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ウワサの保護者会！今回のテーマは「ひとりっ子 ワガママってホント？」 

 

 

 

高山 ：尾木ママ、ひとりっ子っていうのは、どんな印象をお持ちですか？ 

尾木 ：僕が教員になったのは、今から４２年ぐらい前なんですけど。そのころは、「この子ひとりっ子

だな」っていうのを感じるでしょ、それで「ひとりっ子？」って聞くと「はい」って言って、

ほとんど百発百中当てられました。そのうちに「えっ、うそ？あなたひとりっ子だったの？！」

って、あとから気がついて驚くような状況になってきたのが、１９９０年入るか入らないかく

らい。 

僕は今、もう誰がひとりっ子かわからない。なぜかって言うと、ひとつはね、ひとりっ子がす

ごく増えてきたっていうことと、２人、３人きょうだいがいる子が、昔言われていた「たくま

しい」とかいうのがなくなって、ひとりっ子と同化してしまっているっていうか。境がなくな

ってきたっていう感覚。あくまでも、現場感覚ですよ。 

高山 ：どうでしょう？ひとりっ子って、なんかちょっと目立つ感じってありますか？  

なでしこ：自宅が田舎なので、ひとりっ子っていうのが周りに少なくて。だから、親戚とかには「なん

で１人なの？早く、次作れよ！」じゃないですけど、言われていましたね。 

尾木 ：そういうプレッシャーを、女性は感じるんですよ。 

 

 

実はこんなデータがある、結婚と出産に関する全国調査。 

これを見るとひとりっ子の割合は、２０年で９．３％から１５．９％に増加。 

そう、ひとりっ子の家庭というのは着実に増えているのだ。 
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それでは、一般の人々は、ひとりっ子をどんなふうに見ているのだろう？ 

 

徹底調査！ひとりっ子ってどんな感じ？ 

 

番組では視聴者へのアンケート、および街頭でのインタビューで、 

およそ４００人の人々に、身の回りのひとりっ子の印象を調査！ 

 

 

 

まず、多かったのはこんな声・・・ 

 

男性：「なんでも、買ってもらえそうな」 

男子高校生：「頻繁に物を買ってもらたり、かわいがってもらっているような印象。 

ちょっと、羨ましい気もしますね」 

女性：「親にとって、お金をかけられるのが１人しかいないから、教育とかしっかりさせてもらえる」 

 

ひとりっ子ってどんな感じ？ 

ランキング第３位は「お金をかけてもらえる」 

 

一家に子どもが１人だからこそのこと。羨ましい！ 

でもそれが「我慢を知らない」などのイメージにつながる、という声も。 

 

そして、こんな声も・・・ 

女性：「私は中学生に英語を教えていて、ひとりっ子の子がいるんですけど、やっぱり比較的に男の子は

ひとりっ子だと、本当におとなしいですね。だって、兄弟ケンカもしてないから、人に勝って

やり遂げたいというところはないと思う」 

 

第２位は「競争心がない」 

のんびりマイペース、という視聴者からの声も。 

 



ウワサの保護者会 第 24回「ひとりっ子 ワガママってホント？」 

 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。 

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） 

 

 

 

自身がひとりっ子というこちらの男性は？ 

 

男性：「僕がひとりっ子なので まあ、僕はマイナスイメージはあんまりなくて。１人に愛情注いでもら

って、いい育ち方したのかなと思っています」 

 

というひとりっ子の彼氏、彼女から見ると？ 

 

彼女「言っていいのかな？…ちょっとワガママなところがある」 

 

そう、ひとりっ子といえばワガママってよく聞く！ 

 

 

 

今回の調査で最も多かったのがこの「ひとりっ子はワガママ」という声。 

なんと３８７人中、８０人、２０％以上の人が、ひとりっ子はワガママだと回答。 

 

 

 

ひとりっ子、ホントにワガママで甘やかされ放題？ 

 

ということで今回は、ひとりっ子の親、または自分がひとりっ子、というホゴシャーズが集まり、ひと

りっ子の育て方を徹底討論。 

子育て家庭必見の、お役立ちヒントも満載！ 
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【今回のホゴシャーズ】 

 

パキラ （母）：長男・小４/次男・小２ 

ノニ  （母）：長男・高１ 

コホラ （母）：長女・小６ 

なでしこ（母）：長男・中２ 

すずらん（母）：長女・中１ 

タヌキ （母）：長男・小２ 

 

高山 ：では、街頭で多かった声を、１つずつ考えていきたいと思うのですが。 

まずは、「ひとりっ子にはお金をかけられる」 

データをご紹介しますね。小学校５年生の１人あたりの塾や習い事など、学校外の教育費です

ね。これを、比較をしました。すると、ひとりっ子は２人きょうだいのおよそ１．４倍、教育

費を使っていることがわかりました。やはり、ひとりっ子のほうがお金をかけやすいという傾

向があるようです。 

 

 

 

タヌキ：うちの子は、「和のお作法を習いましょう」みたいな講座があって、５歳か６歳のときに連れて

行ったらすごく興味を示したんですよ。「また、ああいうお教室に行きたい、行きたい」って言

うんで、子どもに日本舞踊を教えてくれる教室を見つけて。 

ほかにも、ピアノ、そろばん、体操教室と書き方教室と、５つですね。 

尾木 ：おーっ。 
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タヌキ：ちょっとずつやらせておいて、そのうちに何か自分が「これにしたい」って言ったら、少しず

