ウワサの保護者会

第 32 回「恋愛しない子どもたち
原因は親にアリ！？」

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）

ウワサの保護者会！
今日のテーマは「恋愛しない子どもたち」
スタジオには、娘が「恋愛に興味がない」と悩む、ホゴシャーズ６人が集まった。

【今回のホゴシャーズ】
夕顔

（母）
：長女・高１/次女・中１

れんげ

（母）
：長男・高３/長女・中３

モクレン

（母）
：長女・高２/次女・中２/三女・小６

ミドリムシ（母）
：長男・高２/長女・中３
メンドリ

（母）
：長男・高２/長女・中２

さつき

（母）
：長男・高２/長女・中１

高山 ：
（子どもたちは）恋愛をしないで、何を優先していると思いますか？
れんげ：２次元のキャラクター。アニメショップにばかり通っています。
高山 ：２次元の中に、恋をしているっていうことですか？
れんげ：そうです。今だと戦国武将。大谷吉継が大好き。
高山 ：恋愛はしているっていうことですか？
れんげ：でも、絶対あり得ない。死んでいるし（笑）
高山 ：まあ、そうですね（笑）
モクレン：まあ、リアルではないですよね。
高山 ：モクレンさんは、どうですか？すごく同意されているんですが。
モクレン：うちの三女も、２次元・アニメにすごく興味があって、キャラクターが着ているお洋服と同
じお洋服が着たいとか。
れんげ：そうなの！もう、予約までして。
モクレン：彼氏とかがいれば、ペアルックみたいな感じのイメージ。キャラと同じものが着たいから。
夕顔 ：でも、やることは同じなんですね。おそろいにしたいとか。
高山 ：メンドリさんはどうですか？
メンドリ：うちの娘は部活が忙しすぎて、あんまりそういう時間もないし、そもそも（恋愛に）あんま
り興味がないっていうか。
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高山 ：部活に、憧れの子は？
メンドリ：いないっぽいですね。
さつき：娘にアイドルの話を振ってみるんですけど…。「誰が好き？」とか「誰々くんかっこいいよね」
って言っても、
「キモッ」で終わってしまうので、ちょっとそこが心配ですね。興味が全然ない
のかなっていうのは。
メンドリ：うちもそうですね。
ホゴシャーズの不安を裏付けるようなデータがある。
今年１月に発表された、ある“恋愛意識”の調査によると、
新成人の「７３．８％」およそ４人に３人には、「交際相手がいない」という結果が。

保護者の皆さんが青春をおう歌していたであろう２０年前は、「５０％」
比べてみると、今は「交際相手がいない人」が増えている。

さらに、昨今草食男子の存在が注目されているが、実はこんなデータもある。
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交際相手がいない２０代女性のうち、なんと半数近くが「恋人はいらない」と回答。
男子だけではなく、女子も草食化していたのだ。
では、なぜ恋愛をしないのか？
「自分の趣味に力を入れたい」という理由についで多かったのが、「めんどくさい」

そう。恋愛は今や、
「めんどくさい」存在に。
でも、
「恋愛がめんどくさい」のは２０代だけじゃないの！？」というわけで、街の中高生に聞いてみた。
ねえねえ、恋愛ってどう思う？
中３女子：なんか、めんどくさい。
中１女子：面倒くさくなってきちゃうから。
友だちのほうが変な緊張感とかもたないから、友だちのほうがいいかな。
高３女子：バイトのほうが、そっちのほう大事かなっていう。
いったい、
“恋心”は、どこへ行ったの～！？
皆さん、この状況、どう思います？

さつき：恋人がいらないって、女の子がそう言っているのが、ビックリでしたね。
私のときは、競うように、告白したとか、好きな人ができたとか、誰々くんかっこいいとか、
話が盛り上がっていたんですけど、そういうのがないのかなってちょっと心配ですね。
トレンディードラマが全盛期で、その影響があったかもしれないですね。
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高山 ：ホゴシャーズの皆さんから、こんな声が届いています。
「好きな人に会うことが、学校に行く楽しみだった」
（一同共感）
高山 ：皆さん、うなずいていらっしゃいますね。
また、
「親に、恋愛しているから成績が落ちたと言われるのが嫌で、猛勉強をして、成績を上げ
ていた」
尾木 ：いや、これは確かにそう。教員の立場から見ていてもそう。恋愛する子は成績上がりますよ。
ここで夕顔さんが、イマドキの子どもの恋愛観を「分析」
夕顔 ：今日、すごくアウェイな感じがしているんですけど。
なんか恋愛って、中高生くらいまでは、本当にイケ女（イケてる女子）がいい思いをする、格
差社会だと感じていて。私は下流女子ですから！まあ、上流の方にはわからないかもしれない
ですけど（笑）
私たち（恋愛を）やってこなかった人たちも、（昔は）「私、恋愛なんていいです」って言える
雰囲気じゃなかったんですよ。ただ、今の子たちは、
「別に私（恋愛に）興味ないから、女子で
楽しくする」っていうふうに言える雰囲気。

