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『ウワサの保護者会』！ 

今日のテーマは、《親子を悩ます 夏休みの宿題》！ 

 

 

 

【今回のホゴシャーズ】 

 

ヤマガラ（母）：長女・高１／長男・小５ 

ミント（母）：長男・高３／長女・高１／次男・中１／次女・小２ 

トウガラシ（母）：長女・小５ 

たけのこ（母）：長男・小６／長女・小１ 

ラッコ（母）：長女・小５／長男・小２ 

からす（母）：長女・小４ 

 

 

高山 ：お悩み、多いらしいんですよ…。 

尾木 ：あのね、保護者にも責任があるのよ。うるさい親がいてね、「宿題出して下さい」とか言うわけ。

宿題を出すと先生の評判がよくなるの。そちらにこびた先生だと、宿題をたくさん出すんです

よ。 

高山 ：トウガラシさんのお子さんは、計画的に宿題をやる派ですか？ 

トウガラシ：全然やらない派です。 

高山  ：全然やらない派ですか…。そうですか（笑） 

トウガラシ：プリント１０枚くらいなんですけど、全然やらなくて、グチャグチャになっていて。悲し

いですね、はい。 

ヤマガラ ：私はあんまり怒りたくないので、「やった？」って聞くくらいなんですけど、全くやらなく

て。毎年…。 

高山 ：なるほど、なかなか順調にいかないんですかね？からすさんは、毎年夏が来るのが怖いという

ぐらい、宿題におびえていらっしゃるんですよね？ 

からす ：はい。 

尾木 ：えー？ 

高山 ：ご覧いただきましょうか。 
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待ちに待った夏休み。 

キャンプに海にと、楽しい計画が目白押し！ 

しかし、その前に立ちはだかるのが、夏休みの宿題！ 

 

 

 

からす：こんにちは〜。 

（からすさん、玄関でお出迎え） 

 

小学４年生の娘をもつ、からすさん。 

娘・かりんちゃんの宿題が、この時期一番の悩みだという・・・ 

 

からす：夏休みは本当に、戦争です！ 

 

去年の夏休み。 

かりんちゃんは、マンガにテレビに大忙し！ 

そして、繰り返されるこのやりとり・・・ 

 

からす：宿題やったの？ 

かりん ：やったー！ 
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信じて迎えた、最終日。 

机の上には手付かずの宿題の山！ 

結局、夜中の１時までかかって、やっとの思いで終わらせた。 

 

 

 

からす：私は、もうどなっちゃうので、（かりんは）泣きながら書いているみたいな感じで。 

 

翌日、始業式の日。 

 

からす：夏休みの宿題持った？ 

かりん ：うん、持った！ 

 

なんとか宿題を持たせて、ホッとひと安心。・・・と、思いきや！？ 

 

かりん：ただいま〜。 

からす：ちゃんと宿題出したの？ 

かりん：うーん。実はまだ、自由研究やってないの…。 

 

なんと、宿題がまだ終わってなかった！ 

 

からす：えっ、作ってないの？ヤバいっ！もう知らない！ 
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からす：「パパに電話しな」って、「どうするか電話して相談しな」って言って。 

 

かりんちゃんの家では自由研究を見るのは、パパの担当。 

 

 

 

なんとか一晩かけて仕上げた。でも・・・ 

 

パパ ：どこまで手伝っていいのかが、ちょっとわかりにくいですね。 

勉強って、自分からやる気にならないと…。 

からす：絶対にやる気は出ないと思う。あの（かりんの）性格だと。 

パパ ：興味を引かせればいいね。 ただそのやり方はわからないけどね。 

 

かりんちゃんは、どう思う？ 

 

かりん：宿題は少なめにしてください。 

 

 

 

 

高山 ：いや、なかなか…。最終日に気がつく？ 

からす：はい。 

高山 ：手強いですね、かりんちゃん（笑） 

からす：手強いです。 
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ヤマガラ：うちのお姉ちゃんが同じなんです。全く宿題やらなくて「やった、やった」とか言っていて、

