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尾木 ：あら？今日はいつもと店員さんの雰囲気が違うわね。 

高山 ：そうなんですよ。今日のテーマに合わせて、アキバ風の店員さん。 

尾木ママ、アキバと言えばなんでしょうか？ 

尾木 ：アキバといえば、決まってる。オタク！ 

高山 ：そのとおりです。ご主人様。 

今日はですね、「うちの子が、オタクなんです」という保護者の皆さんにお集まりいただいてい

ます。 

尾木 ：あら、おもしろい集まり方。 

高山 ：じゃあ早速、よろしくお願いします。 

 

『ウワサの保護者会』！ 

今回のテーマは、うちの子、オタクなんです！ 

 

 

 

【今回のホゴシャーズ】 

 

ヤマガラ （母）：長女・高１/長男・小５ 

フラミンゴ（母）：長男・高２/長女・中２ 

タンポポ （母）：長女・高３/長男・中１ 

めじろ  （母）：長男・高３/長女・中２ 

ききょう （母）：長女 ・中２/次女・小４ 

しゃちほこ（母）：長男・中２/長女・中１/次女・小２  

 

さあ、ふだんは言えない本音をさらけ出して頂きましょう！ 

・・・と、その前に 

 

 

オタクって、実際どうなの？ 

オタクが集まる街で、聞いてみました。 
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Q あなたはオタクですか？ 

 

「はい、そうだと思います」 

「はい。自分もそうです」 

「ゲームが特に好きです」 

「自分は漫画ですかね。アニメとか」 

 

 

「カードゲームオタクです」 

「自分はロボット系の、勇者シリーズっていうのとか」 

「伊達政宗公の生き様を感じて、心からお慕い申し上げておりますみたいな感じです」 

 

Q オタクでよかったことは、ある？ 

 

「人生が楽しい！」  

「それ一番。街で、自分と同じ好きなアニメのものをつけていると、すごく声をかけたくなる」   

「同じキャラだったら、なおさら話しかけたくなる」 

 

 

Q オタクで困ったことは？ 

 

「お金遣いが…。グッズにつぎ込み過ぎたりして、お金がなくなってしまうのは、いつもだよね？」 

「そうだね。今日もこれから売りに行くんで」 
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「たまに、頭の中が２次元でいっぱいになって、現実とかけ離れた妄想みたいなのを、よくしてしまう

ところが…」 

 

 

番組が独自に行ったアンケートの結果、子どもがオタクだと答えた家庭が、４４％！ 

ほぼ半数の子どもたちがオタクという結果に！ 

 

このうち最も多いのが、アニメ・オタク！ 

アニメ大国・日本ならでは！ 

 

２位は、ゲーム！ 

男女を問わず、のめり込んでいるご様子。 

 

３位は、鉄道！ 

伝統のオタクは、いまも健在。 

 

他には、アイドルや歴史、動画サイトなどなど・・・なんとも多様な子どものオタク。 
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そして、オタクの数だけ、親の悩みもあった。 

番組に寄せられた保護者のお悩みの声は・・・ 

 

「ゲームばかりで、勉強も宿題もやらない…。」 

「途中でやめさせようとするとキレる！」 

「将来、役に立ちそうなことならいいのに…」 

 

 

 

子どもの「オタク」、ホゴシャ～ズはどう向き合っている？ 

 

 

高山 ：わが子がどんなオタクなのか、教えていただきましょうかね。 

ヤマガラ：うちは２人とも漫画とゲーム。あと特撮、戦隊ヒーローとかですね。 

めじろ：アニメ・オタクなんです。机の周りにフィギュアとかカレンダーとか、バッジとか、いろんな

グッズが並んでいて、宿題できるような机じゃないんですね。グッズで埋め尽くされちゃって

いて。 

しゃちほこ：織田信長リスペクト、っていう。織田信長が好きっていう、そういうオタクで。戦国では

なくて、織田信長が好き。 

フラミンゴ：２歳くらいの、物心ついたときから電車が大好き。乗るのが好き、写真を撮るのが好き、

あと、音も好きで、よく音まねとかしています。 

尾木 ：音っていうのは、警笛の音とか？ 

フラミンゴ：なんかこう、フーンっていう（笑） 

高山 ：モーターの音ですね！ 

フラミンゴ：「接続部分のところだと、音がすごくするんだ」って言って、そこに行ってこうやって（耳

に手を当てて）聞いたりしています。 

尾木 ：かなり深いね。 

ききょう：ボーカロイドっていう、初音ミクとかの、歌が好きで。お恥ずかしい話、親の私があまりわ

かってないんですけれども。帰ってきてから９時ぐらいまで宿題もせずに、ご飯とお風呂以外

はそこに時間を費やしたいみたいな。「９時になったら宿題する！」とか言っちゃって。 
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尾木 ：これは、カンペキにオタクです！  