恋愛しない子どもたち。
その本音に迫るべく、
「恋愛ネガティブ」を自称する、女子大学生１０人に集まってもらった。
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果たして何が彼女たちを、恋愛から遠ざけているのか？
「自分のやりたいことが多すぎて、相手一人に使う時間がもったいないって思ってしまいます」
「女性一人でなんでもできちゃうから、男性がそこまで必要ないって感じになってしまっている」
彼氏がいなくても、楽しい生活は送れているんだ。
そんな自立した女性が増えるなかで、一方の男子はというと・・・
「
（男子は）いろんなデメリットとか、リスクとか考えて、守りの男の子が多くなっているのかなって」
「傷つくのを恐れて、告白とかしないんだと思います」
「１００％の確証がないと絶対つきあってと言わない。９５％でも無理（言わない）
」
やっぱり、草食男子、増えているんだね。
そして、イマドキのこどもたちの生活に欠かせない、あるものの存在が恋愛の妨げに！？
「とにかくＬＩＮＥがめんどくさいです。一時期、好きな人がいたんですよ。そのとき、約１か月２か
月くらい毎日ＬＩＮＥが続いたんですけど、後半になってくるとやっぱり会話もそれなりにつきてくる
し、考えまくっていたら、もう本当に疲れちゃって。だったらこのまま終わって、友だちで、いつも通
りのがいいかなと思って、そのとき諦めたので…」
「２週間くらい続いていると、続けなきゃいけない“ジョブ感”みたいなのが、お互い生まれて…」
好きな人とつながるためのＬＩＮＥなのに、恋愛に発展する前に、疲れて終わっちゃうってこと！？
さらに、こんな弊害も！
「ＬＩＮＥとかでさんざんやりとりして会うと、もうそこで新たなネタもとくにないというか。会った
ときの新しいドキドキ感が生まれない」
好きな人にせっかく会えたのに、ドキドキしないなんて！
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そして、ＳＮＳでも多くの人たちとつながりを持つ彼女たち。
恋愛よりも大切にしているのが、友だちとのグループ、コミュニティーの存在だという。
「コミュニティーでつながっていることで安心感を得ている。コミュニティーの結束が強くなったら、
もし好きな人がいても、その人と自分が付き合ったり、遊んでいるっていうのが周りにバレたら、例え
ば、あの子が傷つくとか。そういった、いろんな弊害が、コミュニティー内で生まれて、そのコミュニ
ティー自体がダメになるっていうのを恐れて、恋愛しにくくなっているのかなって」
自分の恋愛よりも、コミュニティーを守ることが大切！

そんなイマドキの恋愛観、皆さんは、理解できました？

夕顔 ：ＬＩＮＥの使い方、間違っている！
さつき：確かに、娘は部活で遅くなって帰宅しても、まず、すぐにＬＩＮＥをチェックして、一生懸命
返信している。
夕顔 ：今から風呂入るとか。そんなことまで言い合うってどうなの？
れんげ：「フロリダ～」とか言ってね。
（お風呂に入るために離脱することを“フロリダ”という。
）
尾木

：さっき、女子大学生の子が言っていた、同じ話を聞いたんだけれども。中学生で、ずっとＬＩ
ＮＥでやり取りしていてね、もう大好きになっちゃって、初デートに行ったの。そしたら、Ｌ
ＩＮＥで全部話し尽くしているから、話すことがなくて。会って、
「じゃあ、私たち別れましょ
う」ってなったんだって。初デートがお別れになる。

一同 ：えー。
ミドリムシ：私が学生のころは、ポケットベルがはやっていて。
高山 ：懐かしいアイテムが出てきましたね。
ミドリムシ：ポケットベルは鳴っても、結局連絡を取って自分でしゃべるから。
今は自分の気持ちを、自分の口から伝えられない子が増えているのかなって。
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高山 ：いざというときに、言葉が出てこないとか。
モクレン：そうですよね。
“コミュ障”ってやつですよね。
夕顔

：ネットは、もっとコミュニケーションが深くなるもんだと思っていた。よくやりとりしている
から。結局、そこで無駄な会話ばっかりして疲れているんですね。だから、会話しないほうが、
憧れとか想像力とか…。

