ウワサの保護者会

第１２回「どうする？子どものお手伝い」
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。
今回のテーマは「どうする？子どものお手伝い」
【今回のホゴシャーズ】
うめ（父）

：長女・小２／長男・年中

ビオラ（母）
：長女・小４／次女・小１／長男・年少
シクラメン（母）
：長男・中３
らん（母）

：長男・中２／長女・小４

あんず（母）
：長女・中１／次女・小４／三女・小２
たけのこ（母）
：長男・小６／長女・小１
高山 ：さあ、尾木ママ、今日は子どものお手伝いについて。
尾木 ：わあ、うれしいわ。こういうテーマを取り上げてもらえると。
というのもね、子どもがお手伝いをやっているかやってないかっていうのは、学校の先生から
見ていると、例えば、４０人いたら全員当てることができるのよ。
それぐらい、全身に表れてくる人間性というかな。心優しい子で、ふっと安心感のある子ども
になりますね。
お手伝いしている子は、本当に一目瞭然！
高山 ：番組でアンケートを取ったんですけど、実に９７％の皆さんが、“子どものお手伝いは必要だ”
とお答えになっているんですが、今日来ていただいたホゴシャーズの皆さん、お手伝いが必要
と思われる方、手を挙げてください。
（一同挙手）

高山 ：１００％。
尾木 ：１００％！あっ、僕もよ（笑）
高山 ：皆さん全会一致でございますけれども、ふだんお子さんが家庭でどんな手伝いをしているのか、
教えていただきたいんですが。
うめ ：うちは小学校２年の娘がいるんですけど、うちの娘はようやく手伝いをしだして、手が空いて
いるときに「お手伝い、なにかない？」って言ってくるんですよ。
尾木 ：あら、かわいい。
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うめ ：進んで手伝いやってくれるので、やってもらうんですけど、ただ、結果があんまりよくなくて。
例えば、風呂洗いでしたら水遊びの延長になっていて、全然掃除がされてないとか。
その中でも一番ひどい失敗があって。（私が）
「弟の着替えをさせてくれ」と言ったんですね。
着替えをさせて出てきたら、弟がドレスを着てきた。
尾木 ：弟でしょう？ 男の子？
うめ ：男なんですけど、なんか、ファッションショーと勘違いしているみたいで。

うめ ：これです。
尾木 ：あら、かわい～い。
らん ：うちは、決まっているお仕事（お手伝い）としては、お風呂掃除。
私がいなくてもやっときなさいと言うんだけど、なかなか始めないですよね。

高山 ：本当は、６時に家に帰ったら「お母さんお風呂洗っといたよ」と言ってほしい？
らん ：そう。理想。
ビオラ：理想だよね。でも、なかなか気が乗らないみたいで。
高山 ：お手伝いがされていることはないと…。
ビオラ：わが家では、どうも自分が今やりたくないっていう気分のときは、何か理由つけて「ちょっと
トイレ行ってからやるよ」とか言って、トイレに逃げていくんです（笑）
なんだかんだ理由つけて「今おなか痛いから少し休んでから」とか。でも、そのあと、ごはん
を普通に食べて、おかわりとかしているから「おなか痛くないでしょ！」みたいな。
高山 ：あら、あら。笑顔で怒っていらっしゃいますね（笑）
ビオラ：もぉー！！
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高山 ：そうですか。先ほど“お手伝いが必要だ“と、番組のアンケートでお答えくださった皆さんは
９７％と言いましたが、そのうちの約半数、４７％の皆さんが、
“お手伝いはさせているものの、
うまくいっていません”という悩みを抱えていらっしゃるんですね。
皆さんも今「お手伝い何をやっています？」って聞いただけで、悩みもセットで返ってきまし
たけど（笑）これが、現実なんでしょうね。
シクラメンさんも、結構大変ですか？

