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ウワサの保護者会！今回のテーマは、子どもへの過干渉！ 

 

尾木 : お母さんが口を出したり、手を出したり、先回りしていろんなことをしてしまうのね。 

    まあ、足は出さないかわかんないけど（笑）干渉自体が、すべていけないわけではないのよ。 

    この辺の、頃合いとか、見分けとか、過保護との違いとか、今いろんなことが混乱していて、

特にこの３、４年はすごく話題になってきていますよね。 

 

 

そもそも過干渉とは、子どもの考えや行動にいちいち働きかけ、親の思いどおりにさせようとすること。 

番組で行ったアンケートによると、５６％の保護者が自分を過干渉だと感じている。 

 

 

 

 

ちなみに、今回集まったホゴシャーズ６人のうち、れんげさん以外の５人が過干渉を自覚。 

 

 

 

【今回のホゴシャーズ】 

和牛    （父）：長男・小１ 

ハイビスカス（母）：長男・小４/次男・小１ 

たけのこ  （母）：長男・小６/長女・小１ 

ライラック （母）：長男・２３歳/長女・小６ 

すずらん  （母）：長女・中１ 

れんげ   （母）：長男・高３/長女・中３ 
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そこで・・・過干渉あるある。 

 

最初はホゴシャーズ・ハイビスカスさんの場合。 

 

 

朝、のんびりしている小学４年生の息子に・・・ 

「ごはん食べなさい！」 

「歯磨きしなさい！」 

「トイレ行きなさい！」 

 さらに、 

「早く、着替えなさい！」 

 

４年生なのに、親が脱ぎ着させてしまう。 

 

お悩み 遅刻させるわけにはいかない。やりすぎだとわかっちゃいるけど！ 
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続いてホゴシャーズ・たけのこさんの場合。 

 

 

毎晩、なかなか宿題を始めない息子に、どうにも我慢ができず・・・ 

 

ノート。 

筆箱。 

下敷き。 

そして、鉛筆削りまで。 

結局すべてお膳立て。 

 

ようやく宿題を始めたものの、今度は出来栄えが気に入らず・・・ 

 

たけのこ：ちょっと！こんな汚いんじゃ読めないじゃない！！ 

ちょっと全部書き直して！ 

 

このやりとりが毎晩続く・・・ 

 

お悩み 私がやらずに誰がやる！手出ししなけりゃ終わらない。 

 

 

 

みなさんのご家庭では、いかがですか？ 
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高山 ：あららって、おっしゃっていましたけど。 

すずらん: 朝のは、わかりますね。時間がないからね。 

 

 

 

ハイビスカス：遅刻してもいい、忘れものしてもいい、宿題やってこなくてもいい…。 

こんなんでこれからの世の中を渡っていけるのか。私が言わないと、誰が言ってくれるんだろ

うとか…。見ちゃうと、やっぱり言ってしまうって感じなんですけど。 

たけのこ：朝から寝るまで、ずっと言っちゃう。私もね、毎朝言い続けるのは心が苦しいので、「いいや、

言わないでおこう」と思ったら、息子は遅刻しても平気な顔で、これはダメだなと思って。や

っぱり私が言わなきゃとスイッチが入って。頑張って、私が言おうと思って。 

和牛 ：うちの家内は、時間で決めますよね。分単位で決めていくので、息子が帰ってきたら「何時ま

でにこれを終わらせなさい」とか、「何分でこれをやりなさい」とかって。子どもは宿題をやり

ますけど、途中で時間が嫌になってくるので、床に寝そべって遊び出すんですよね。昨日なん

か、僕が宿題をやっちゃったんです。 

れんげ：えーっ？ダメじゃないですか！（一同笑） 

ライラック：子どもがちゃんとしてないと、お母さんがちゃんとしてないと思われるっていうか…。 

 

 

 

すずらん：こんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、子どものためというよりは、自分がイライ

ラしないため？ 

たけのこ：そうです、そうです。 

尾木 ：よっぽど、暇なんだ（笑） 
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ついつい、やってしまう過干渉。 

一体、何がいけないの？ 

 

干渉を繰り返してきたというたけのこさんには、こんな体験が。 

 

たけのこ：（国語と算数の教材を息子に見せて）宿題、どっちからやる？ 

 

何気なく息子に聞いたら・・・ 

 

息子 ：お母さん決めて！ 

 

