ウワサの保護者会

第 21 回「今ドキの孫育て事情」
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 ：今日は、今、注目を集めている、孫の世話をする“孫育て”について。
最近、子育てをお手伝い、サポートするジイジ、バアバが増えているんですね。
尾木

：増えているんですよ。全国各地に、“イクジイ講座”とか、“イクバア講座”とか、孫育て講座
が自治体で企画されると、参加希望が殺到してくるの。

高山 ：
“イクジイ”
“イクバア”っていうんですね。
尾木 ：僕だって、イクジイだもん。
高山 ：今日はママじゃなくて、イクジイ？
尾木 ：いや、バアよ。あれ？あれ？（笑）
高山 ：ちょっと、守備範囲が広すぎますよ。

ウワサの保護者会！ テーマは「今ドキの孫育て事情」

共働き家庭が増え、育児に祖父母の力が必要とされている。
育児に関する調査では、実家の近く、もしくは同居を理想としている人が、５割を超えた。

中でも、娘が実家の近くに住み、祖父母にサポートを頼むのが、今ドキの「孫育て」だ。

ということで、今回の保護者会には、娘のサポートで孫の世話をする、「イクバア」たちも参加！
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【今回のホゴシャーズ・イクバア】
からす

（母）：長女・小４

バジル

（母）：長男・小５/長女・小１

トウガラシ

（母）：長女・小５

アマリリス

（母）：長女・大２/次女・中１

テントウムシ（母）：長女・小５/長男・年中
ポプラ

（祖母）：長女）中１男子

りんどう

（祖母）：長男）小４男子/小１男子
長女）小３女子/２歳男子

スイフヨウ（祖母）：次女）中２男子

高山 ：りんどうさん。ふだん、どんな孫育てを？
りんどう：やっぱり、かわいさが先にたってしまいます。娘のときは厳しく育てちゃったもので…。
（孫
には）つい甘くなっちゃうんですけど。
スイフヨウ：私は、厳しいです。娘には、もっと厳しかったんですけど、孫にも、男の子なので、あえ
て厳しくしています。ちょっと会えないときは、ＬＩＮＥで連絡をします。
高山 ：えっ？おばあちゃまが、ＬＩＮＥをされている？
スイフヨウ：
「生きているか？」っていって、しばらくすると「生きているよ」とか。
「食べているか？」
っていうと「食べているよ」と。一言ですけど。
高山 ：なんか、言葉の選び方も変わっていますね（笑）
尾木 ：現代的ですよね。
ポプラ：私は、孫が今年中学生になりまして、やっとこれで孫育ては終わりと思って喜んでいたんです
けど。なんと、中学に入ると中間テストが５日連続であって、午前中で授業が終わるんです。
そのあとごはん作って、夕方まで世話しないとね。
尾木 ：うちはね、お孫ちゃん、３歳なんですよ。かわいいの。いつもハイタッチするの。そしたらね、
「やってあげるよ」みたいな顔してね、指先だけでチョンとして、ニヤって笑っているの。イ
ジられているの（笑）
高山 ：じゃあ、今度は、お母さんたちにも聞いてみましょうかね。
アマリリス：１人で鍵を開けて、家に入れたくないというのがありまして、私が出かけて帰りが遅くな
ってしまうときとか、祖父母にお願いしたりしますね。
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アマリリス：ちょっと、学校でお友だちとケンカしちゃって嫌なことあっても、おじいちゃんおばあち
ゃんと犬がいるので、そこに帰ればちょっと忘れられるっていうか、気持ちがホッと優しくな
れるんじゃないかなっていうのがあります。
高山 ：いいですね、ぬくもり。
尾木 ：それ、一番大事だもんね。
高山 ：からすさんは？
からす：はい。もう毎日のように、面倒をみてもらっています。
学校があって、実家があって、家がある。実家の方が、娘の学校から近いんですよ。

高山 ：必ず、立ち寄れるようなところにあると。
取材メモによると、経済的にもって…。
からす：そうなんですよ。おばあちゃん家があって、家があって、スーパーがあるんですよ。だから、
おばあちゃんがスーパー行くよって電話くれると、一緒に買い物に行って、全て買ってもらっ
て（笑）
尾木 ：じゃあ、お財布なのね。おばあちゃんお財布（笑）
高山

：なるほど。距離が近いと、いいこともあると思うんですけど、ちょっとした悩みもうまれがち
だと思われます。
全国の視聴者の皆さんから、事前に意見をいただいておりますので、いくつかご紹介しましょ
う。