れんげ：妄想とかね。
尾木 ：そう、妄想の部分がすごく大事。
夕顔 ：会ったときの喜びとかね。
尾木 ：そう。このわからない部分があるっていうのが大事なのよね。
モクレン：ミステリアス大事ですよね。
夕顔 ：全部筒抜けになることの、デメリットっていうことですね。

自分の恋愛よりもコミュニティーの維持を大切にする、いまの子どもたち。
若者研究の専門家からはこんな指摘が。

博報堂ブランドデザイン若者研究所 リーダー 原田曜平さん
「結局、人間つきあいとか結婚っていうのは１対１でしかないわけで、周りの人がどう思おうが、１対
１の関係なわけでね。みんなにいい顔したって、そんなの一生付き合える人間なんて限られているんだ
とかね。恋愛においても力強い指針を示してくれる、親なり大人っていうのを、今の若い子たちは求め
ているんじゃないかなというふうに思います」
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さらに、子どもたちの恋愛を妨げている存在が・・・
それは、親！
その理由を大学生に聞いてみると・・・
『
（男子が）お母さんとすごい仲いいじゃないですか。子どもの恋愛にお母さんが介入するじゃないけど、
「どうなの？どうなの？」みたいに親に言われるからつきあわない、みたいな』
いまの男子たちは、母親に、彼女のことを聞かれるのがイヤで、恋愛をしないってこと！？
『ＳＮＳの普及により、お母さんが（私のＳＮＳを）見ていたんですよ。そうすると、私がどんな男の
子と遊んでいるかとかを把握していて、私の帰りが遅いと、
「また、誰々くん？」みたいなことを言われ
て。今でも、フェイスブックは両親と友だちだから、親に見せられるほどの男性じゃない、だったらも
う男の子のことなんて…とか、なんかそういうふうに思っちゃうんですよ』
親の視線が気になって、恋愛をしない！？
さらに、親のことばからも・・・
「前の彼氏が消防士だったんですけど、高卒だったんですよ。高卒で消防士になっていたので、せめて
大学は出ている人にしなさいって言われた」
『常々、母に言われるのは、「苦労をしないでほしい」

その、「苦労しないで」っていうのが、大学の

名前とか職業、相手の入った会社とか、
“ラベル”になってきているのかなって思う』
「子どもには苦労をさせたくない」
親心からついつい言っちゃうことって、確かに昔からあった。
でも、今の子どもは、親のことばで、恋愛を諦めてしまうことも。
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『最初から、
「その人大丈夫？」と思われそうな人とは（好きでも）つきあわない』
えー、それで本当に諦められるの！？
子どもの恋愛に親の影響、出ちゃっているんですね。

メンドリ：でも、今の時代、親の子どもに対する関わりっていうのが濃くなってきている。例えば、高
校生でも部活の試合を必ず見に行くとか、社会全体として昔に比べて深くなっていると思う。
夕顔 ：学校からも、
「子どもの話を、たくさん聞いてください」って言わる。もちろん聞くことはいい
ことだと思うけど、結局「子どものことをよく見よう」っていうことなので、見ちゃう。そし
て、見すぎちゃうっていうことなんですかね？
メンドリ：関われば関わるほど、気になることにこっちも気づいちゃうから。そうすると、つい口出し
ちゃって。
夕顔 ：初デートに変な格好をしてくと思えば、
「ちょっと！」ってなるんじゃないかなって（笑）
初デートって気が付かない私もどうかと思うけど、気が付いた私はきっと言うだろうし、みた
いな。どっちがいいの？っていう感じですよね。

れんげさんは、実際に親から理想の男性像を押しつけられた経験が・・・
れんげ：大学（卒業）以上でないとダメだとか、ちゃんと稼げる人でないと、恋愛と結婚は別だからっ
てよく言われました。
高山 ：言われて、どうしました？
れんげ：でも、私は反発して、そんなの気にしないわっていう感じ。
でも、実際は、結局つきあってきた中で、一番稼げそうな旦那と結婚したので（笑）
夕顔

：私も考えてみたら、車の板金屋さんとおつきあいしていたことがあって。それは、社会人にな
ってからなんですけれど、親に「板金屋と結婚させるために大学まで行かせたんじゃない」っ
て言われたことがあったんですよ。もう、それは（親に）むかつくというよりも、
「あれ？この
人まずい。こんな人のそばにいちゃいけない」っていう感じで、親を客観的に見ちゃっている
んですよね。
「うわ、この人何言っちゃっているんだろう」と思って、家をさっさと出るような
きっかけになりましたね。

