ウワサの保護者会

第 27 回「失敗にこそ

価値がある」
木曜日
土曜日

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

高山 ：今日の『ウワサの保護者会』なんですけど、番組初のゲストをお迎えしようと思います。
篠原信一さんです。よろしくお願いします。

篠原 ：お願いします。
高山 ：尾木ママ、お会いするの、初めてじゃないんですよね？
篠原 ：ええ、何度かお会いしています。
尾木 ：体は大きいんですけど、意外と心は小さいところもありますよね。
篠原 ：そうですね、あの…（笑）
（一同笑）
篠原 ：尾木ママが褒めてくれているのか、落としてくれているのか、よくわからない（笑）
ただ、自分はこう見えて本当にね、心は純粋で、今でも少年の心を持ったまま大きくなったよ
うな。
（一同笑）

『ウワサの保護者会』にやってきた大物ホゴシャーズ、篠原信一さん。
シドニーオリンピック柔道１００キロ超級の銀メダリストだ！
篠原さんは、４人の子を持つお父さん。
教育モットーは“放牧主義”という。
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子どもたちはのびのびと好きな所で好きなように過ごし、ママがそれを見守る。
でも最低限のルールである“柵”はあり、もし出ることがあれば、「こら、許さーん！」

篠原パパのお叱りを受ける！
篠原さん流“放牧教育”
、皆さん、どう思いますか？
夕顔 ：
“放牧”なんですね。
“放任”じゃなくて。
高山 ：放任は、聞いたことありますけど。放牧ですか？
篠原

：“放牧”です。
“放任”というのは、何をしようが“われ関せず”ってことでしょ。そうではな
くて、“放牧教育”。基本的には、自由にして構いませんよ、遊んでこいよ、何しても構わない
ぞと。
ただ、柵がありますよね。柵を越えるようなことがあれば、注意をする、叱る、ってことです
ね。柵っていうのは「人に迷惑をかけない、うそをつかない」最低限のことしか私は怒らない
というか、注意しない。例えば、友だちとボール遊びをしていた。友だちの家のガラスを割っ
ちゃった。これを正直に言ってきたら、僕は全然怒らないですね。これを人づてに聞いたりす
ると、
「お前、なんで正直に言わへんねん」って、バッと怒ります。

【今回のホゴシャーズ】
金のなる木（母）
：長男・小６/次男・小４
ヌー

（母）
：長女・小５/長男・小２

チェリー

（母）
：長女・中３/次女・小１

夕顔

（母）
：長女・高１/次女・中１
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今回はホゴシャーズが、子育ての失敗談を告白。
そこから見える育児のヒントを、篠原さんと探るぞ！

金のなる木さんの失敗エピソード
《油断が招いたイタ～イ出来事》

ある夜のこと・・・
リビングで、金のなる木さんがくつろいでいると・・・
げんき：いたい！！
背後から、長男の悲痛な叫び声が！
金のなる木：大丈夫？何があったの？
げんき：お母さん、ボク、ボク…どうしよう。
みれば、長男の肌には、牙でかみつかれたような二つの穴。血がツーッと流れていた。
金のなる木：どうして、こんなことになったの！？
なんと、長男の親指にはホチキスの針が刺さっていたのだ！？
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実は、このホチキス、翌日、次男が学校で使うため、金のなる木さんが、出して準備しておいたもの。
金のなる木：危ないから、気を付けるのよ。

しかし小６の長男には、危険なことは知っているだろうと注意せず、油断していた。
幸いケガは大したことなく、医者にペンチでスッと針を抜いてもらい、治療は３秒で終了。
げんき：今度刺さったら、自分で抜けるね。
金のなる木：また、刺すんかい！

高山 ：ホチキスをあんなふうにしてしまうとは思わなかった？
金のなる木：グッサリ刺さっていて。
「また、刺さったら抜けるね」って言われて、
「エ～ッ！？」って。
篠原 ：いやいや、こういうことを経験して覚えるんですよ。
金のなる木：じゃあ、いい経験？
篠原 ：まあ、ある意味。
（一同笑）
篠原 ：いや、本当に！本当に！
「そんなの、ホチキス押したら刺さるに決まっているだろ。それがホチキスや」と。
「次、気を
つけろ」みたいな感じで。
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：まあ、油断じゃないんですけど。うちの子なんて、４歳くらいのときですかね、どぶ川にカニ
か魚がいるといって、ずっと下を向いていて、そのまま落っこちて。頭の傷がパックリ開いて。
だから（医療用）ホチキスでバンバンバンと、
（頭の傷を）とめられましたけど。