「孫がどんどんパワフルになっていきます。もう体力の限界です」
「私がサポートするのが当たり前になってしまい、感謝の言葉をもらうことすらなくなっています」
「よかれと思ったことが、なぜか娘に叱られてしまいます」

3 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 21 回「今ドキの孫育て事情」
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 ：どうですか？
りんどう：娘は、孫をとても厳しく育てているんですね。片付けですと、出したらしまうとか、小さい
ころからやっておりまして。あまりにも厳しいので、
「そこまで言わなくても、いいんじゃない
か」って、擁護しちゃったりすると、「お母さんだって、そうだったでしょ！そういうふうに、
甘くするからダメなんだ」って衝突しちゃったりして、そこのところの兼ね合いが難しいです。
一方、親たちも、
「自分たちの教育方針と違うことを言われる」
「とにかく甘すぎ」
「強く頼まれると押し切られる」
など、悩んでいる。
アマリリス：家に帰ったら、キレイな新品の自転車が置いてあったんです。
バジル：えー、それはすごい！
アマリリス：その色の自転車が、どうしても欲しかったらしくて、「欲しい、欲しい」って言って、「こ
れ、なくなっちゃったらどうするの？」みたいな言い方で…。
高山 ：
「明日、売れちゃっているかもしれないよ？」みたいな（笑）お子さん、上手ですね。
アマリリス：もうビックリして、「なに！？この自転車？」って…。
高山 ：まあ、よかれと思ってね。お孫さんの喜ぶ顔が見たくて。
アマリリス：いずれ買うからいいんですけど、でも、やっぱり“誕生日”とかね。
尾木 ：親のねらいがあるわよね。
アマリリス：そうなんですよ。電話でひと言ね、「買ってあげてもいい？」と聞いてくれればね、「もう
ちょっと待って」とか言えるんですけど。
トウガラシさんは、おばあちゃんからの過剰なプレゼントに悩まされているという。
トウガラシ：ＳＮＳなどに「ピンクのクレヨン買わなきゃ」と載せると、バァーンと送ってきて。ピン
クのクレヨンが、３０本か４０本、ドサーときて。
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また別の日、
「娘がもうすぐ遠足！」と書き込むと、箱いっぱいに、同じサイズの運動靴が届いたのだ！
さらに、
「もうすぐ林間学校！」には、アメニティグッズと、使い古したドライヤーだった。
トウガラシ：だんだん頭にきて、いろいろ爆発しちゃって…。
高山 ：尾木ママはなぜか、お茶を飲み始めました。なにか思い当たることがあるんでしょうか。
（一同笑）
尾木

：今のトウガラシさんなんかを極端だって、皆さん思うけれども、でもね、本当に買いたくなっ
ちゃうのよ。ショーウィンドウの中にね、とってもかわいい、ぬいぐるみがあったのよ。思わ
ず、
「わぁ、お孫ちゃんにあげたら喜ぶわ」って思って。
「これ買ってきた！カワイイでしょ？」
って言ったら、
「もう！お父さんはどんなに（私が）苦労しているか知っているの？」って、娘
が言うわけです。
「何で？」と言ったら、お孫ちゃんが寝る前に、自分のベッドにいる７匹のぬ
いぐるみを並べて、ほ乳瓶でミルクをあげる仕草をすることが、儀式になっているんだって。
早く寝てほしいのに、やっていて、また時間がかかるって。

高山 ：１匹、増えちゃったって（笑）
尾木

：それで、ジイジは害がないだろうと思っても、ママに一言聞いてみることが大事だってことが
わかったの。

りんどう：買ってあげたいですよね～。かわいい姿見ると。
バジル：実の親子だから、きっと言えちゃうんですよね。ついストレートに「いらなかったのに！」っ
て言っちゃって、あー、嫌な言い方しちゃったって、反省することもありますよね。
尾木

：今出ている、悩みとか、不満は、実の娘と実のお母さんとの親子関係の中で起きている感じよ
ね。バジルさんもおっしゃっていたけど、しゅうとめさんとだったら、お互いに距離をおくで
しょ？だからね、距離が近づき過ぎているっていう特徴があるように思うわね。

高山 ：そう考えると、距離感っていうのが、非常に大切って感じがするんですけども。
テントウムシさんは、ずいぶんその距離感が近いと？
テントウムシ：そうですね。うちは、たぶん私よりも、おじいちゃんおばあちゃんのほうが、孫の親じ
ゃないかと思うぐらいです。
高山 ：とにかくすごすぎる、スーパーイクジイを、ご覧いただきたいと思います。
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テントウムシさんのお父さんは、近所でも有名な「スーパーイクジイ」だ。