高山 ：タンポポさん。まだ、お子さんの趣味発表されていないんですけれども。 

「えっ！？」と驚くようなオタクっぷりなんだそうです。 

尾木 ：ああ、そう。うわぁ、楽しみ！  

 

そのオタクとは・・・ 

 

ＡＢＯ：これです！これです！ 

 

なんと、エレベーターオタク！ 

 

 

高層ビルを見ると、もうソワソワしてしまうというＡＢＯくん。 

お目当てはガラス張りのシースルーエレベーター。 

５歳のときに乗ったホテルのエレベーターに感動し、以来、エレベーターオタク歴７年。 

 

ＡＢＯ：ピンポーン２階です。 

 

小学校の夏休みの宿題でも、お手製のエレベーターを作るほどの熱の入れよう。 

 

ＡＢＯ：実は、これ仕組みで紹介すると、これがワイヤーです。これが支えている骨というか柱ですね。

あの上がっているのが釣り合いおもりというもので、これは昔で言う油圧式というものとは違

います。機械室がないロープ式なんです。（※ＡＢＯくん式独自分析です） 
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この日、訪れたのは、ずっと乗りたかったという都内有数の大型エレベーター。 

最初は、ただ景色が見たくてエレベーターに乗っていたＡＢＯくん。 

 

Q 高いところは好きですか？ 

 

ＡＢＯ：好きです。なんか、上に行ったらワクワクするものがあるかなって思うような感じで。 

やっぱり、一望できるからね。 

 

Q いまのエレベーターはどうでしたか？ 

 

ＡＢＯ：速かったです。 

 

いろいろなエレベーターに乗るうちに、その仕組みや、メーカーごとの作りの違いにまで興味は広がっ

ていった。 

 

ＡＢＯ：こちらはインジケーターが先ほどと違いますね。こちらは、７セグメントインジケーターって

いうものなんですよね。先ほどは１６セグメントってものだったと思いますが。 

（※ＡＢＯくん式独自分析です） 

 

エレベーターに乗って満足するオタクならかわいいものじゃないですか・・・ 

と思いきや、困ったこともあるのだと、タンポポさんは言います。 

 

 

タンポポ：小学校２年生のときに、自転車でエレベーターを見に行って４時間帰ってこなかったという

事件がありました。携帯電話もなにもない状態、飲み物もなにもない状態で出て行って、暑い

日だったんですけど、ずっと帰ってこなくて。夜７時くらいになって、これはもう警察に連絡

しなきゃいけないなと思っていたら、あらわれました。もう、怒るより、ホッとする感じでし

た。全然、怒らなかったです。疲れ果てて。 
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エレベーターオタクのＡＢＯくん、ＮＨＫのエレベーターもチェック！ 

 

ＡＢＯ：敷居を確認するとわかるんだけど、ヒューって着いた後にガタンってなったり、古いやつって

段差が多いんですよね。開くとわかるんですけど、このヒューってゆっくり到着する感覚が、

古いエレベーターでは起こりやすいんです。（※ＡＢＯくん式独自分析です） 

 

確かに、ドアが開いても、エレベーターがまだ動いている！ 

 

ＡＢＯくんのエレベーター好き、どこまで上りつめてしまうのか！？ 

 

 

高山 ：私ここで働いているんで、よく使っていますけど、あれ、古いんですね？ 

タンポポ：そうらしいです。 

高山 ：ちょっと、上の人に言っておきますね（笑） 

尾木 ：だけど、よく見ていますね。観察力！ 

高山 ：すごい！才能を感じますけどね。 

タンポポ：いやー、大変です。今はまだ人に迷惑かけないような所で乗るんですけど、小さいころに、

宅急便の人とかと紛れて、人のマンションとかに行っちゃって、もうどこ行ったかわからなく

なっちゃったときとかあって。 

尾木 ：そこが、やっぱりオタクですよね。突き破っているんですよ。 

タンポポ：わかんないですよ、私（笑） 

高山 ：番組ではですね、アンケートを取ってみまして、「どんなオタクだったら安心ですか、どんなオ

タクだったら不安ですか」というボードをご用意しました。 

 