夕顔

：そのケガをさせたのが自分の責任だって思っちゃうんだよね。だからやっぱり、笑って見てい
られないよね。

金のなる木：またやるからやめてほしいと思って、
（
「やめなさい」って）言っちゃいますよね。
チェリー：なんとか防止しようというふうにしちゃう。
篠原 ：ダメでしょ、そんなことじゃ！もっとケガさせないと。大ケガはダメですよ！命に関わるとか、
そんなんはダメですけど。ちょっと骨折れるとか。
高山 ：ちょっと骨折れるって…。
篠原

：いやいや、最悪ね、極端な話、手の骨が折れるとか。遊びをした中でケガをすると、これする
と危険だなって、ちゃんと、そこで学んでいくと思いますし。
ちょっと過保護すぎますよ。過保護っていうか、思い入れが強すぎるっていうか。もちろん痛
いことをさせたくないっているのはわかるんですけど。

夕顔 ：そう、過保護なんだけど、でも保護は絶対必要で、その境目がわからないときがありますよね。
尾木 ：ちゃんと判断力を育てるような保護のしかたをしないと、判断力が育たなくなっちゃうからね。

篠原

：例えばですね、「今日バーベキューするぞ！」と、子どもたちは喜びますよね。自分の場合は、
バーベキューをするにしても、炭に火をつけるのから全部子どもたちにさせるんです。あれっ
て、なかなかつかないですよね。「熱っ！」って言いながら、火を起こすまで全部やらすんで。

ヌー ：低学年の頃からですか？
篠原 ：やらせますね。炭が、パチパチ言い出した。
「ついた、ついたー！」と。今度は煙が（自分たち
に向かってきて）ね、「煙たいからもうイヤだ！」ってなるんですよ。
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篠原 ：
「よく考えろ、お父さんのほうに煙きているか？」と、
「きてない」。
「風がこう流れているから、
煙はそっち行くやろ。こっちに回ってきてあおげ」というようなことを、小さいころからして
いる。基本的には全て子どもたちにやらせるという。失敗して覚えていくと思っているんで。
ヌー ：スゴイ！
高山 ：素晴らしいですね。
尾木

：柵があるだけじゃなくて、中身もありますよ。バラエティと柔道家の篠原さんしか知らなかっ
たけど、もうこれは教育語れるわ（笑）

篠原 ：申し訳ないんですけど、本当、それほどでもないんですけど…。
（篠原さん足を組む）
高山 ：ちょっと、ちょっと（笑）
（一同笑）

ヌーさんの失敗エピソード
《娘に見栄を張って、赤っ恥》

真っ青な空の下。公園で、娘と逆上がりの練習をしていたヌーさん。
あおい：えい、えい！
ヌー ：ちがう、ちがう！どうしてできないのかなあ！？
あおい：じゃあ、ママできるの？
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ヌー ：当たりまえでしょう！そんなの朝飯前よ。
あおい：じゃあ、やってみてよ。
ヌー ：ええ、喜んで！
ヌー ：
（心の声）なんて言ってみたけど、逆上がりなんていつ以来よ…。
でも出来なかったら、示しがつかないし…。

あおい：ママ早く！本当にできるの？
ヌー ：も、もちろん！ママのお手本を、よく見てなさいよ。
ヌー ：
（心の声）マズイわ、娘が疑い始めている。見てなさい、女の意地！！
ヌー ：トリャー！
（脱げた靴が空高く飛んでいく）