共働きのテントウムシさんに代わって、雨にも負けず、風にも負けず、２人の孫育てに明け暮れる。
お迎えはしんどい？
祖父 ：それは別にないね！そう距離があるわけでもないし。
仕事一筋で、育児をほとんどしてこなかったおじいちゃん。
定年退職した際、二世帯住宅に建て替え、娘一家と同居することを提案したという。
現在は、１階にテントウムシさん一家、２階におじいちゃんとおばあちゃんが暮らす。
朝から晩まで、どっぷりと孫育てに漬かる生活になった。
朝７時半、「孫育て」始動！
祖父母：おはよう。

孫たちは、おじいちゃんのいる２階で、身支度を整える。
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孫のなおくんの通園準備に、細やかに世話を焼く、おじいちゃん。
祖父 ：はい、えり大丈夫です。カバンを背負って。
ティッシュペーパーとハンカチ、ポケットに入ってる？
なお ：うん。
祖父 ：はい、いってらっしゃい。
なお ：いってきます！
午後１時。
なお ：ただいま～。
祖母 ：おかえりー。
なお ：いただきまーす。
幼稚園から戻ると、待ったなしでお昼ご飯を食べさせる。

祖父 ：おいしいですか？
なお ：うん。
帰宅した姉、じゅねちゃんの勉強をみるのもおじいちゃんの役目。
祖父 ：約分するときは、最終的には、もうそれ以上できませんよというところまでね。
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祖父 ：おばあちゃん、いってきます。
その後も、習い事の送迎や、遊び相手と、休みなしで、孫の面倒をみる。
なお ：キャーキャー。
（ガチャン！）
祖母 ：大丈夫？何やった？
（なおくん、ソファーから落ちる）
祖父 ：みんな、ひっくり返しちゃったよ。

祖父

：最初は、孫のかわいさからですよ。それが始まり。そして、お母さんがほとんどの時間、外に
いるようになると、どうしても孫は誰かを頼りにしてくるわけだから、それで自然と比重が少
しずつ増えていったわけです。段々ふくれあがったのが、今の形ですよね。

毎日、大変じゃないですか？
祖母

：ずっと、拘束されているでしょ？だから気持ちとしてはね…。女の気持ちとしては、たまには
解放されたいっていうか…。

祖父

：あのね、おじいちゃんおばあちゃんのスケジュールっていうのは、ほとんどないんだよ。結局
は孫のスケジュールに合わせるか、子どもたちのスケジュールに合わせるかだよね。

夕方５時、テントウムシさんが仕事から帰ってきた。
テントウムシ：ただいまー。
祖母 ：おかえり。
テントウムシ：おじいちゃん、おばあちゃん、どうもありがとうございました。
祖母 ：はい。お疲れさまでした。
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しかし、テントウムシさんと夕食をとったあと、孫たちは、再びおじいちゃんの元へ戻ってくる。
祖父 ：おじいちゃんとお風呂に入るんですか？
なお ：うん！
～お風呂タイム～
祖父 ：ちゃんと、せっけん落としてきてね。
なお ：落としたー。
最近では、お風呂上がりも、おじいちゃんを囲んで団らんを過ごすようになった孫たち。
夜８時半、なおくんは１階の寝室へ。
なお ：おやすみ～。
祖母 ：はい、おやすみなさーい。
でも、じゅねちゃんは・・・
じゅね：カコーンって打ってね。よっしゃーって言ったら…