シクラメン：そうですね。やらせなきゃいけないっていうのは、もちろんわかっているんですけど、や
らないし、やらせてない。勉強との兼ね合いとかもあるし…。
尾木 ：じゃあ、勉強を相当やるんだ？
シクラメン：やらないです。
尾木 ：やらないんだ！じゃあ、兼ね合いじゃないじゃないの（笑） 兼ね合いのもっと前の段階でしょ？
高山 ：シクラメンさんのお宅に、実はカメラが入りました。
どんなふうにお子さんが、お手伝いをしているのか。ご覧いただきたいと思います。
こちらはシクラメンさんの１人息子、りょうた君。
勉強はもちろん、テニス部でも頑張っている元気な中学３年生だ。
でも、お手伝いに関しては、シクラメンさんを悩ませているという。
いったいどんな悩み？
“お手伝いなんか嫌い！”息子は王子様！

シクラメン：王子様ですよね。王子様に育ててしまいましたね。完全に…。
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この日も、学校から帰るとテレビの前から動かない りょうた君。
シクラメンさん、少しでもお手伝いをしてほしいと、控えめに声をかける。
シクラメン：おやつ終わったら洗濯物だけ入れといてね。
でも・・・
りょうた：・・・。
シクラメン：しないの？（苦笑） 反応してよ。
全く動こうとしないりょうた君。
お母さんの声、聞こえてないの？

声をかけてから３０分後、ようやくベランダへ。
洗濯物を取り込んでくれるのか、と思いきや！？
なんと、洗濯バサミを積み上げて遊び始めた！
早くしないと日が暮れちゃうよ！
やっと始めたと思ったら、こんな調子。
ずいぶん乱暴だね。お手伝いは嫌いなのかな？
りょうた：どちらかというと、お手伝いは好きではないです。自分の時間のほうが、自分にとっては楽
しいから、お手伝いの時間はあまり好きじゃないっていう。
シクラメン：私は家事をする人、彼は勉強する人、パパは働く人、みたいな。
本当にマイペースになっちゃった。どうしよう。
洗濯はもちろん、家事はほとんどお母さん任せのりょうた君。
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でも、実は、この王子様。シクラメンさんには見せない別の顔があったのです。
休みの日。りょうた君、ある場所にやってきた。
おばあちゃん：あら、りょうちゃん。こんにちは。久しぶり。
（おばあちゃんが玄関でりょうた君をお出迎え）
１年に数回訪れるおばあちゃんの家だ。
しばらくして、りょうた君が向かったのは台所。

あれ？お手伝いは嫌いだったんじゃなかったの？
おばあちゃん：洗う？りょうちゃんが洗う？
りょうた：うん。
（りょうた君、パプリカを洗う）
実はりょうたくん、おばあちゃんの家に来るとだいたい、いつも進んでお手伝いをしている。
りょうた：２枚使っちゃっていいの？
おばあちゃん：うん、使っちゃっていいよ。
（りょうた君、ベーコンを切る）
料理はもちろん、庭仕事や洗濯など、何でもござれ。
ゴボウの皮むきもお手の物。
すごい！ちゃんと包丁の背を使っているね。
りょうた：お母さんがやっているのを見て覚えました。
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りょうた君が、料理に興味を持ったのは３歳の頃。今ではだいぶ上手になったという。
おばあちゃん：うまく切れているよ。お母ちゃんより上手。
おばあちゃんの家では、進んでお手伝いをしているりょうた君。どうして自宅ではやらないの？
りょうた：料理は意外と好きなんで。自宅で「やりたい」って言うと、もうお母さんの中でメニューと
か方針が決まっちゃっているから。
だから、
「今日じゃなくてまた別な機会にして」って言われて。それで、結局やらずじまいで、
延びていっちゃう。
りょうた君、本当は、お手伝いをやりたい気持ちもあったみたい。
みなさん、どう考えますか？