あおい：プッ！（爆笑）お母さんの靴、空中で何回転も逆上がりしてたね！上手、上手～！
ヌー ：く、くやし～。
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高山 ：ヌーさん、泣いてらっしゃいましたね（笑）
ヌー ：親のエゴが出てきてしまいまして、
（友だちが）みんなができているなら、あなたもできるよう
になるでしょって。
それで（失敗したときは）１日、ちょっとショックでして。
「自分ができるようにしよう」と思
って、スクワットを始めたんですね。先日、リベンジで逆上がりをもう１回チャレンジしたん
ですよ。そしたらできたんです！
尾木 ：わあ、よかった。
高山 ：ちなみに、肝心のお嬢さんは、逆上がりは？（笑）
ヌー

：そしたらですね、娘も一緒になって横でスクワットをやっていて。そしたら、結構逆上がりが
できるようになってきて。

夕顔 ：言ってもダメなんだよ、自分がやってみせないとね。そこが、えらい！
高山 ：篠原さんどうですか？親が見本を見せるという。
篠原 ：自分だったらね、わざわざ子どもの前で見栄を張ろうという感覚すらないですね。
ヌー ：ああー、なるほど。
篠原 ：自分だったらですよ。
「別に、できなくても全然恥ずかしくない。だって、お父さんもできひん
もん」というような感じで言いますね。
基本的には、自分が悔しい、自分がやりたいと思わすようなほうにもっていきます。
「友だちは
できるのに、オレだけできひん」ってなるんだったら、
「じゃあ、悔しかったら頑張れ」と。た
だできなくても、恥ずかしいことではない。

チェリー：じゃあ、
「僕はできなくてもいいや」って開きなおっちゃったら、どうするんですか？
篠原 ：それは放っておきます。そのままです。
金のなる木：いいんですね？
篠原 ：それで、自分はいいと思います。
夕顔 ：でも、恥ずかしい思いをするんじゃないかって、心配になっちゃうんですよね。
尾木 ：だから、それが恥ではないっていうところなんですよ。
夕顔 ：でも、学校ではできる人いい点、できない人悪い点になるんです。
チェリー：成績っ！
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尾木 ：学校は学校なの！「お母さんとお父さんは違うよ」って（子どもを受け止めないと）
。
僕はよく言うんですけど、学校と同心円の価値観を持ったらダメなんですよ。学校はそういう
価値観でいいんです。それが仕事なんだから。
でも親は違いますよ。その子を丸ごと認めなかったら、子どもは逃げ場がなくなっちゃう。
チェリー：そうか。逃げ場になるってことか。
夕顔 ：学校の尺度を家まで持ち込んでは…。
尾木 ：持ち込んだらダメ！
金のなる木：でも、持ち込んでいるよね？
尾木 ：堂々と言わないでよ（笑）

篠原 ：今ね、成績って出ましたけど、自分からすると、
「成績がいいから、じゃあなんなの？」ってな
るんですよ。
尾木 ：わあ、いいねー。
篠原 ：息子３人は柔道をやっているんですけど、試合に負けるじゃないですか。
嫁さんが、
「
（息子が）なんて言って帰ってきたと思う？」っていうんですよ。
「知らん、なによ？」
って聞いたら、相手に投げられて「俺、受け身上手いやろ」って言って帰ってきたって。
「あん
たどう思う？」って（嫁さんに）言われたんで、（息子に）「お前最高やないか。柔道は、頭を
ケガしないように受け身ができたら最高や。お前は偉い。受け身上手いらしいな」と。
本当に、こんな感じですよ。
夕顔

：世界チャンピオンみたいな方、一芸があって頑張るんだったらいいけど、何にもなかったらと
りあえず勉強よってなるんですよね。

篠原

：いやいや。今言われるように、たまたま自分は世界選手権とかオリンピックに出させてもらい
ましたけど。自分は、中学から柔道始めたんですね。体も大きい、悪さしないようにというこ
とで、当時の中学の柔道部の先生が自分を無理やり入れたわけですよ。
嫌々入ったんで、ほとんど練習とかサボったり。柔道が、嫌で嫌で。
先生に怒られる、先輩に注意されるということでやっていただけですから。
ここからなんですけど、大学３年生のときに初めて（全日本学生選手権で）優勝したじゃない
ですか。それで、オレにもできるということで、初めて自分の目標を持ったんですよ。
「俺もオ
リンピック、世界選手権！」目標を持つとスゴイですよ。今まで、練習時間の２時間がめちゃ
くちゃ長いんですよ。これが目標を持ってからの練習っていうのは、
「え、もう終わり？」って
いうぐらい早い。
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一同 ：へえー。
篠原 ：こういう、目標を持つか持たないかというところ。
高山 ：世界がガラッと変わったんですか？
篠原