高山 ：反発できるのは、いいんじゃないんですかね。
夕顔 ：みんな（女子大学生）
、いい子なんですよね。
尾木 ：そう。反発してないの。
親の顔色を見て、親が喜ぶ人を選ぼうっていうのは、
“いい子症候群”って言いますけれど、自
分が親に好まれるために恋愛まで合わせてしまっている。これは、僕、いかがなものかってい
うか、相当心配ですね。
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モクレンさんは、３人の娘のお母さん。
なかでも、三女のことが心配だとか・・・

モクレン：
（三女は）男がいらない！１人で生きていけるみたいな。
先ほどの女子大生の方も、すごく自立している方は、男はいらないみたいな。
高山 ：小６ですよね？
モクレン：そうですね…（笑）

こちらが、ホゴシャーズ・モクレンさんの娘、イチゴさん。
アニメが大好きな、小学６年生。

イチゴ：現実世界の男子はかっこよくないとか、性格悪いとかいるので、もうアニメの世界のいい男子
がいいです。結婚するなら。
イチゴさんは、アニメのキャラクターに恋心。
そこには、もう１つの理由が。
イチゴ：えー、お父さんがめんどくさいです。なんか、命令したりするから。仕事以外、ほとんど動か
ない。
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イチゴさんのお父さんは、仕事が忙しく不在がち。
休みのときも、疲れて寝ていることが多いという。

イチゴ：ちょっとのことでも、お父さんは怒るから、お母さんはかわいそうだなと思う。お父さんみた
いな人がいっぱいいるんだなと思うと、なんかイヤな感じが、現実はイヤだなって思います。

尾木 ：そうかー。
高山 ：長女と次女は、お父さんとの関係はどうなんですか？
モクレン：お父さんとの関係は、もう最悪ですね。
高山 ：いちばん下だけじゃなくて？
モクレン：みんなそれぞれ、
（お父さんのこと）嫌いなんですけど（笑）

高山 ：モクレンさんは、ご主人のことはどう思っているんですか？
フォローに入ったりとかしないんですか？
モクレン：いや、入らないですね。本当に使えないんですもの（笑）パパは何もしない人なので。
尾木 ：家庭のことはね。
夕顔 ：女の子の扱い方が、へたっぴなの？
モクレン：それもあると思います。自分が子どものころ、親とあまり遊んでこなかった。その当時のお
父さん（おじいちゃんたち）も仕事人間だったので、学校の運動会を見に行くとか、まったく
なかった。でも、今は時代が全然違うじゃないですか。運動会とかお遊戯会とかあったら、両
親ともども見に行くじゃないですか。それを、まったくしない。
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ウワサの保護者会

夕顔

第 32 回「恋愛しない子どもたち
原因は親にアリ！？」

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）

：いわゆる、私たち世代のお父さんという感じ。ドンと座って「お茶持って来い」ぐらいな感じ
なのかな？

モクレン：自分の親がそうだったので、自分もそれでいいと思っているんですよ。でも、時代が今は違
うから。それじゃあ、受け入れられないですよ。
夕顔 ：それでも、この人はそういう人なんだなと思って、そこはＯＫとしてきたっていうことでしょ？
モクレン：小さいころは、どんどん言っていたんですよ。
例えば、夏は「海に連れてって」と言っても、
「仕事だから」って。３姉妹を連れて、私１人で
海に行くんですよ。
（娘たちが）海に行ったことないと、幼稚園とかでもお話ができない。子ど
もたちの、絵日記とかもあるじゃないですか。そういうのも描けないから。
尾木 ：じゃあ、
（絵日記は）パパいなくてママの姿しかない？
モクレン：そうなんです。描いてあるのは４人だけ。
子どもがお父さんと一緒に過ごせない分、モクレンさんは、子どもとの時間をとても大切にしている。
今は、子どもたちと一緒に、ダンス教室に通うのが楽しみだ。

モクレン：いまさら、パパが小学校６年生の子に来ても「もう来ないで」って子どもはなるんですよ。
いまさら遅いって。
夕顔 ：たぶん、４人がそこまで固まって仲よかったら、きっと、入りにくいよね。
れんげ：女子だしね。女子だから、パパはよけいに入りづらくて、仕事して疲れているのに帰ってきて
入りづらかったら、ちょっとかわいそうかな。
モクレン：そうか。
尾木 ：疲れて帰ってきたら「疲れたね。ご苦労さん」とか言って、お菓子あげたりする？
れんげ：パパが好きなものとかないですか？
モクレン：いや、あげないです。たい焼きとか買ってきたら、４人で食べちゃう。
尾木 ：それはないわ。
夕顔 ：人数分買ってきて…。
高山 ：ちょっと、かわいそうですね、夫としてはね…。
でも尾木ママどうですか？夫婦の仲っていうのは、家庭内で“愛の教材”ともとれると思うん
ですけれど、このあたりはどうなんでしょうか？
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ウワサの保護者会

