うかよく考え、もらう金額を決めようというのだ。 

 

必要なものは、鉛筆に消しゴム。 

一方、欲しいものは、ストラップやゲームソフトなど、たくさん！テレビまで欲しいんだ！！ 

見てみると、なんと「欲しいもの」だけでも５万円以上！ 

 

これ、毎月のおこづかいからやりくりできると思う？ 

 

こころ：買えない…。 

 

こころくん、もう一度考え直すことに・・・ 

 

コヨーテ：じゃあさ、絶対にいるものの金額に○つけよう。 

こころ：絶対？ゲームソフトは、絶対欲しい。 

コヨーテ：そのために、おこづかいをためるんでしょう？絶対、貯金はいるよね。 

こころ：うん。じゃあ、貯金に○。 

 

最初はこんなに必要なものと、欲しいものがあったけど・・・ 

 

 

 

悩んだ結果・・・ 
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鉛筆と消しゴム、ノートは交渉してお母さんに買ってもらうことに。 

パンも、１００円の安いもので我慢することにした。 

そして「欲しいもの」は、お菓子についているおもちゃと、ゲームを月２回するお金。 

ゲームソフトは高くて毎月買うのは無理なので、月々６００円を貯めることにした。 

こうして考え出した金額は、１１７６円。 

果たして、満額セーブルさんからもらうことはできるのだろうか。 

 

セーブル：ただ、もらうんじゃなくて、大事にできるかな？ 

こころ：はい。 

セーブル：信用してお渡しします。１２００円。 

 

おこづかいを大事に使うと約束したこころくん。 

そのかいあって、なんとちょっぴり高い１２００円をゲット！ 

でも、果たしてうまくやりくりできるのかな～！？ 

 

 

セーブル：ちょっと高いと思うんですが、６００円を貯金するということで、残り６００円の中でやり

くりをするので。 

高山 ：シャムさんどうですか。必要なものと、欲しいものを分けるというのは。 

シャム：おこづかいを貯めるっていうのは、すごくいいなと思いましたね。うちは「欲しいものを買う

ように」っておこづかいを渡しているんですけども、さっき言ったように買い食いが多いんで、

あっという間に「なくなっちゃったよー」って。 

高山 ：ちょっと、書き出してみると、ガラっと世界が変わるのかなって思いますね。 

シャム：そうですね。書き出してみると、全然違うなと思う。 

トウガラシ：貯金とかお金を貯めて、好きなものを買うとか、目標みたいなのがあると、楽しいかなっ

て。 

高山 ：確かにね。貯金箱って、持ち上げたときの重さとか、振ったときの音って、結構子どものころ

感激したというかね。 

トウガラシ：「よっしゃ、もうちょっとだ」っていうね。 

 

 

「必要なもの」と「欲しいもの」を真剣に考え、 

毎月１２００円のおこづかいがもらえることになったこころくん。 

 

その２週間後。 

これまでに使ったのはゲーム代の１００円だけ。 
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ゲームソフトを買うために、貯金することにしている６００円を除くと、今月使えるのはあと５００円。 

一体、どうやりくりするのだろう！？ 

 

この日、近所の店へ買い物に来たこころくん。 

買おうか迷っているのは、マンガとお菓子についているおもちゃだ。 

 

まずは、マンガコーナーへ。 

その値段を見てみると・・・ 

セーブル：５３０円だ。 

 

なんと、今月使えるおこづかいを、３０円もオーバー！ 

セーブル：どうする～？ 

 

こころ君、いきなり大ピンチ！ 

そのとき、早くもこころくんは、貯金の６００円を崩すことを考えた！ 

 

コヨーテ：（貯金）崩しちゃう？ 

こころ：え～？迷う…。 

コヨーテ：もう１回見てみたら？本当にほしいか。貯金を崩してもほしいか。 

 

こころくん、本当にそれでいいの～？ 

 

いったん考え直そうと、お菓子のコーナーへ。 

しかし、こちらもこころ君の気持ちを揺さぶるものばかり！ 

セーブル：あ、それ新しい妖怪ウォッチのじゃん。 

 