ビオラ：これ、よくわかる。うちの子も料理のお手伝いは、やりたがるんですよ。
尾木 ：ああ、そう。
ビオラ：ただ、どうしてもその時間帯って、こっちも忙しいから、ゆっくり教えている状況でもないし。
シクラメン：はっきり言って、手間が増えるだけ！
ビオラ：そうなんですよ。狭い空間（台所）に何人も入ってこられると、ぶつかるし。
高山 ：はっきり言いましたね（笑）
シクラメン：本当に、子どもには悪いんだけど、手伝ってくれるっていう気持ちはありがたいけど、私
のやることが倍に増えちゃう、みたいな。
ビオラ：結局、自分のペースでやれなくなっちゃうんですよね。
たけのこ：うちの子も、料理をやりたがる。学校で調理実習って、ありますよね。それで「きょうサラ
ダを作ったから、僕が作ってあげるよ」なんて言ってくれて。
尾木 ：あら、うれしい。
たけのこ：５年生になって「やってくれるの」なんて思ってワクワクして待っていたら、にんじんを５
センチぐらいにバサッ、バサッと切るわけね。
高山 ：大胆！（笑）
たけのこ：
「えっ、これは？」って思って聞いたら、一口大だって言うんですよね。こんなのボリボリ食
べたらどうなるのって、だんだんイライラしてきてしまって。
「いや、いや。待て、待て！」と思って様子を見ていたら、にんじんとほうれん草を同時にお
湯にポッと入れ「いや、それはない。ダメダメ」となって「代われ！」と言って、私が全部や
って「できた、見ろ！」と言ってしまって。
尾木 ：
「見ろ」と言っちゃったの？
6 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。

ウワサの保護者会

第１２回「どうする？子どものお手伝い」
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）

たけのこ：
（私が）
「できた、こうだよ！」って言って、息子がパクっと食べているわけですね。
それで、冷静になって「あっ、やっちゃった…」と思って。これは、彼がやりたいって始めた
のに、やっぱりこうなっちゃったなと思って。
シクラメン：たまに、息子が私の料理をしているところに来て、腕を組んで見ているときがあるんです
けど。
尾木 ：なるほど。やりたいんだ。
シクラメン：私が、お手伝いをやらせていないんですね。
尾木 ：そう、そう。
うめ ：子どもの“やる気”と向き合ったときに、その“やる気”を育てたいという気持ちはあるんだ
けれども、どうしても自分本位に考えてしまって、ついその“やる気”をむしり取ってしまっ
ているような気がするんですよ。
尾木 ：基本的に子どもって、男の子も女の子も料理をやりたがるの。後片付けもやりたがるんですよ。
どうしてか、わかります？
うめ ：出来上がりが楽しみだとか？
尾木 ：違うの。絵本の『ぐりとぐら』にしても『しろくまちゃんのほっとけーき』にしても、お料理
関係の絵本がいっぱいあるでしょ。それを読み聞かせるの、子どもは大好きじゃない？
あんず：うん、大好き。
尾木 ：料理を作って、最後はお片付けしてっていうところがあるでしょ。だから、みんな本当はお料
理をやりたがっているの。
せっかく絵本で学んだことを発展させるのを、いきなり親はパーフェクトを求めちゃうからダ
メなのよ。