でもどう見てもやってないんですよ。大丈夫かな…と思っていたら、やらかしました。学校か

ら連絡があって気づいたんですけれど、「娘さん宿題やっていません」ってことで（苦笑） 

高山 ：「娘さん、どうされたんですか？」と？ 

ヤマガラ：はい。下の息子は逆に、最初の１週間くらいで宿題を全部やっちゃうんです。日記も書いち

ゃうんです。 

ミント：行ってないのに？ 

ヤマガラ：そう、空想日記です！カレンダーの予定表があるんですけれど、それを見ながら「プールで

した。楽しかったです。」って書いちゃうんです。 

（一同笑） 

 

 

 

尾木 ：なるほど。あのね、やっぱり日記を先に書いちゃうっていうのは、カタチだけを求めているん

で、それでよしとするのは子どもが全然成長しないの。それは、やめたほうがいいです。やっ

ぱり、１日を振り返ってみて「今日楽しかったな」っていうのを絵に描くの。 

ヤマガラ：消させます。 

尾木 ：そこで、人間が豊かになるわけだから。 

ヤマガラ：はい。 

 

高山 ：番組でアンケートを行ったんですが、およそ６割の保護者の方が、宿題を手伝っていますと回

答されています。 

皆さんは、どれくらい手伝っていらっしゃるんですかね？ 

たけのこ：自由研究があまりにひどいので…。学校で飾られて、何週間か皆で見るんですけれど、その

作品がものすごい力作ばかりで、この中にあの作品が並ぶって想像すると、恐ろしい気持ちに

なってしまって、ついつい手が出てしまうんですね。勝手な親心で…。 

高山 ：手伝いが過ぎるということですか？ 

たけのこ：過ぎます。うん。全部やっちゃったこともあります（笑） 

高山 ：全部やっちゃう！？（笑）それ、手伝いって言わないんじゃないですか？ 

たけのこ：やっちゃった❤ 

（一同笑） 
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高山 ：やっちゃったじゃないですよ！ 

ラッコ：やっていると、楽しくなっちゃうんですよ。 

たけのこ：楽しくなっちゃうの。 

ラッコ： 親も、絵とか描いていると楽しくなっちゃう。 

たけのこ：そう、そう。 

ラッコ：うちは、８月の後半で、パパは何担当、ママは何担当って振り分けて係を決めるので。 

高山 ：しっかり、見てあげる？ 

ラッコ：そうですね、見ます。 

高山 ：宿題を見るだけですか？ 

ラッコ：宿題…やってあげちゃいます。 

高山 ：あらっ！ 手伝いません、っていうご家庭はあるんでしたっけ？  

（トウガラシさん、挙手） 

高山 ：おっ、トウガラシさん。 

トウガラシ：うちは、ほどんと手伝わない。本当は、全然手伝いたくないんですけれど。 

高山 ：全然手伝いたくない？（笑） 

トウガラシ：でも、学校から“親も一緒に自由研究とかやってね”っていうお知らせが来るので。一応、

ほとんど手伝わないんですけれど、少し親が手伝ったっていうのを入れなくてはいけないので。 

尾木 ：学校が“手伝ってね”っていうのは、どうしてなの？ 

トウガラシ：親子で一緒に過ごす時間も、夏休みの中でとってほしいっていう。 

尾木 ：あー。親はえらい迷惑ですよね！！ 

 

 

 

いまや、親をも巻き込む夏休みの宿題。 

そんな日本の宿題に疑問を抱いている人がいる。 

 

ミントさんのご主人、アメリカ・ミシガン州出身のアダムさんだ。 

４人の子どもを日本で育てるうち、こんなことを感じたとか・・・ 
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アダム：夏休みの宿題は、子どもにとって、必要のないストレス。夏休みは勉強をとにかくしない、大

事な期間。 

 

 

 

そう、アメリカの多くの学校では、夏休みの宿題がないのだという。 

 

アダム：夏休みは、大人になる準備をする期間であるんですね。 

 

一方、日本で育ったミントさんは、別の意見のようだ。 

 