 

 

答えを自分で決められず、相手に託す。 

実はこれ、かなりの危険信号。 

過干渉によって、子どもが自ら考え、行動する機会を奪われているのだ。 

 

 

 

親から干渉を繰り返し受けると、子どもは言われたことに従うばかり。 

自分で何かを決める経験が、極めて少なくなってしまう。 

そのため、自ら考え、行動する力が育たないのだ。 
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尾木 ：だから、子どもが自分で決定するという場面をたくさん作ってあげる。保証する、見守るとい

うこと。これは親にとって、すごく大事な仕事なんです。 

うっかりして、過干渉になり過ぎちゃうと、本当に無責任な子になりますよ。だって、自分が

決めたんじゃなくて、ママが決めたんでしょ？点数が悪かったら、「ママのせいだよ。練習させ

てくれたページがよくなかったから」とか、全部親のせいになっちゃう。だって、親がやって

いるんですもの。 

高山 ：でも、自分が好きなものだったら、これは自分が決めるということはないんですか？ 

たけのこ：「夕飯何か食べたいものある？」とか、楽しい会話で振ってみようかと思っても、やっぱり「お

母さん決めて」って言われると、「えーっ？」って。子どもに意思がないというのが、心配で。 

尾木 ：本当は、意思がないなんて、そんな子はいないんだよ。 

ハイビスカス：「ドラえもん」のマンガが好きなんですけど、買いに行ったときに、何巻かいっぱいあっ

て、「ママ、何巻買ったらいい？」と言われて、「ママわかんないよ」と言って…。 

すずらん：「ドラえもん」は途中から読んでもね、大丈夫。 

高山 ：一話完結。…そこじゃないでしょう！（笑） 

でも、そのときはどうする？選んであげるんですか？ 

ハイビスカス：「じゃあ、１巻から買ってみれば？」って言っちゃったんですよ。そこで、たぶん選ばせ

ればよかったのに、またよけいなことを何かすぐに言っちゃうから…。 

高山 ：息子さんは「わかった」と言って１巻から買うことになったという。 

ハイビスカス：そうです。 

 

ここで、ホゴシャーズ・和牛さんから質問が。 

 

 

 

和牛 ：「過干渉と過保護とどう違うんだろう？」と、ずっと考えていて。 

尾木 ：過保護というのは、保護を過大にしているというだけ。子どもが決定したことを、きちんとケ

アしてあげるわけ。 

サポートする。「野球選手になるんだ！」と、それは子どもが決定した。「そうか！お父さん、

いいグローブを買ってあげるぞ」とか、「少年野球チームの監督と友だちだから、ちょっと頼ん

で入れてもらおうか」とか、こういうのを過保護と言うんですよ。決定したことを、全力でバ

ックアップしてくれるわけですから。大いに結構ですよ。 
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尾木 ：過干渉というのは、子どもが決定してないのに、干渉しちゃって、「野球やりなさい」とか親が

口を出したり、手を出したり、やらせようとするわけ。 

 

 

尾木ママいわく、過干渉と過保護の違いは、子どもが自分で決定しているかどうか。 

 

 

 

ここが大事なポイントだという！ 

 

 

高山 ：ここで、日常の何気ない会話の中にも、実は過干渉に陥ってしまう、そんな落とし穴があると

いう例をご紹介します。 

 

 

学校から帰ってきた子どもに、「誰と、何をして遊んだの？」と聞いてしまうこと、ない？ 

実は、これも過干渉になってしまう場合が。 

 

 

 

この質問は、あらかじめ親が友だちとの遊びに限定して聞いている。 

だから、子どもの答えもおのずと決まってしまう！ 

 

そうではなく、「今日は学校、どうだった？」という聞き方をすれば？ 

子どもは一日の出来事を思い出して、その中からどれを話すか、自分で決めることができる。 
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何気ない会話の中でも、自分で考え、行動する力は育つのだ。 

 

 

たけのこ：待てないんですよね。 

「今日、学校どうだった？」って聞くと、沈黙が長すぎて。息子は、一生懸命思い出している

のかもしれないんですけど、最後には「忘れた」となってしまうんで、会話を楽しめないんで

すよ。 

すずらん：男の子は、特に言わないかもしれないよね。 

一同 ：そうよね。 

たけのこ：うち、女の子もそうなんですけど…。 

すずらん：あっ…。 

（一同笑） 

 