：そう、本当に。自分の経験もあるから、今、自分は子どもたちには、あんまりギャンギャン言
わないんです。自分で目標を持てば、自分でも世界選手権オリンピックに出られたんだから。
「なんでお前、できひんねん。練習せえ」とか、嫌々やらせても、泣きながらやっても、あん
まり子どものためにならないと思うんですよね。勝つ喜び云々というのは、本人が勝ちたい。
本人が負けて悔しいと思わないと。負けたとき、
「おまえは何で負けたんだ、悔しくないんか！」
って、怒られて泣いているだけですからね。「悔しくないんか？」って、「うん、悔しい」って
言って、泣いてはいるんですよ。でも、たぶん、親や先生に怒られて泣いているだけですから。

夕顔 ：すごくわかる。そうだ。
篠原 ：やっぱり、自分からやりたい、自分から成功したい、っていう。
夕顔

：でも、あるとき目覚めて「コレだ」って思ったら目標を持って、がぜん頑張るようになるって
ことが、信じられないっていうか。このまま放っておいたら、だらっとして、楽なほうへ流れ
ちゃうんじゃないかって…。

尾木

：これね、教育の専門家から言うと、そんな子はいない。そうやってしてダメにしたのは全部親
です。親と学校。そんな子いない。人間の本能です。

チェリーさんの失敗エピソード
《思わず言ったあのひと言で、娘が予期せぬ行動に》

ことの発端は、ささいな親子ケンカだった。
長女を怒っているうちに、ついつい、気持ちがヒートアップしたチェリーさん。
チェリー：何度も言っているでしょ。もうあなたなんてウチの子じゃない！出て行きなさい！！
そのあと、気持ちを落ち着かせようと、風呂に入り上がってみると・・・
長女は携帯電話を残し、姿を消してしまっていた！
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友だちの家、近所の商店街など、思いつく限りの場所を探したが見つからない。
警察にも「捜索願い」を出した。
マンションの防犯カメラを調べてもらったところ、どうやら外に出た形跡はない。
仕事を切り上げ帰宅した父親も一緒に探していると、
父

：うん？もしかして…。

マンションの共用トイレから人の気配が・・・開けてみると、真っ暗な中に長女を発見した！
警察 ：娘さんは、まだ帰ってきませんか？
チェリー：それが、さっき戻ってきました。お騒がせしましたぁー（号泣）

しかし、長女は・・・
長女 ：
「出てけ！」って言うから出てったのに、なんでママが泣いているの？

高山 ：大変でしたね。
チェリー：大ごとでした。
夕顔 ：中１くらいだと怖いですよね。本当に遠くに行っちゃうかもしれない。
チェリー：悪いほうに、悪いほうに考えちゃって。
今までも、何度も「もう出て行きなさい」って言ってしまっていたんですね。でも、出て行っ
たことはなかったので大丈夫だろうと思ったら、とうとう本当に出て行ってしまって。
高山 ：同じ経験ありますか？
金のなる木：「出て行きなさい」って言って、外に出してカギを閉めて…。
高山 ：夕顔さんはどうですか？
夕顔 ：言いたくないな。私もしょっちゅう出すんですよ…。
高山 ：でもね、それなりのことをしたから、「出てきなさい」ということになったわけですよね？
チェリー：はい。１回目では、私もそんなにヒートアップしないんですけど、何度も何度も同じことを
やらかすと、もうバーンと。
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高山 ：ですから、お風呂で落ちついていらっしゃって…。
チェリー：そうですね。まさか、その間に娘が出て行くとも思わないので。
高山 ：ヌーさんはどうですか？落ちつける方法ってなにかありますか？
ヌー

：昔、おまわりさんをしていたんで、少しクールでいられる自分が身についているっていうのも
あるのかな？
私の場合は、まずその場からいったん、私が隣の部屋に移動します。６秒ルールってあります
よね。
「ふぅー」ってクールダウン。