安心なのは、歴史など勉強になるものや野球・鉄道など。 

逆に、お金がかかるアイドルオタクや 

バーチャルな世界にのめり込むゲームやネット動画は不安だという声が多かった！ 
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高山 ：タンポポさんのＡＢＯくんの趣味のエレベーターは、皆さんのリアクションからすると、まあ

安心なんじゃないかというような気がしますね。 

ちょっと上のほうが、皆さん気になりますか？ 

尾木 ：上のほうでしょうね。 

ききょう：動画をアップするんですけれども、それがグロいんですよ。自分の描いた絵がグロいから、

私にはあまり見られたくないみたいで、「見せて」と言っても断られたり。 

親の知っている範囲を超えているところがあるので、それがね、ちょっと心配ですね。 

高山 ：ボカロ（ボーカロイド）は、不安はないと思うんですけど。 

ききょう：ただ、ちょっと歌詞が普通じゃないかなと…。「したたる血を眺めていた」とか、そういう歌

詞が出てきたりするので。 

しゃちほこ：確かに、心配になっちゃいますね。 

ききょう：“したたる血”って何？みたいな。何を見ているの？と。“鬼畜”とかいう言葉を使う…。 

めじろ：使う、使う！ 

アニメとかに載っている。本当にそういう「鬼畜」みたいな言葉が出てくるようなアニメを…。 

高山 ：しゃちほこさんは、お子さんの趣味を織田信長とおっしゃっていたので、歴史なので、まあ安

心なのかなという印象を受けますが、実は不安な気持ちを持っていらっしゃるんだそうです。 

 

しゃちほこさんの息子さん、たくまくんは歴史オタクでも戦国時代オタクでもなく、織田信長オタク！ 

 

 

彼の宝物は、おじいちゃんに買ってもらった、織田信長の愛刀・義元
よしもと

左
さ

文字
も ん じ

のレプリカ！ 

 

たくま：これは昔のお金で、信長は経済力を重視していて、この絵をどの武器にも絶対につけていたか

ら、これが好きです。 
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たくま：今川義元の戦い、桶狭間の戦いで、たぶん着けて行った兜
かぶと

だと思います。 

 

 

 

たくま：安土城。去年の誕生日プレゼントに買ってもらいました。 

 

 

 

学習用の歴史マンガで知った信長の考え方に共感したのがきっかけで、今では過去の戦の戦略を自分だ

ったらどうするか、夜な夜な考えたりするほどに。 

 

しゃちほこ：織田信長が好きすぎて、その下で働きたかったみたいな感じ。刀をシュッシュッとやって

いて、最近は「あれ？たくまがいないな」って思うと、外で刀を持ってハッ！ハッ！って、１

人でやっているから、本当にこの子大丈夫かな？って思ったりするんですけど。 

 

そんな懸念が、あらぬ方向に！ 

んん！？マスクに・・・じゅ、銃！？ 

 

信長の部下が無理なら、ガンマンになってしまえ、ホトトギス・・・ 

と思ったかどうかはさておき、部屋には、銃がゴロゴロ！これ一体何が違うの？ 

 

たくま ：これがＭ９２Ｆミリタリーっていって、アメリカの警察も使っている銃で、バレル（銃身）

が短いので、取り回しがいい銃です。これが、デザートイーグルＡＥ５００です。たぶん、熊

も一発でバーンと倒れるんじゃないですかね。 
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そんなたくま君、今度は自慢の銃を外に持ち出して・・・ 

 

 

 

敵・味方に分かれて銃を撃ち合う、「サバイバルゲーム」と呼ばれる遊び。 

気分は、大好きなゲームの登場人物。 

憧れのキャラクターになりきって戦うのだ！ 

 

Q お母さんから何か言われることってある？ 

 

（男の子）：特にエアガンは思いっきり、全面否定で。思いっきりもう否定されています。 

 

Q なんて言われちゃう？ 

 

（男の子）：「危ないからやめろ」と言われます。 

 

子どもたちのこんな趣味、安心？不安？ 

 

 