シクラメン：そうか。
尾木 ：もったいない。
高山 ：でも、りょうた君どうですか？
おばあちゃんの家では、あんなに生き生きとお手伝いしていましたが。
尾木 ：そう。笑顔がよかった。
シクラメン：本当ですね。
高山 ：
“目を見て会話も弾む”っていう感じで、ちょっと自宅とは真逆でしたよね？
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シクラメン：本当に、ちょっとショックですけどね。
尾木 ：でも、おばあちゃん上手だったよ。
シクラメン：褒め方？
尾木 ：褒め方っていうか、いい調子で、２人で協調していて。
高山 ：
「お母さんより上手」とかいうフレーズを入れたりとかしてね。
シクラメン：あの余裕が、私にはないんです。
こういう話をしたあとは、たぶん、１回、２回は大らかな気持ちになってできるんですけど。
ビオラ：それ、続けられるかっていうと…。自信ない。
シクラメン：うん。３回目“プチッ”が来るんで。
ビオラ：
「いい、私がやる！」みたいな。
シクラメン：難しい。
尾木 ：それはやっぱり、家事の位置づけかな。お手伝いをなんのためにやらせるのかと言ったら、自
分が助けられるためっていうよりも、子どもがそのお手伝いを通して成長していく、ある意味
での営みの一つなんだと思うの。
赤ちゃんのときに“ハイハイ“しているのを「早く走れよ」なんて言わないじゃない。その“ハ
イハイ”が楽しくてしょうがないじゃない？だから、お手伝いしたい気持ちを受け止めて、で
きるように意欲を褒めて、そして、スキルを少しずつ教えていくの。
だから、戦力としてあんまり頼っちゃわないっていうことが、初期の段階では必要だと思うの。
初めからそんな上手にできたら、お母さんの出番なくなっちゃう。
シクラメン：そうですよね。私、息子にかわいそうなことしていますね。
尾木 ：かわいそうよ。本当にかわいそう。
シクラメン：どうしよう、中３にもなっちゃって…。
尾木 ：まだまだ間に合う、間に合う。旦那もやってなかったら、まだ間に合うわよ（笑）
シクラメン：もう、旦那はいい、いい（笑）
尾木 ：だって、旦那さんがやっているところの子どもはやるんですよ。データも出ていますけどね。
だから、イクメンのところでは、子どもはみんなやるのよ。
うめ ：私がやればやる、ってことですね。
尾木 ：イコールとは言わないけど。
うめ ：さっきの料理もですけど、私がやれば、もしかしたら娘もそれを見て、まねてやってくれるか
もしれない。
尾木 ：そう。つまり、お父さんがそうやって協力しているっていう、その雰囲気っていうの？ “手伝
う”って言っちゃうと、いかにもお母さんの子分みたいじゃない？そうじゃなくて、みんなで
共同して家庭は楽しくやるものだっていう、そういうイメージができるから、やるようになる
んです。
高山 ：この中で唯一、まだ発言をされてないのが、あんずさんなんですが。
実はあんずさんのお宅では、お子さんたちが楽しみながらお手伝いをしているんですって。
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尾木 ：あーっ。じゃあ、この下々の話は…（笑）
あんず：そんなことない。
あんずさん一家。中１から小２まで３人の娘がいる、にぎやか家族だ。
この家では、子どもたちみんなが、進んでお手伝いをしているという。

子どものやる気アップ！あんず流

お手伝いの極意。

一体、どんな極意？
夕方５時過ぎ。
あんず：かおりー。晩ごはん作るからちょっと手伝って。
まーちゃん。
まさえ：なーに？
あんず：お風呂掃除はできますか？
まさえ：まあ、いいよ～。
この家には、
“晩ご飯をみんなで一緒に食べる”という目標がある。
その目標のために、子どもたちみんなが遊びを中断して、家事に協力する。
三女のゆみちゃんは、揚げ物で暑くなる台所に、扇風機を運ぶお手伝い。
長女のかおりちゃんは、料理担当。この日は、きんぴらとポテトサラダを作っている。
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かおり：わあ、細っ！
あんず：大丈夫、大丈夫！それでいいよ。
次女のまさえちゃんは、お風呂掃除が得意。
家族の誰よりも、お風呂をピカピカにできるという。

まさえ：ママ、お風呂掃除終わった～。
あんず：ありがとう。助かったよ～。
極意その１。
あんずさんは、お手伝いをしてくれた後は、必ずお礼を言うことにしている。
あんず：
「ありがとう」とか「すごく助かったよ」とか必ず声かけをして、お母さんはすごく嬉しかった
んだという気持ちを常に表現するようにしています。
おばあちゃん：かおりちゃん、ありがとう。
あんず：ありがとう。
家族揃って食事の時間。
家族全員：いただきまーす。
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かおりちゃんが作った料理の味はどうかな？
おばあちゃん：おいしいよ、かおりちゃん。
かおり：よかったー。
食事の後も、お手伝いは続く。
ゆみちゃんは、進んで食器洗い。
ゆみ ：まず付けて。
（たっぷりスポンジに洗剤をつける、ゆみちゃん）
あれ？洗剤の量、ちょっと多くない？