高山 ：６秒でいいんですね？
尾木 ：６秒ルールって、アンガーマネージメントの基礎編ですね。
（チェリーさんに向かって）お願いね。
高山 ：チェリーさんは、どうやって娘さんとは仲直りを？
チェリー：一晩たって自分も冷静になって、本当に今回の件は反省したので、娘にお手紙を書きました。
“２度と私は出て行けということは言わないから、２度とあなたも出て行くようなことだけは
しないでくれ”と。
高山 ：心を通わせたわけですね。
チェリー：そうですね。
尾木

：子どもが、今まで出て行かなかったのが、出て行くようになっちゃった、というのは、子ども
が成長している証拠なんですよ。出て行ける力が備わってきたの。大したものなの。
親子といえども、対等な人間同士なんですね。だから、あんまり上から押さえつけるようなこ
とを、大きくなって自立心がついてきた子どもにやっちゃうと、
「じゃあ、出て行きますよ」っ
てなる。僕ら教師からみると、子どもも大したものだなと。
それからチェリーさんがステキだなと思ったのは、お手紙。お手紙を書くというのはすごくい
い。失敗しちゃったら、ごめんねって詫びるっていうのも、親にとってはすごく大事だと思う。

高山

：ちなみに、篠原さんは今４人のパパで、お嬢さんと息子さんがいらっしゃいますが、娘さんと
息子さんで怒り方というのは違いますか？

篠原 ：全然違いますね。区別しています。
尾木 ：区別。差別じゃないのね。
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篠原 ：差別はしないです。区別はしています。
高山 ：どういう区別をされているんですか？
篠原 ：基本的には男の子には怒るときには、
「ダメだろ」と（直接）怒ります。
女の子の場合、お姉ちゃんの場合は、基本、嫁さんに「お前言え」と。
金のなる木：それはなんでですか？
篠原 ：
（娘に）嫌われたくないから。
一同 ：えー！（爆笑）
篠原 ：それだけです。嫌われたくないから。

夕顔さんの失敗エピソード
《完璧なプランのはずが、一転、大ピンチに！》

自分にも子どもにも厳しい夕顔さん。
子どもたちが失敗すれば、叱りつけてきた。
いつも目指すは・・・
「パーフェクト！」
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ゴールデンウィークに娘たちとの、旅の計画を立てていた夕顔さんは、
「若い頃、フェリーで旅したステ
キな思い出を、ぜひ子どもたちにも体験させたいわぁ～」と、２か月かけ準備をし、２泊３日の完璧な
船旅プランを練り上げた。
「ホ～ホッホッホ、パーフェクト！」
旅行初日。フェリーの乗船時刻は、夕方６時。
渋滞を考え、時間に余裕をみて自宅を出発した夕顔さん一行は、３時間前には、港に到着。
長女 ：すご～い、大きな船！
次女 ：早く乗りたいね～！
夕顔 ：でしょ～。
（心の声）喜んでる！喜んでる！
「ホ～ホッホッホ、パーフェクト！」
乗船まで時間があるので、いったん、港を離れ、近くの土産屋に行くことにした夕顔さん。
ご当地の名物弁当まで買い込み、乗船時刻の６時に港に戻ると・・・
長女 ：あれ？
次女 ：フェリーがない！？
夕顔 ：なんで？どうして？何が起きたの～～～～？
慌ててチケットを確認する夕顔さん。６時ではなく・・・

１６時と書かれているのではないか！そう、船は２時間前に出港していたのだ。
夕顔 ：フェリーの旅は、パーですよ！！ショボーン…。
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長女 ：お母さん、大丈夫！
次女 ：これから楽しい旅を考えればいいじゃん。
夕顔 ：なんて、前向きな娘たちなの。娘たちは、パーフェクト！