 

高山 ：すずらんさん…（笑） 

尾木 ：せっかく、みんな慰めているのに…（笑） 

ハイビスカス：私も本当に一緒で、質問攻めにしちゃうと、子どもは「ふつう」とか「おなじ」とかし

か答えない。 

尾木 ：やっぱりそれは、お母さんが知りたいことを聞いているだけなのよ。お母さんの、自己満足。

それは、子どもだって「いつもと同じ」って言いたくなるわ。 

高山 ：今日、お集まりのホゴシャーズの皆さんの中で、過干渉とうまく付き合っていらっしゃる方が

いるんです。それが、ライラックさんなんですよね。 
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ライラック：はい。以前は、ハイビスカスさんのように、たけのこさんのようにという感じでした。「あ

あ、わかる、わかる」って思いました。 

 

 

 

 

教えてくれるのは、ホゴシャーズ・ライラックさん。 

朝６時。ライラックさんが向かったのは長女みきちゃん（小６）の部屋。 

 

ライラック：みき～。６時だよ。おはよう。 

 

みきちゃんとの朝食。 

ライラックさんは、みきちゃんの左手がテーブルに出ていないことが気になり、ついつい・・・ 

 

 

ライラック：左手どこいった？ 

（みきちゃん、みそ汁をうまく食べられない） 

ライラック：左手でおわんを持たないからだよ。 

 

その後もみきちゃんは左手を出そうとしない。 

以前のライラックさんなら、しつこく注意していたが、今は違う。 

 

ライラックさん、新聞の広告を見始めた。 

ライラック：クッションカバー、５５５円か。 
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実は、これが過干渉にならない極意、その１。意識を他に向ける。 

 

 

ライラック：目の端っこで見ながら違うことしていれば、ちょっと自分の気が紛れる。 

 

イライラする対象から目を離し、新聞の広告を見ることで言いたい気持ちをぐっと抑えるのだ。 

 

食事を終えたみきちゃん。 

登校の準備をしなきゃいけないのにテレビに夢中。 

母親としてはイライラしちゃいそう。 

 

あれ、ライラックさ～ん？何しているんですか？ 

 

ライラック：今は、私の通勤バッグの準備を。 

 

さらには自分のお弁当を作り、お化粧まで始めた。 

その横では洗濯機を回している。 

 

過干渉にならない極意その２。自分のことをやる。 

 

ライラック：見ているとイライラするじゃないですか。「まだ、やんないの！」って。今だって時間ある

んだから先に身支度すればいいのに、テレビ見ているじゃないですか。見ていると、自分がイ

ライラするので見えないとこに来て、私の方が先に準備やっちゃおうみたいな。 
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そう、過干渉にならないためのポイントは、監視しないこと。 

自分のことに専念することで距離をとり、イライラするのを防ぐのだ。 

 

登校時間が迫ってくると、みきちゃんはライラックさんに言われなくても自分で準備を始めた。 

そして、無事、時間通りに登校した。 

 

すでに自分の準備が完了しているライラックさんは出勤までの時間に余裕ができた。 

まさに、一石二鳥！ 

みなさんも、試してみませんか？ 

 

 

すずらん：１つ言っちゃうと、もうダーッと出てきちゃいますよね。 

ライラック：見ているとやっぱり言っちゃうので、見ないほうがいい。 

高山 ：結構、勇気いりますよね？ 

ライラック：勇気いりますね。でも、もうイライラの絶頂期だったんで。 

たけのこ：お子さんはどうですか？ 

ライラック：お母さんが、「なんで何も言わないんだろう」というのが、結構プレッシャーになったみた

いで。 

たけのこ：でも、それで時間通りにいきますか？ 

ライラック：まあ、すぐにパパッとはできなかったですけど。最初はやっぱり、出る時間も遅くなった

りしていたんですけど。だんだんとできるように。 

高山 ：すずらんさんは、子どもとちょっと距離を置く時間というのをつくられたりしていると？ 

すずらん：近くにいると、例えば土曜日とか日曜日だと、「もう、いつまで寝ているの？」とか、「今日

は何をするのか？」というふうになっちゃうので、私は日曜日に自分がテニスに通い始めてい

まして。 

高山 ：ご自身の趣味ということですか？ 

すずらん：そうですね。朝、私１人で出かけちゃうんですね。テニスをやって帰って来るのが昼過ぎで、

そうすると、娘が何をやっているか、全然気にならなくなっちゃって。私は、家の中で見ない

ようにすることができなかったので、外に出ちゃう。私もすごいストレス発散で、すごく楽し

いので。 

でも始めるときに、まだ子どもに習い事とか、いろいろさせてあげなきゃいけないのに、自分

の習い事にお金をかけるっていうのにすごく罪悪感を持っていたんですよね。だけど、「えい、

やっちゃえ！」と思ってやったら、そういう感じでいいようになってきたので。 

 