尾木

第 32 回「恋愛しない子どもたち
原因は親にアリ！？」

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）

：モクレンさんの話に象徴的に出てしまっているんですけども、お母さんがお父さんと幸せそう
になっていないなとか、かわいそうとか思ったら、やっぱり男性観変わってきますよね。
だから、お母さんがお父さんのことをどう伝えるか、どういうふうに解説していくか。
「お父さ
ん、あんなにグダっとして、行きたくないって言っているけれど、お父さんは会社の仕事で、
実はこんなに大事なことをやらされていて、それで頭がいっぱいなんだよ」とかね、やっぱり
解説役になったほうがいい。（モクレンさんに）今から間に合うよ！

れんげ：うちは正直言って、けん怠期が長くて。でも、最近、わかり合おうって私が思い始めたら、や
っぱり向こうも変わってくるもので。
初めは子どもたちで分けていたお菓子を、
「パパの分もちょっと置いてみて」とか。そうすると、
パパが喜んでくれて、意外なところから変わってきた。
私もいっとき、もうダメかもって正直思ったこともあったんですけど、変わると思います。
モクレン：ちょっと変わってみようかな。
尾木 ：そう。簡単じゃない？たい焼きを１匹増やせばいいんだから（笑）
（一同笑）
夕顔 ：食べ物ってすごいよね。
高山 ：男は簡単だと思います。はい…。
高山 ：でも、やっぱり子どもは見ているということですね。
尾木 ：見ています。
高山 ：僕自身の経験なんですけど、おやじはほとんどしゃべらない。
（私自身は）こんな商売（アナウ
ンサー）やっているんですけれど、ほとんどしゃべらないような父親だったんです。母親も、
恋愛とかの話をするような人間じゃなかったんですけど。そしたら、親戚のおじさんとかおば
さんが「あんたんところのお父さんは、こういう恋愛をしておったんじゃ」と。
「ああ見えるけ
れど、お母さんの乗ったバスが見えなくなるまで見送っていたんだよ」っていうのを小さいこ
ろに、おじさんがずっと教えてくれたんです。まあ、世話焼きですけどね（笑）
れんげ：いいおじさんじゃないですか。
高山

：だから、
「そうか、お父さんとお母さんは恋愛したんだ」って、「ああいうふうに見えるけど、
親父はこんな面が昔はあったんだ」とか。
でも、それが、恋愛ってこういうものかなってイメージにつながったりもしたので。
親って、なかなか直接は言いづらいじゃないですか。

尾木

：やっぱり、親だけが頑張っても子育てってうまくいかないのね。つながってなきゃ。だから、
おせっかい焼きの人がいてくれるほうがありがたいのね。そういう意味では、現代社会はすご
く子育てがやりづらいっていうかしら、しんどいんですよ。
だからモクレンさん、落ち込まないで。大丈夫。
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ウワサの保護者会

第 32 回「恋愛しない子どもたち
原因は親にアリ！？」

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）

小さいころから恋愛に憧れをもっていたというさつきさんには、こんな体験が・・・
さつき：まだ、レコードの時代ですけど、父がレコードをかけると、母が走って飛んできて、２人でダ
ンスをしていました。

夕顔 ：ステキ、すごいステキ！
れんげ：育った環境を聞きたい！
さつき：小学校のときは、週末になると、夫婦で飲みに行ったり、映画を見に行ったりしていて、中学
生になると、１泊くらいで旅行に行っちゃって、
「羨ましいな。いいなー」って思っていました。
尾木 ：それ、すごくいいわ。夫婦が羨ましいっていうのは、すごく大事だよね。
夕顔 ：そんなの聞いたことない！そんなことあるんですか！！
ダンスするんだ。アメリカの家庭じゃないよね！？
高山 ：今夜踊りましょう、夕顔さん（笑）
夕顔 ：えー、絶対ヤダー！！（笑）
今日のポイント
子どもには、ＬＩＮＥやＳＮＳのつながりだけではなく、「１対１」の人付き合いの大切さを教えよう。
そして、子どもの恋愛観には、親の姿が大きく影響。
“恋愛”のいい面、伝えてあげてね。

ウワサの保護者会！ホームページも、チェックしてねー♪
（終）
14 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。