ミント：アメリカのように宿題がなにもなくて、勉強しなくていいってなったときに、空く時間（勉強

をしない時間）は空く時間でちょっと怖いかなと思います。 

アダム：子どもに宿題を何も与えていないことで、別に不安になっていただかなくても結構なんで。 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

では、他の国はどうなのか？街で聞いてみました！ 
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「宿題ってありましたか？」 

 

「全くないんですよね。休みなのに、どうしてこんなに宿題をやらなければいけないんですか？」 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

「夏休みは宿題がない。日本の子は宿題が多すぎると思いますけど。遊んだほうがいいと思います。」 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

一方、宿題がある国も・・・ 

 

「宿題はありましたね。僕のときは、教科書の問題を解くような形で数学なら数学、算数なら算数って、

そういう宿題しか出てなかったね。」 

 

子どもの宿題は手伝ってあげたりする？ 

「全然ね。もう嫁さん任せ。（夏休みが終わる）ギリギリになってから。」 
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「普通のプリントの宿題。国語と算数。束で来て、毎日やるという感じですね。」 

日本の宿題は？ 

「少ないと思います。私は楽だと思います。」 

 

 

 

宿題のある国、ない国、さまざまなようです。 

皆さん、どう考えますか？ 

 

 

高山 ：宿題って、そもそも必要なものですか？それとも、要らないものですか？ 

ラッコ： 私は、夏休みは宿題をやらずに、子どもに成長をしてほしい。要は、冒険だったり探検だっ

たりとか、自由っていうのはどういうことかを学ぶ、そういう場にしてもらいたいなって思う

んですよね。 

高山 ：どちらかというと？ 

ラッコ：宿題は、いらないと思いますね。 

たけのこ：いや、いや、いや。もちろん宿題はいる。 

もちろん、冒険とかキャンプを満喫するとか理想は理想。 

高山 ：急にケンカ始めないでくださいね（笑） 

（一同笑） 

たけのこ：アクティブに楽しんでくれるのは、結構なんですけれど、うちの場合は宿題も何もなくなっ

たら、ひたすらゲームテレビ、ゲームテレビになってしまうので。それで、４０日の夏休みで

すか？そんなふうに過ごされたら、とんでもない話ですね。 

ミント：私は、やっぱり日本の場合は受験とかありますから、そういうことを考えると、日々コツコツ

やっていくほうが、力になるんじゃないかなと思います。 

高山 ：宿題はあったほうがいいんじゃないかなと？ 

ミント：あったほうがいいんじゃないかと思います。 

高山 ：先生方の宿題をすることに対する願いっていうのは、どう込められていると受け止めればいい

んですかね？ 
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尾木 ：日本の場合は、２学期が始まってすぐに学習に入っちゃうわけですから、夏休みの間に忘れて

はいけないと。だから、１学期の学習の定着と、生活のリズムを崩さないでほしいこと。せっ

かくの４０日間の休みで、大型の遊びでも良いし、自由研究でもいいし、何かをやってほしい

という、３つくらいが狙い。 

 

 

高山 ：じゃあ、本当に宿題は闇雲に出されているわけじゃない。 

尾木 ：特に、自由研究というのは、いろんな思いが込められているんですよね。 

 

 

日本の宿題の定番といえば自由研究。 

それにも、アダムさんこんな意見が。 

 

アダム：まあ、自由研究は自由という言葉はつくんですけど、ちょっと半強制的な感じがする。 

まあ、宿題でもあるので。 

 

日本の自由研究は、宿題として提出を求められる。 

しかし、アメリカの場合、多くの地域では提出の義務がないという。 

やりたい人が自分でテーマを選び、自分の責任で行うものなのだ。 

 

 

自然が好きなアダムさんも、草木の観察をしたり、ボートに乗ったりして夏を過ごしたという。 

 

アダム：とにかく、自分で何かを見つけるという気持ちが強かったんですよね。日本より、子どもを自

立させるのがもうちょっと早い段階からかなと思います。 
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アダムさん、日本のパパとママにひと言！ 

 