まだまだある！過干渉にならないための子どもとの距離の取り方、アイデアを紹介！ 
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高山 ：あえて仕事を家に持ち帰って、子どもが宿題している時間にやるという方がいます。 

尾木 ：なるほど。 

高山 ：これだとガミガミ言わなくていい。 

録りためたドラマを見ることに集中する、という方も。病気がきっかけで自分が過干渉である

というのを自覚して、劇的に減らした人もいました。 

「インフルエンザで寝込んでいたら、子どもが自分で登校の準備をし、時間通りに家を出て行

きました。今までの手出し、口出しを反省し、その後は子どものペースに任せるようにしまし

た。」 

尾木 ：なるほど。 

高山 ：子どもにやらせてみたら、案外、できるんじゃないの、という…。 

尾木 ：たけのこさんも、ちょっと風邪をひくといいんじゃない？（笑） 

高山 ：過干渉であることに気付いていらっしゃる方というのは、今日のホゴシャーズの方は多いんで

すけど、番組のアンケートでも“自覚がないという方”、あるいは“私は絶対に過干渉なんてし

てない”と思い込んでいらっしゃる方というのが意外に多いんですよね。 

 

高山 ：過干渉であるということに気づいていないという保護者の方の実例を、映像でご覧いただきた

いと思います。 

 

親の過干渉に苦しむ子どもたち。 

そんな彼らの、意外な居場所があった。 

 

ＮＰＯ法人の代表を務める、橘（たちばな）ジュンさん。 

夜の街で、子どもたちの声に耳を傾け、危険な目に遭うことのないよう、見守る活動を行っている。 

 

橘（たちばな）：こんばんは。ごめんね。突然話しかけてごめんね。 

結構、フラフラしていた？ 

女の子：そういうわけじゃない。 

橘（たちばな）：さっきも見たかなと思って。いたよね。ぐるっとしていたよね？ 

 

橘（たちばな）：女の子たちも帰る場所があっても、帰りたくないっていう気持ちがあったら、なんかウ

ロウロしちゃうんじゃないかなぁと思う。 
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橘（たちばな）さんが気づいたこと。 

夜の街を居場所にしている子どもは、過干渉を受けている場合が少なくないのだ。 

 

中学３年生のあいこさんも、その１人だ。 

 

橘（たちばな）：いつもどの辺、ウロウロしているの？ 

あいこ：センター街が多い。センター街のほうが、ザワザワしているから。１人じゃないなって感じる。

たぶん、似たような境遇の人もいっぱいいるから。それで安心できる。 

 

母親から過干渉を受けているというあいこさん。 

服装や進学先を決められ、さらに、学校のテストでは、毎回１位になることを求められている。 

 

今、あいこさんは、受験勉強のまっただ中。 

受験勉強にも母親の監視の目が・・・ 

 

あいこ：「ドアを開けて勉強しろ」って言われて。 

橘（たちばな）：え？ ドア開けていると、しょっちゅう…。 

あいこ：（母親が）部屋の前を通るんですよ。勉強しているか、勉強していないかが、はっきりわかる状

況にされて。めっちゃ悲しかった。 

 

辛いのは、母親から信用されていないことだ。 

 

さらに・・・ 

あいこ：なんか、お母さんが３時半ぐらいまで寝てくれなくて。だから、お母さんがベッドに入って、

きちんと寝るまで私も寝られない。 

橘（たちばな）：ドアがパチンと閉まるまで、気配があると、気になっちゃうんだ。 

あいこ：寝られない。絶対イヤだ。 

橘（たちばな）：緊張しちゃうんだね。 

 

母親の口癖は「あなたのため」。 

母に過干渉の自覚はないとあいこさんは言う。 

 