夕顔 ：本当に思い出すと泣けます。
篠原 ：いい話じゃないですか。
夕顔 ：そうなんですけど、１６時と６時を間違えるんですよ！２か月かけて計画しているのに。もう、
その間違え方のバカっぷりに、自分ですごくへんじゃったんですよ。会社だったら辞表レベル
でしょ。もう人生の辞表だと思って、もう私終わったと思って…。
子どもたちにも、
「本当にごめんね。寝るところどうしよう」って言ったら、
「いいんじゃない」
みたいな。
「車の中で寝ればいいんじゃない」って。大丈夫だよって感じなんですよ。うちの娘
って、どんな失敗しても、
「大丈夫。大丈夫」ってタイプでね。
ヌー ：スゴーイ！
夕顔 ：いや、でもスゴイって言っても、学校で忘れ物しても、友だちが貸してくれたから大丈夫とか。
テストで悪い点とっても、次から頑張ればいいから大丈夫って笑っていて。
それを私は、
「そんなんじゃダメだ」って、ずっと言ってきたんですよ。
いざ、このときは「大丈夫だよ」ってひと言に助けられて。私が否定してきたものが、こんな
に力を発揮することがあったんだっていうことに、その時気付いたんですよね。
ヌー：お子さんに励まされた？
夕顔 ：そう。私、今まで励まされたことがなかったんですよ。
（一同笑）
高山 ：それも言い過ぎじゃないですか？ちょいちょい、あったんじゃないですかね？（笑）
尾木 ：気がついてないのよ。
夕顔

：子育てって深いっていうか、私は何を子どもたちに教えてきたんだろうって、その晩は本当に
考えました。

高山 ：子どもたちのためだと思っていたことに、逆に救われた？
夕顔 ：はい。
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尾木 ：それがスゴイ思い出になったでしょ？
夕顔 ：スゴくなりました。
今でもみんなで話しますね。
「フェリーに乗りたかったねえ～」って言って、みんなで笑ってい
るんです。
尾木 ：子どもが失敗したときには、
「大丈夫よ」って声をかけるといいよって僕らよく言うんですけど。
逆に夕顔さんは体験されたから、次からは「大丈夫よ」って、言ってあげてよ。
夕顔 ：娘は言う前に、大丈夫って思っているんですけどね。
高山 ：篠原さんはどうですか？「やっちゃったな～」という経験は？
篠原 ：やっちゃったな～って、自分的にはないんですけどね。常に僕、
“パーフェクト”ですから。

篠原 ：でも、基本的に、こう！こう！とは計画立てたりしないんで。
完璧に計画立てると、１つズレると、みんな崩れるでしょ。例えば、試合のイメージトレーニ
ングをよくしなさいって言うじゃないですか。あれは必要だと思いますよ。でも、自分には合
わない。イメージ通りにいかなかったらどうしようって思うから。
尾木 ：なるほど。
篠原

：こういうふうにやろうと順序立てても、１つ狂うとみんな狂ってくる。そういう意味では、僕
は本当にビビリなんです。人に負けたらどうしようって思うから、その分俺には練習しかない
って思って、練習しただけです。

尾木

：じゃあ、篠原さんが生まれたのは、そのビビリだっていう弱点が、強さになっていったんです
か？

篠原 ：そう思いますね。柔道に関してはですね。
尾木 ：僕もビビリなんだけど、強くなれるかなあ？（笑）
高山 ：今日は深くておもしろい。
尾木

：深くておもしろいですよ。あの、子育てっていうものは失敗するものだと、もうはなから思っ
ていた方がいいの。そして、失敗の共有っていうのも大事ですよね。その失敗をどう楽しめる
かっていう。

尾木 ：篠原さんは、子育てに余裕を持っていて、スゴイなと思った。
バラエティしか観てなかったから、ごめんなさいね（笑）
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：いえいえ、本当はね、自分どっちかって言うと、バラエティも楽しく出させてもらっているん
ですけど、教育とか政治、経済ね。この辺が本当は私の分野。

尾木 ：あら、政治経済まで？
篠原 ：いや、うそです！うそです！（笑）
（一同笑）
篠原さんの子育ての流儀
失敗を恐れず、のびのびと育てる。
やがて、子どもは自分で目標を見つけ、努力するようになるよ。

これからの「ウワサの保護者会」も、子育てにまつわるさまざまなテーマでお送りします。
番組ホームページでは、皆さんからのご意見やお悩みを募集しています！
アクセス待っています！
（終）
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