アダム：宿題をやらなかったことで、先生に言われたことから子どもを守る必要はないと思います。必

要ないというか、逆に守るべきではない。 

やらなかったときの結果（叱り）は、自分で受けるんだよというのを教えることが親の責任か

なと。悪い言い方をすると、ちょっと過保護。 

 

 

高山 ：ミントさん、なかなかアダムさんは厳しい意見を…。 

ミント：そうですね。たぶん、そういうふうに自分が育てられてきたからだと思います。 

高山 ：日本人は過保護であると？ 

ミント：うーん。 

高山 ：どうしてみんなそんなに、たけのこさんみたいに、どんどん子どもの宿題をやっちゃう、って

なるんでしょうね？ 

たけのこ：自由研究に関しては、学校に並んださまを想像しただけで…。「オレの作品惨めだ」って子ど

もが思うのが、なんだかかわいそう。 

尾木 ：それ、実際にお子さんが言っているの？ 

たけのこ：言っていません。 

尾木 ：言ってないでしょ！お母さんが勝手に思っているんじゃん！もう、子どもはそんなこと思って

ないって。 

下手であっても、一生懸命「これ１０日間もかかって作ったんだよ」って誇りに思って、友だ

ちに自慢しているかもしれない。 

たけのこ：実は自慢していました。 

尾木 ：ほら！ 

たけのこ：びっくりしちゃった! 

 

 

 

たけのこ：「これを？」って思って。「これのドコが？」って。 

尾木 ：ドコがって、お母さん、ひど過ぎるわ〜。 
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たけのこ：でも、本人にしてみれば「ものすごく、よくできた」って誇らしげにしていたんで、ここは

やっぱり、私が出る幕ではないと思うんですけど…。 

尾木 ：全く出る幕ではない！あのね、たけのこさんは過干渉なのよ。過保護ではなくて、過干渉なの。

過干渉になっちゃうと、子どもがせっかく、下手でも「自分はこんなに頑張ったんだ」って友

だちに自慢しようとするのに、お母さんが作っちゃうとカタチだけ立派になっているもしれな

いけれど、子どもは何も自慢もできないわけでしょ。可哀想じゃない。 

そしたら、自分へのプライドも生まれてこない。工夫するときに、お母さんも相談に乗ってい

いよというサポートをすることであって、やっちゃったら意味がないのよ。  

よほど暇なのね？（笑） 

（一同笑） 

ミント：私も、夏休みに入ると、今年は自由研究、何にしたらいいのかなって悩みます。 

例えば、「この中から一つ好きなものを選んで下さい」という選択肢があると、テーマを子ども

と一緒に考えやすいんですけれども。 

ラッコ：夏休みの宿題と一緒に、《保護者の方へ》 っていう、狙いシートみたいなのがあればいいです

よね。ドリルとかは、学習の定着をするために１日これくらいやるとよいですよとか、自由研

究に関しては、発想力を高めるためのものです、わからなかったら、こういうヒントを与えて

あげてください、みたいなのがあると、すごく宿題に入りやすいかもしれないですよね。 

 

 

 

尾木 ：保護者への手引き書❤ 

ラッコ：そうそう。なんか、夏休み前に１枚のプリントみたいなので、《宿題一覧》とかっていうので出

ちゃうと、とにかくこれ終わらせなきゃいけないってなる。 

尾木 ：あっ、そうなんだ。 

ミント：そうです、そうです。箇条書きで書いてあるから、ワーってなっちゃう。 

ラッコ：こなすしかくなくなる。 

尾木 ：そうしたら、やっぱりそこを話し合って、学校側からもそういうもの出してもらうといいよね。

そんなの、毎年やっていることだから負担でもなんでもないです。 

そうかー。ごめんね❤（笑） 

（一同笑） 

高山 ：教育者を代表して（笑） 
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高山 ：お話を聞いていくと、自由研究がママたちの頭を悩ませているといった印象を受けるんですが、

トウガラシさんのお宅は、自由研究に向き合わせる工夫、アイデアをお持ちだということで、

ご覧いただきたいと思います。 

 