あいこ：自分の気持ちは言えないですね。本当は、受験する志望校も違うところに行きたいけど。けど

やっぱり、親の希望を叶えてあげたほうがいいっていうか。そういう雰囲気があるから、言え

ないし。もう、慣れちゃったっていうか、しょうがないなって。あんまり考えないようにして

います。 
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それでもときに、母親から逃げ出したいと思い、自殺を考えてしまうことがあるという。 

 

あいこ：私は、お母さんの理想とかお母さんのしたかったこととか、そういうのを私がやるために生ま

れてきたんじゃなくて、私は私の人生を歩みたいっていうのが本当の気持ちです。 

 

親の思いに苦しむ子どもたちがいる。 

あなたは心当たり、ありませんか？ 

 

 

高山 ：親が過干渉であることに気が付いてないと。 

尾木 ：今、日本では「毒親」って、この２、３年、よく言われるようになりましたよね。つまり、過

干渉が行き過ぎちゃって、子どもの人生までコントロールしてしまう。子どもの人生にまで干

渉してくる。こうなってしまうと、彼女も苦しんでいましたけども。 

高山 ：「親の期待に応えたい」というのが、また切ないですね。 

実は、映像に登場したあいこさんと同じような体験、経験をされたのが、れんげさん。 

尾木 ：れんげさん、そうなの？ 

れんげ：はい。なので、映像を見ていて、ちょっとグッとくるところがあって。うまく言えないんです

けど…。 

進学先まで決められて、順位も決められて。クラブも「運動部に入りたい」と言っても「勉強

の邪魔になるからダメ」とか。高校は受かったんですけど、受かったら何をしていいかわから

なくなっちゃって。目標がなにもなくて、生きている価値も見出せなくて、何のために生きて

いるのかずっとわからなかったんです。門限もすごく早くて、社会人になっても門限があって。

家から出たくって…。旦那と知り合うことができて、「もう、早く結婚して家から出たい」とい

うことで、結婚を機に逃げるように家を出ました。 

今もカウンセリングに通っていて、やっと最近カウンセラーの人に「生きている意味がわかっ

た気がする」って、やっと言えるようになってきた。だから、ＶＴＲを見ていて、あいこさん

の気持ちがすごくわかります。 

高山 ：やっぱり、お母さま自身には過干渉であるという意識は全くなかった？ 

れんげ：ないです。 

（ホゴシャーズに向かって）だから、私みたいな子になってほしくないので、子どもを本当に

信用してあげてください。 

たけのこ：今日、一番胸に刺さりました。ありがとうございます。 

尾木 ：親の思いは愛情で、何とか子どもが幸せな人生を送れるようにと思って、いい学校に入れて、

いい成績を取ってと思うわけでしょう。でも、それを決定するのはやっぱり子ども本人なんで

すよね。その決定のサポートはありだけれども、親が前に出てしまったらやっぱりダメですよ

ね。 
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尾木 ：それと、ＶＴＲを見て思ったのは、子どもが親にそのことをなかなか言えないというところが、

ものすごく恐いですよね。反抗してバーンと言ってくれればいいかもしれない、「言ってよ」と

いうふうに親は思うかもわからないけど、とても子どもは言えないでしょう。 

れんげ：はい、言えないです。 

尾木 ：言えないでしょう。それは、小さい時期からずっとその状態できちゃっているから、親に言う

パワーが形成できていないわけですよ。だから、子どもは言いなりになっちゃうから、親が自

覚して変わらないと、この問題はどうしようもないと。親が変わるということで、スタートを

していかないとね。 

 

過干渉にならないための心得。 

親の「あなたのため」はＮＧワード。もしかしたら考えを押し付けているかも。 

子どもが「お母さん決めて」と言い出したら危険なサイン。 

もしも過干渉だと気づいたら、子どもと距離をとろう。言いたい気持ちを抑えて、見守って。 

 

 

 

さらに、現在、番組ホームページの「スタッフルーム」コーナーでは、あなたの過干渉、危険度がわか

るチェックシートを公開中。 

これら５つの項目で、１つでも当てはまれば過干渉の危険が。 

 

詳しい解説も掲載中。ぜひ、アクセスを！ 

 

番組では、過干渉に関するみなさんのご意見やお悩みをまだまだ募集しています。 

「ウワサの保護者会」ホームページまでお寄せください！ 

（終） 