マンガの上にお菓子まで・・・ 

こころくんの迷いは深まる一方だ。 

こころ：え～、どうしよう…。 
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悩みに悩んだこころくん、再びマンガコーナーへ。 

 

コヨーテ：買っちゃう？ 

こころ：あ－！ 

コヨーテ：決めた？決めたんでしょ？買っちゃう？買っちゃわない？ 

こころ：買っ…っちゃう。わかんないよ～。 

コヨーテ：がんばれ。こころのお金だからね。こころくんが、決める！ 

 

貯金を崩してでもマンガを買うか、こころくんの頭は悩みすぎてパンク寸前！！ 

 

コヨーテ：いいよ。ここで悩んでいて。 

こころ：あきらめる。 

 

こころくん、６００円の貯金には手をつけず、欲しいものを買うことをあきらめた！ 

 

こころ：買わなかった。 

 

なんで？ 

こころ：残しておいたほうが、あとでいいから。 

    おこづかいのためるほうのやつを削らないと、買えなかったから。 

 

我慢できたんだ？ 

こころ：勝った！ 

 

 

 

何に勝ったの？ 

こころ：欲しい心に。 

 

高山 ：いやー、“己に勝つ”という。 
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尾木 ：本当に、言葉がいいですよね。「勝った」って。 

高山 ：いいですよね。なんか、ぐっと成長したように見えましたよね。 

尾木 ：２回りくらい大きくなりましたよね。 

高山 ：ですね。何より自分で決めましたよ。 

尾木 ：やっぱり、この自己決定がすごいですよね。 

それと、コヨーテさんのリードのしかたがすごく上手。悩むところで悩んでいいんだよという。 

セーブル：なんか、その悩んでいる時間もとても楽しかったし、欲しいものを考える時間っていうのが

すごく貴重だったって本人が言っていたので。 

尾木 ：すごいレベル高いですね。 

高山 ：急成長しましたね。 

尾木 ：悩みを楽しめるっていうのは、これは６０歳過ぎてからですよ（笑） 

ラッコ：こうやって貯金して、こうやってお金って出ていくんだっていうのは、絶対あの方法が一番伝

わりやすいなって思いました。やってみます！ 

高山 ：おこづかいは渡せばいいってものじゃなくて、ちゃんと考えをもって渡して、子どもの未来を

託すというのも、おこづかいの一面なのかなという気がしましたね。 

トウガラシさん、結構キラキラした目で御覧になっていらっしゃいましたが。 

トウガラシ：ああやって、うちの娘は悩まないっていうか、実際のお金のやり取りがないんですよね。

だから、もっと１円の重みっていうを感じさせた方がいいかなって思いました。私も、なんか

カードで買い物しちゃって。 

 

高山 ：便利ですしね。 

トウガラシ：だから、私もやっぱり現金を使って、ものは小銭とか札で買うものだっていうのを見せな

きゃいけないなって思いました。 

尾木 ：それ、大事なことかもわかりませんよね。カードがいけないわけではないんですけども、カー

ドの場合なんかでもちゃんとレシート貰うとか、可視化するってことがすごく大事だと思うの。

それから必要なものを書き出したときに、いろいろ出てきましたよね。自分が欲しいものを満

たしてくれているのは誰かって言ったら、お父さんとお母さんなわけですよね。「自分の親は、

こんなに自分のために尽くしてくれているのか」とか、「このお金は天から降ってくるんじゃな

い。一生懸命働いて、得てくれているんだ」という、そういう親への理解。単純にお金のこと

だけじゃなくて、お金を介した親の動きとか愛情というのが、すごく見えるんじゃないかなと

思う。 
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今回のホゴシャ～ズの知恵は・・・ 

 

 

 

お金は子どもの判断力をつける、現金を使ってお金の価値を感じさせる、などなど！ 

あなたはどう考えますか？ 

次回もお楽しみに～！ 

（終） 