小学５年生の娘・みおちゃんを連れて、ふだんからさまざまなところへ出かけて行くトウガラシさん。 

 

トウガラシ：夏休みの自由研究の課題を探しにやってきました。 

歩いていると、途中でいなくなっちゃって。あれ？と思うと、草を見ている。 

 

みお ：うーん！（みおちゃん、草を引っ張る） 

 

 

自分から興味を持たなければ、《自由研究》をする意味がない！ 

その興味に出会うチャンスやヒントを与えるのが、親の役目・・・ 

そう、トウガラシさんは考えている。 

おかげでみおちゃんも、好奇心いっぱいに育ったという。 

 

トウガラシ：やっぱり親も楽しく、何かに常に興味を持っていて、「じゃあ、あれやってみよう」とか、

そういうヒントを出してあげる。 

 

ママのヒントをもとに、テーマを見つけてきたみおちゃん。 

あくまで自分自身の興味を大事にしつつ、なんとかカタチにしてきたのだという。 

２年生のときは、千葉ローカル線の旅！苦労しながらも、自分の力でやり遂げた。 

 

 



ウワサの保護者会 第１４回「親子を悩ます！？夏休みの宿題」 

 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。 

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） 

 

 

トウガラシ：「疲れた、うわーん。」って泣いて…。 

本当もう、汗と涙といろんなものにじんでいます。 

 

３年生では、子どもながらにアロマの研究。学校でも褒められたとか。 

 

ママと一緒にいろんなところに行くの、どう？ 

みお ：楽しい！歩いているときとか、何か胸がゾクゾクしてくる。 

 

しかし、去年の夏休みにはこんな失敗が・・・ 

 

自宅のベランダでトマトを育てているトウガラシさん。 

一緒に育てて自由研究にしようと誘ったのだが・・・ 

みおちゃんは、まるで興味なし。「天体観測やるからいい」と断られた。 

 

 

ところが・・・夏休みが終わりに近づいた頃、突然！ 

 

みお ：ママの撮ったトマトの写真、ちょうだい！ 

 

実は、天体観測をサボってしまったみおちゃん。 

ママの観察記録をもらえないかと言い出したのだ！ 

 

トウガラシ：うぬぬぬぬぬぬ…！ 
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トウガラシ：途中、台風があったり、大雨があったりして、その度にけっこう命がけで野菜を育ててい

るので…。ものすごい、怒りが込み上げてきて、２日間ぐらいキレて。 

「全部やってもらって名前だけ書くのはダメよ」っていうのを、小さい頃から教え込みたいな

って思ってやっています。 

 

「自分の自由研究なのだから自分でやらなければ、意味がない。」 

そう、トウガラシさんに言われて、みおちゃんが作ったのがこちら！！ 

 

 

 

もともと、興味を持っていた天体研究に立ち戻り、ビーズとフェルトを使って、太陽系の壁掛けを作っ

たのだ。 

 

どこを見てもらいたい？ 

 

みお ：ここ！これかな。これ、実は日本！ 

 

 

 

トウガラシ：ママにやってもらっていたら、発表会で何も言えないでしょ？苦労もしてないしさ。 

みお ：適当に言うしかないよね。 

トウガラシ：「ママが作りました」なんて言ったら、ねえ。 

みお ：みんな、「えー？」でしょ、「えー？」でしょ！ 
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トウガラシ：今はいろんなものに興味をもっていていいんじゃないかと思っていて、そこから大人にな

って、それがだんだん、１個か２個になってきて、仕事になったり、自分の楽しみになったり

していったらいいかな。生きて行く楽しみのひとつになればいいなと思っています。 

 

 

高山 ：確実に自由研究を、自分のものにしていますね。 

ヤマガラ：かわいい。 

高山 ：実はトウガラシさんは、ご自身が自由研究をするのがお好きなんですって。 

今日はご自宅からこんなものを持ってきていただきました。これは大人の字です（笑） 

 

こちらは、みおちゃんではなく、トウガラシさんが作った自由研究。 

夏、収穫後のトマトのプランターに新しく芽が出ていたのを発見！ 

そのまま育てて、冬でも実がなるのか工夫した様子をまとめたのだそうです。 

 