まだまだ、おじいちゃんと話し足りないようだ。

なお ：なおとママは２人だけで寝ているけどさ、じゅねちゃんは２階で寝ている。
じゅね：なんか、おじいちゃんと寝たほうが、寝心地がいい。
9 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 21 回「今ドキの孫育て事情」
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 ：１階はどんな様子なんですかね？
テントウムシ：１階は寂しいものです（笑）
私のペースでやろうと思っていたことを、父は待てなくて、通信簿の保護者欄のところを書こ
うかなと思ったら、書いてあった…。
高山 ：ウルトライクジイですね。
（一同笑）
高山 ：実は、ジイジとバアバにコメントをいただきました。
ジイジ：もう生活のリズムになっているから、これを大変だと思ったことはない。でも「ママ、もっと
子どもと正面から取り組めよ」と思うことはあります。
僕に「ちゃんとやれ」と言われて、娘はイライラしているかもしれないが、年寄りの目からみ
ると、もうちょっと一緒にやってやったらいいのになと思う。もの足りない。
スイフヨウ：わかります。
りんどう：フォローしちゃう。やっぱり、足りない部分が見えるので、
「こういうふうにしたほうがいい
んじゃないか」っていうのをフォローしてしまいますよね。
テントウムシ：支度１つにしても、忘れ物をさせたらかわいそうと思っているんだと思うんですけど。
私は私で、もし忘れたら自己責任であって、
「一言声掛けたけど、あなたが忘れたからしかたな
いでしょ」というスタンスでいこうかなと思っていて。
りんどう：なるほどね～。
テントウムシ：
「これ、持った？あれ、持った？」って全部一から十までやっちゃうと、やってもらう子
になってしまうと思ったので。
高山 ：このジイジとママのやりとりをご覧になっているバアバにも、コメントをいただいてきました。
バアバ：私は「何も言わない派」だけど、夫の力の入れ具合と、娘の力の抜き具合のはざまで、心の中
で葛藤して、イライラしています。
尾木 ：おばあちゃん、よく見えているね。
ポプラ：おばあちゃんが、ちょっとおじいちゃんをブレーキかけるというのが、一番穏やかな解決法だ
と思います。
私もね、サポートをしすぎた部分がありまして、気がついたら距離感が狭まってしまって、
「あ
っ、マズイかな…」って。なんか、言いたいことを言いたくなるというときがあって、そんな
ときは、できるだけね、プチ旅行に出かけて、ブレーキをかけるの。
バジル：プレゼントしちゃったらどうですか？
尾木 ：旅行券をね。
やっぱりね、育児の中心になるのは、お母さんお父さんで、僕たちジジババというのは、サポ
ート役なんです。この基本的な立ち位置っていうの、絶対にズラしちゃダメだと思うの。
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：とにかく「ママから頼まれたことだけをやる」くらいの、心構えをつくっちゃう。そうすると
必然的に、結果論ですけども、いい距離感ができると思います。距離感を作ろうと思うんじゃ
なくてね。

高山 ：それだけで、家族みんなのそれぞれの人生が豊かになると。
尾木 ：なると思います。お孫ちゃんも、ステキな子どもに育っていくと思う。
育児の中心は、お母さんとお父さん。
祖父母はサポート役として「頼まれたことだけをする」といい距離感が保てそう。
たまにはゆっくりプチ旅行をどうぞ！

高山

：距離っていうのは、近すぎてもよくないですし、遠くなると、それはそれで寂しさを感じてし
まいますかね。

スイフヨウ：これまでは孫に勢いよく言ってきましたけど、この頃（中学生になってから）はやっぱり
遊んでくれないというか。ずっと、ベッタリだったかなと思うんだけど、今はちょっと…。
アマリリス：うちの中１の娘も、「おじいちゃん、おばあちゃん家に行っていて」というと、「じいちゃ
んうるさいから」って。
高山 ：これまで仲よかった分、心の中は寂しい？
スイフヨウ：そうですね。寂しいです…。
高山 ：ポプラさんも、お孫さんが中学生？
ポプラ：はい。小学校の５・６年くらいから、学校のことをあまり言わなくなって、ぼちぼち接し方を
ね、ちょっと変えないといけないかなと思って、ちょっと考えました。

ポプラさんのお宅には、週末になると、近所に住む、孫のかずきくんが訪ねてくる。
その理由は、かずきくん専用の部屋があること。元はかずきくんのお母さんが使っていた部屋だ。
ここでは、宿題をしたり、テレビを見たり、誰にも干渉されず、自由な時間を過ごすことができる。
ポプラ（祖母）
：家だとお母さんに、いろいろ言われるもんね。「早せえや。これせえや。またテレビ観
てる」とか言われるから、自分のペースでいこうと思ってもできへんわな。
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祖父 ：そうやな、オレでも落ち着かへん。
ポプラ（祖母）
：ここへ来たら自分の好きなように動いてもらうかな。
好きなもの食べて、ちょっとは宿題をしてもらって帰ると。
♪ONLY