高山 ：いやぁ、しゃちほこさん。ふだんから、あのようにやっている？ 

しゃちほこ：あの、見るのは初めてです。 

高山 ：おっ！ 

しゃちほこ：友だちと行ってくるって言って行っちゃうので、ああやって実際にやっているのを見るの

は初めてです。 

ヤマガラ：弾は本当に飛ぶんですよね？ 

しゃちほこ：そうなんです。 

ききょう：やっぱり、心配ですよね？ 
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アンケートでも、サバイバルゲームは、２番目に不安と思われていた。 

 

 

 

その不安とは？ 

 

しゃちほこ：銃を撃つのが楽しいのか、撃ち合いするのが楽しいのか。これがエスカレートして、それ

だけじゃ物足りなくなっていったら…。そういう不安がありますね。 

尾木 ：ただ、ああいう遊びがいけないわけではない。誰かになりきった感じで、バンバンってやって

ね。これは、男の子だもん。やっぱりやりたいと思います。 

ただ、安全っていうのがね、一番大事。 

めじろ：娘が読んでいる本が、キモいっていうかグロいというか。キュンとするような少女漫画じゃな

くて、ビシャビシャグサーッ。 

高山 ：グロテスクという。 

めじろ：なんか、人を食べちゃうゾンビみたいな。そういうアニメを、夜、部屋でライトだけつけて読

んでいる。なんかちょっと、親の私には理解できないような…。 

もし、この架空の世界のように人をあやめるというのを、実際にそんなことが軽くできちゃう

んじゃないかって思ったら怖いなって。「変な世界に入らないでくれればいいのにな」って言う

と、「うるさい！そんなふうにはならない。ちゃんとわかって読んでいるんだから！」っていう

ふうに言うんですけど…。頭ごなしにダメって言うと、隠れてとうい不安が。ちょっと迷っち

ゃいますね。 

尾木 ：人間というのは基本的に、そういうグロいものが好きなんです。この２０１５年の現代でいえ

ば、すごく清潔感あって、あっちこっち除菌でしょ。グロい体験っていうのが、生活の中でで

きなくなってきている。だから、そこのところを現代の子どもは、アニメとかに求めているん

だと思うの。ゾンビだとか人間を食べちゃう。僕も、あれ嫌いなのよ。大嫌いなの！でも、グ

ロいから、気持ち悪いからやめなさいってやめさせると、今度、心理的に全然違う方向に出て

きます。例えば、過食症になるとか、あるいは拒食症になるとか。あるいはリストカット始め

るとか。そういう心理的なマイナス面がいっぱい出てきますから。 
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でも、好きなようにさせていたら、架空の世界にますます、のめりこんじゃうのでは？ 

 

尾木 ：ただ、放置しておけばいいのかっていうことではなくて。例えば、家族の中で居場所を確保し

てあげるとか。「今晩お母さん忙しいから、夕食作るのを手伝ってくれない？」とか、あるいは

「お風呂わかして」とか、自分の出番や居場所があるよって。生活の中で自分が役に立ってい

るなって、皆に喜ばれる存在なんだっていうのがいっぱい味わえるようなことがあれば、グー

ンと突っ込んであっちの世界に行ってしまうってことはないわね。 

 

 

 

ここで、ホゴシャ～ズからも、子どものオタクと上手に付き合っていく知恵が！ 

 

 

 

ヤマガラ：子どもの好きなものと親の好きなものを、お互いに把握し合うということを実践しています。 

 

ポイントは、「好きなものを把握すること」 

子どもの好きなものをよく知った上で、独自のルール作りをしているというヤマガラさん。 

 

高山 ：ルールに特例を作る！ 

ヤマガラ：これは下の子のゲーム好きの件なんですけど。１回１時間までって時間決めているんですよ。

１時間は守らせているんですけど、やっぱりボス戦とか、終われないときがあるんですよ。 

途中でやめさせると、不満に思うみたいで、ずっとそのことしか考えなくなって、勉強が全然

はかどらないんですよ。そのゲームを私がやっていると、おもしろさをわかっているので、「あ

ー、この面大変だよね。よしやれ！気が済むまでそこまで戦え！と言って。 
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尾木 ：なるほど。なんか、信長みたいだわ（笑） 

高山 ：本当ですね。 

 

さらに、勉強へと導くこともできちゃうそうな！ 

 