でも大丈夫！
実はこの洗剤、あらかじめ、水で薄めてあるのだ。
まだ小さいゆみちゃんは、ついつい洗剤をたくさん使ってしまいがち。
いっぺんに洗剤をボトル半分ほど使ってしまったこともあったという。

驚いたあんずさん。でも、叱ってもお手伝いをきらい嫌いになるだけと考えた。
そこで、洗剤をあらかじめ水で薄めておくという秘策を思いついたのだ。
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極意その２。
お手伝いを嫌いにさせない一手間。
そのおかげで、お手伝いを楽しむようになったゆみちゃん。食器洗いも、みるみる上手になっていった。
あんず：頭ごなしに怒ったところで、こっちもやってもらっている立場なので、喜んでやってもらえる
ように、ということを心がけています。
お手伝いは大変って思うの？
ゆみ ：ううん、もうそんなに大変って思わない。慣れてきたから。
コップとかは周りを、クルクルってやるのは、メリーゴーラウンドみたいで楽しいし。
さらに、極意がもう一つ！
まさえちゃんが、カレンダーに書き込んでいるのは、お手伝いの記録。
極意その３。
おこづかいでやる気アップ。

この家では、お手伝いをしたら、１回１０円がもらえるのだ。
あんず：３０円。どうぞ。
まさえ：やったー！
子どもたちは家でのお手伝いをどう思っているんだろう？
かおり：夜とか、お母さんが忙しいときとかあるから、そういうことを考えたらやったほうがいいのか
なって思う。
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まさえ：お母さんが熱が出たら大変だから。
一つでもお仕事、お風呂掃除とかやれば、お母さんがまだましだから。
お手伝いをやる気にさせる、あんず流極意。
皆さんは、どう思いますか？

一同 ：すばらしいですね。
シクラメン：驚いた、驚いた！まず、お母さんのこの大らかさ。
子どもがあんなにねえ…。お手伝いをあんなに上手に、あんなにちっちゃい頃からできるんだ
なって。
あんず：いや、最初は全然うまくできなかった。今はあれぐらいできるようになりましたけど、洗い物
も終わってパッと見たら、ガラスコップが真っ白で…。要するに、油とか汚れが全くついたま
ま、カラッカラに乾いていた、とか。
シクラメン：そのときは、そっと洗って置いとく？
あんず：そうですね、最初はね。私が洗い直して入れて、っていうふうにはしていました。
うめ ：うちなんか、食器洗い乾燥機を買おうかって、悩んでいたところでした（笑）
お手伝いができないから（苦笑）
ビオラ：子どもたちが“やらされている”っていう感覚じゃないのがいいね～。
だって、普通はお手伝いって、面倒くさいって嫌がるじゃないですか。
あんずさんのお宅は、たぶんダメ出しがないんですね。
あんず：たぶん、私がそんなに子どもがお手伝いをやっているところを見てないんですね。とにかく、
自分は目の前にやることがあるので、自分は自分でお料理を作っているっていう。
子どもたちのお手伝いが終わった、結果しかわからないっていうか。