 

 

トウガラシ：一応夏野菜だから、夏の３倍から４倍の時間をかけて大きくなって、収穫までできたんで

すけど。 

 

せっかくできた自由研究！さらに、こんなことまで！？ 

トウガラシ：これ、何にも言われてなかったんですけど、学校に持って行って２週間ぐらい貼っていた

だいて（笑） 

尾木 ：これ、楽しいですよ。お母さんも学校の勉強のサポーターになってくれているわけでしょう。

自由研究って、こうやればいいんだよって、ある意味でモデルだもん。 

高山 ：そうですね。 

尾木 ：ええ。おもしろいと思う。僕も４０年教員やっていますけど、初めて。 

（一同拍手） 

尾木 ：みおちゃんがさっき言っていたけど、ママと一緒に外歩いているとドキドキすると言っていた

でしょ。ママと歩いてドキドキするって、本当に素晴らしいですよね。 

たけのこ：言われたい。 
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尾木 ：自由研究っていうのは、僕の感覚で言うと、見つけたものを「探検する」みたいな感じです。

こういう経験をするのは、４０日ある夏休みしかできないんですよ。ゲームも１００％否定す

るわけではないけれども、どれだけゲームが創造性だとか、いろいろなことを身につけさせら

れるよと言ったって、それは予定調和的に全部仕組まれているんですよ。 

だけど、さっきみおちゃんが草を引っ張っていましたけども、どういう草なのかもわからなけ

れば、引っこ抜くときに転ぶかもしれない、いろんな予想しないことがあるわけ。意外に根っ

こがびっしり張っていたりね。 

高山 ：そうですね。 

尾木 ：根っこが軽く抜けてしまったとか、いろんな思わぬことがあるわけ。そこが楽しいんです。だ

から、探検なんですよ。 

たけのこ：うちは、本当にゲームが好きで、プログラミングとかに興味を持ち出したので、何かつなげ

られればいいと思うんですけど。ゲームとかって、どうですか？ 

尾木 ：例えば、プログラミングをやって、ロボットや、自動車みたいので、動かしてぶつかりそうに

なる寸前で止まるような作品を作ってみるとかだったら、立派な自由研究ですよ。 

高山 ：さあ、からすさん。どうしましょう。 

からす：はい、どうしましょう（笑） 

高山 ：お子さんの興味あること、必ずありますよね？ 

からす：そうですね。料理は好きで「一緒にプリンを作りたい」とか、言っているんで。でも、生もの

だから自由研究では持っていけない…。でも、さっきみたいに作る工程の写真とかを貼ってい

けば、自由研究に持っていけるんじゃないかなと思って。 

尾木 ：工夫してみる。 

ヤマガラ：ゲームの中で、おいしそうな料理の画像とかが出るんですよ。そうすると、小５の長男が「こ

れはどうやって作るの」って、興味を出し始めたので、今年は料理あたりで自由研究をちょっ

とやってみたいなって。 

尾木 ：やっぱり、その興味関心をね、応援してあげたいという気持ちは子どもにとってすごく嬉しい

わけ。それを大人が、ゲームの世界だけではなくて、本当の料理人さんのところに、見せても

らいに行くとか、何があるかわからない世界に誘ってあげる。そういうふうに、実際に体験さ

せてあげると、本当に伸びていくんですよ。自然だとか、本当にものを作るリアリティーのあ

るところへつなげていくと無限に広がっていくと思う。ちょっとした工夫が大切。 
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高山 ：宿題って、「こなす」とか、「なんとかしのぐ」っていうのじゃ、もったいないってことですね。 

尾木 ：もったいないです。 

高山 ：そんな気がしますね、からすさん（笑） 

からす： はい。 

（一同笑） 

高山 ：今年こそですよ！ 

からす： はい！ 

 

ウワサの保護者会は、これからも子育てにまつわる様々なテーマでお送りします！お楽しみに！ 

みんなの知恵が集まるホームページも必見です！ 

 

（終） 