ヤマガラ：娘がマンガ好きで、世界中の国を擬人化したマンガにはまった時期があって。グッズ買った

り、本買ったり、すごい大変だったんですけど、「国旗覚えてる？」って質問してみたら、結構

国旗覚えてるんですよ。「よし、いけるんじゃね！」と思って、国旗が書いてある本とか、地理

とか歴史とかの本、参考書とかを買ってきたら、見事にハマって。ちょっと歴史の成績とかが。 

尾木 ：上がった？ 

ヤマガラ：はい！ 

しゃちほこ：織田信長は、まさに学びに誘導していけるんだなと思って。 

尾木 ：そうですよね。 

しゃちほこ：「この時代、世界どうだったの？」だったり、世界史とつなげたらいいんじゃないかなって、

話を聞いて思いました。 

尾木 ：学びの穴にちょっと入れちゃう。 

高山 ：さぁそして、フラミンゴさん 

 

息子さんが「オタク」でよかった、と、そのメリットを語るのがフラミンゴさん。 

鉄道オタクを続けるうちに、計画性やお金のやりくりなど、さまざまなことを身につけたのだという。 

 

 

フラミンゴ：旅行予定日の半年ぐらい前から、「こういう計画をしているんだよ」って、私に一生懸命言

ってくるんですよ。それこそ、北海道から大阪に行って、東京に帰ってくるみたいな。 

行けないと思っているから、どういう日程なのかちょっと書いてみてとか、飛行機でいくらか

計算してみてって計算をさせて、何日にどういうふうにと旅行の計画表みたいなのを書かせて。 

高山 ：お母さんが、しっかり息子さんの好きな世界を把握していらっしゃいますよね。 

それがまず、すごい。 

フラミンゴ：こっちもわかんないと話ができないから。息子が駅名をずっと言っていて「はい何？」と

か聞かれてわからないと、こっちも悔しくなって覚えて、今では中央線が全部言えるようにな

りました。 
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尾木 ：そう。お子さんは、もともとしっかりした子だったんですか？ 

フラミンゴ：私この間、発達障害のときに登場したんですけども、息子は発達障害をもった子どもなの

で、学校生活の中ではわりと、周りの子からお世話になるようなタイプなんです。 

けれども、修学旅行で、グループごとに電車に乗るってときには、その班の子が「うちの班は

大丈夫。りゅうちゃんいるから」とかいう感じで、うちの子がいるから大丈夫だよっていうふ

うに。そういうことでは、俺はこれに自信があるって思っているみたいです。 

高山 ：周りが一目置いている。 

めじろ：やっぱり、自分の尺度で子どもの好き嫌いを決めちゃうのはいけないんですね。 

まず、子どもがグロいのを好きでも「ちょっとママも読ませて」と言って、その本人の世界を

ちょっとでも共有をしたほうが、彼女にとってもいいんですね。 

尾木 ：そうですね。 

フラミンゴ：１つでも、こういうところがいいんじゃないっていうのを見つけて「私はここがいいと思

うんだけど、どこがいいと思っているの？」とか、会話をしてみると、お嬢さんも安心ってい

うか、お母さんもわかってくれているんだっていうように思ってくれるんじゃないかなと思う

んですけど。 

めじろ：うん。そうですね 

ききょう：自分が嫌悪したところだけ、印象に残っているからダメだっただけで、全体を通したら、も

っとわかり合えるところも出てくるのかなと思うので。 

タンポポ：私は好きにならないかもしれないけど、わかってあげる努力をするのが大切なのかなと思い

ました。 

高山 ：「あそこにすごいエレベーターがあるのよ」って、お母さんから言われたら、ＡＢＯくんもテン

ション、もっと上がるような気がしますね。 

タンポポ：それは困るー（笑） 

高山 ：なんかオタクって、ちょっと視点変えるだけで、いいですね。 

尾木 ：全然心配なものではないですよね。 

高山 ：可能性を感じますしね。 

尾木 ：うん。むしろ親のほうが関心を持って、じっと見つめてみたり、あるいは、一緒に関わって遊

んでみたり。あんまり、こじ開けようとしないで「そうか」と言って。閉じさせると、あちら

の世界に行っちゃうから、適度な距離感、いい距離感をどう確保できるかっていうのが、今お

２人の話を聞いても学んだ点ですよね。 

グロいのも楽しんでください！ 

 

ウワサの保護者会は、これからも子育てにまつわる、さまざま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） 

 