あんず：任せているっていう。
過程を見ていたら、たぶん気になっていたかもしれない。
うめ ：ずーっと、見ちゃいますよね。
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ビオラ：やってしまいがちですけどね。
うめ ：補助が出ちゃいそう。
たけのこ：
「何回言ったら覚えるの！」みたいな。
それはダメなんだ…。
ビオラ：そのほうが、子どもにとっても、自分は任されているんだっていう、仕事の達成感っていうか。
うめ ：あと、もう一つ思ったのが、
“お金を与える”っていうのは“やる気”にはなるけれども、時期
によって早すぎたりしないのかなと思ったんですけど。
たけのこ：お金は私もどうかなと思って、お金じゃなくて「ゲームをする時間を増やしていいよ」って
いうふうに「ゲーム１０分追加でいいよ！」とか言うと、動いてくれたりするんですけど、こ
ういうの、どうなんですかね。
尾木 ：効果のところは、どうなんでしょうね。
達成感が「ゲームやれるぞ」っていうほうに向いちゃう。
「お母さん喜んでくれたし、みんなの
役に立った」という、本来のお手伝いの達成感とはちょっとズレるような懸念もありますけど。
そこは、お母さんがわかっていて、ときにはそういうのを使うのも、それはありじゃない？人
間だもん。
うめ ：そうやりながらも、本筋に持っていくのが一番いいのかなと思いますよね。
尾木 ：やっぱり、家事のお手伝いっていうのは、すごく教育的な意味が大きいと思う。初期の失敗を
もとに、それをちょっとずつ修正してあげて、また褒めて、そこに達成感を持ち、どんどん主
体になっていけるっていうのかな。段取り能力がついてくるでしょう？ほかの子を、ちょっと
動かしていくっていうのは失礼な言い方だけど、リードして、みんなで一つのことを分担して
なし遂げるっていう力もついているの。

ビオラ：奥が深いな。
高山 ：社会に出ると、たいがいチームワークで働くこと多いですから、絶対リンクしますよね。
ビオラ：あんずさんは、もう先を見ているんですね。今、目の前のことではなく。
そこが違う！
あんず：いや、いや。自分もそこまで考えてはいなかったんですけど。子どもたちが、お母さんに喜ん
でもらえるんだったらっていう話をしてくれていたのを聞いて、
“人のためにやることで喜んで
もらえる”っていう気持ちが育っているんだなっていうのを、自分も今回のことで感じて、す
ごくビックリしました。
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尾木 ：あんずさんの子どもたちの、今のその喜びっていうのは、喜びのレベルではものすごく高いん
ですよ。欲求のレベルでは、
“社会的な貢献をした”っていう喜びがものすごくレベルが高くて、
一番低いのは、例えば、
“食べる”“寝る”とか、そういう“生理的な欲求”なんですけど。
社会的に認められるっていうかな。親からとか、先生からとか。そういうのは、人間が持って
いる欲求レベルでは一番レベルが高くて、それが満たされていくわけですから、雰囲気が違う
子になるんですよ。
シクラメン：やっぱりこう、
“お手伝いする人”
“勉強する人”ではなくて、
“あなたも家庭の一員よ”っ
ていうのが大切なんですね。
尾木 ：うん、そう。それで、小さなこと、普通のことを褒めればいいのよ。ちょっとスリッパを揃え
ておいてくれたとか、上手に靴が脱げていたとかね。
「すごいね」とか「助かるよ」とかね。普
通のこと褒めようと思ったら、褒めることいっぱいあるの。それを、
“ちゃんとやってくれなき
ゃ。お手伝いのやり方も、パーフェクトでなきゃ”なんて思っちゃうからよ。参加してくれる
だけでありがたいと思えば。
ビオラ：そこが、大事なんですね。
うめ ：でも、本当に、うち帰ってから、私ガラリと変わりますよね！
たけのこ：ガラリと変わるね。
うめ ：変わっちゃいますよ。いきなり褒め出しますからね（笑）いやあ、どうしよう。いきなり全部
褒めだしたらね…。
ビオラ：ちょっと、怖いですよね。お父さんどうしちゃったのって（笑）
尾木 ：
「ウワサの保護者会」に行くと、お父さん、その都度変わってくるとか。
うめ ：毎回変わっているんですよね、本当に。
皆さんの意見や体験談、
「ウワサの保護者会」番組ホームページまでお寄せください！

（終）
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