YOU～♪

かずきくんのマイブームは、おじいちゃんセレクションの音楽をかけ、塩昆布をつまみながら、勉強を
すること。

どうして塩昆布？
かずき：１回、おばあちゃんの友だちからもらったやつがすごくおいしいやつで、それにハマってしま
った。それから塩昆布が好きになって、そのまま素でも食べられるような感じ。ご飯とかにか
けなくても食べられるくらい。
-------------------------------------------------------------------------------------------かずき：おじいちゃん、英語わかる？
祖父 ：多少な。
苦手な英語の宿題はおじいちゃんと。ポプラさんとはゲームで遊んだり・・・
かずき：あ！ちょっと待って！
ポプラ（祖母）
：待たなアカンか？
かずき：早いねん！
ポプラ（祖母）
：早いんか。わかった！
（ゲームをするポプラさんに、かずきくんがアドバイスをする）
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おやつに白玉団子を作ったりして、気ままな時間を過ごしている。

祖父 ：楽しんでるやろ？お前（笑）
-------------------------------------------------------------------------------------------かずき：やっぱり落ち着く。誰も何もいってこないから、まあマイペースで、１人で勉強できるから、
結構いい感じに使えていると思う。

部屋と自由と塩昆布。
かずきくんが安らげるよう工夫する「ポプラさん流孫育て」
皆さんは、どう思いますか？

高山 ：居心地よさそうですよね。絶妙ですよね。
ポプラ：仕事でスクールカウンセラーをしていまして、中学生もよくみてきて、そしたらやっぱり、大
人のところもあるけど、子どものところもある。
大人のところは、人に干渉されたくないとか、自分の新しい空間を持ちたいとかね。やっぱり、
これは自分の孫にも、そういうのをしたほうがいいかなという。癒やしの場みたいな、そうい
うものが必要かなって。
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バジル：やっぱり、子どもが宿題をやっていてできないのを親が教えるよりも、おじいちゃんおばあち
ゃんに教わったほうが、ストンと入るみたいです。
高山 ：違いがあるんですかね？
バジル：やっぱり、親のほうがうるさいんでしょうね。「どうして、こんなのがわからないの？」とか、
つい口を出てしまう。
尾木 ：間違えたときの反応が違うんですよ。
バジル：それはやっぱり、いけないんでしょうけど。
高山 ：
「また、できないの？」とかね。
尾木 ：大事なのは、お孫ちゃんにとって逃げ場が必要なの。
例えば、中学校なんかで学校が荒れているときによく言いましたけど、裏門が絶対必要なのよ。
高山 ：表門はお父さん、お母さん。裏門はジイジ、バアバ。
尾木

：表門だけではダメなの。そこだけ、立派に構えていてもね。裏門の逃げ口があるっていうか、
安心できる居場所を作る。裏門を作る。その役割が、おじいちゃんおばあちゃんだと思うの。

ポプラ：私思うんですけど、孫が成長してますでしょ。それに対して、おじいちゃんおばあちゃんも成
長して、孫の成長に合わせた対応をしていかないといけない。
高山 ：３歳のときの対応を、中学生でしてはダメだと。
ポプラ：小学校１年で、
「ママ帰ってきたよ！今日ね…」って言いますでしょ。それが、小学校高学年に
なると、言わなくなる。それをママが、
「今日なにかあったの？」というのは、間違いだと思う。
尾木

：本物のパパとママでは与えられないもの、出すことができないものを、無条件でジイジたちは
持っているわけですよね。
「こんなに僕間違えたのに、途中で眠ってしまったのに、叱りもしな
いでコーヒー持ってきてくれた」とかね。そういう「無償の愛」なの。何しても、かわいいん
だから。こんな感情になったことはないですよ。ジジババになって初めてですよね。
だから孫っていうのは、僕たち祖父母にとっては生きる望みなんですよ。希望ですよ。本当に
実感する。

りんどう：本当に、欲が出ちゃいましたね。今までは「そんなに長生きしなくてもいいわ。迷惑かけた
くない」それが、孫ができたら、
「もうちょっと…」みたいな。
からす：うちは子どもと私とおばあちゃんと食事に行くとき、やっぱりおばちゃんも孫が大好きですか
ら、いろいろ話しを聞き出してくれて。
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高山 ：家族に活気が生まれますからね。
からす：いや、あの２人で行くときよりも、ちょっとお高いものを食べに連れて行ってもらえるし。
高山 ：からすさんは全部そこでしょ。会計はジイジとバアバに。
からす：はい（笑）
年頃になった孫には、
「逃げ口」が必要。
しつけはパパママにお任せ！ジイジバアバは、干渉せず、「無償の愛」を注いであげて。

これからの「ウワサの保護者会」も、子育てにまつわる様々なテーマでお送りします。
番組ホームページでは、みな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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