つ整理してあげようと思って。 

高山 ：月にいくらぐらい、かかるんですか？ 

    （一同笑） 

高山 ：正直、気になりますよ。どれぐらいかかるんですか？ 

タヌキ：幼稚園が私立だったので、学費が毎月２万円台は出ていっていたんですけど。公立小学校に上

がって、「幼稚園の分お金浮くね。貯金ができるね」って言っていたのを、そのまま習い事につ

ぎ込んでいる感じ。 

高山 ：じゃあ、月２万ぐらいを。 

タヌキ：そうですね。なので、主人からは、「おかしい」って言われているんですよね（笑） 

 

実はこうした習い事には、ふだん、家庭では子ども同士のコミュニケーションの機会のないひとりっ子

ならではのねらいもあった！ 

 

コホラ：うちの主人も私も、スポーツをずっとやってきていたので、何かスポーツをやってほしいと思

ってスポーツ団に入れて。 

やっぱり、年下の子にも年上の子にもかわいがってもらえる環境は、ものすごく彼女にとって

幸せみたいです。 

ノニ ：やっぱり、人間関係をどうしようかと思っていたのでボーイスカウト入れたんです。 

地域で上下関係を学べて、横の関係も学べる。 

 

 

 

尾木 ：そこらへん、ひとりっ子だから、意識したんですよね？ 

ノニ ：そうです。ひとりっ子だから入れようと思って。 

尾木 ：だから、そうやって、ちゃんと配慮しておられるわけ。そういう意味では、ひとりっ子のご家

庭の力量が高まっていますよ。 

高山 ：ちゃんと情報も入ってきて、対応していると。 

尾木 ：そう。やっぱり学んでおられて、経験が全部生きてきている。 
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高山 ：じゃあ、次に行きましょう。 

「ひとりっ子は競争心がない」 

一同 ：うーん。 

 

 

 

高山 ：ノニさんは、どうですか？  

ノニ ：負けるのが別に平気って感じで、競争心がないんですよね。 

高山 ：お母さんとしては心配ですよね？ 

ノニ ：心配なので私が仕掛けています。ふだんから。 

    何かパッて取らなきゃいけないとき、サッと私が先に取って、「ほら。遅いから、これ取られた

でしょ」って、きょうだいの役割を私がしています。 

尾木 ：なるほど。実はこれ、ものすごく大事なことよ。 

ノニ ：そうですか？ 

尾木 ：うん。僕がさっき言った、「えっうそ？ひとりっ子なの？」って言った子なんか、「どうしたら、

あんなひとりっ子でないような、たくましい子になるの？」って聞いたら、お母さんがお姉ち

ゃんみたいな感じで、対等にやり合うんだっていうんですよね。 

ノニ ：ケンカとかも。 

尾木 ：そう。なるほどって。 

お母さんが、きょうだいになっちゃうみたいなね。それはありなんだなと思って。 

高山 ：さらに、圧倒的に多かったのが、「ひとりっ子はワガママである」ということなんですけどね。 

パキラ：遊んでいる様子を見ていると、ひとりっ子が「次、私！」とか「私、一番！」とか。うちの子

かわいそうって思ったことはありますね。 

なでしこ：うちの子は、私が感じる程度でも、ワガママだとは思ったことがあまりないので。 

すずらん：なんか、自分の子が何かあったときに、「ひとりっ子だから」とかって言われるのは嫌だなっ

て思うので、「我慢しなさい」とか、ちょっと意識しちゃう部分っていうのはありますね。 

なでしこ：子どもに言いますしね。 

尾木 ：逆に、きつくなっているかもわかりませんよね。ひとりっ子だからって責められないように、

っていうので。 

コホラ：うちも、すごく大人に気を遣う子どもになってしまっていて。 
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尾木 ：あー、それはありますよ。 

コホラ：なんとなく、こう子どもらしくないなって思っちゃっていて。 

高山 ：じゃあ、コホラさんのそのあたりの悩みの、映像がありますので。 

コホラ：見てください（笑） 

 

 

コホラ：手伝いはしますね。料理好きだもんね。 

 

コホラさんの娘、小学校６年生のひとりっ子・うみちゃん。 

 

ひとりっ子といえば“ワガママ”と思われがち。でも、うみちゃんはその正反対。 

 

コホラ：特に大人に対して、自分のワガママを言わないんですね。「これが欲しい、あれが欲しい、あそ

こ行きたい」とか。空気を読みすぎる、深読みしすぎて、それが悩みになったりとか。子ども

なのになぁ～っていう。 

 

大人に気を遣い、自分の思いをあまり口にしないといううみちゃん。 

例えば、おやつのアイスを選ぶときも・・・ 

 

コホラ：どれ食べますか？ 

うみ ：ママ何食べたい？ 

コホラ：えっ、ママなんでもいい。 

うみ ：パパは？ 

パパ ：ジャンケンで決めよう！ 
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と、まずは両親の希望を聞いて、自分は後回しのうみちゃん。 

ひとりっ子のうみちゃん。小さいときから同世代の子どもより、大人との中で過ごすこと多かった。 

 

コホラ：私の趣味の友だちメンバーがいて、どこか行くってときも大人の環境の中に、娘が１人いるみ

たいな感じが多かったですね。 

 

外でも大人の中に子ども１人、家でももちろん、大人２人に子ども１人の“ひとりっ子”。 

同じ年頃の友だちとは、どんなふうにつきあうの？ 

 

うみ ：なんか同学年って幼いなぁ～って思う。 

コホラ：最低。超上から目線！！（笑） 

うみ ：だってさぁー。なんかさぁー…！ 

コホラ：女の子同士って、結構休み時間「一緒にトイレ行こう」ってあるじゃないですか。断っちゃう

子だったんですよ。「私、一緒に行きたくない」って言って。 

うみ ：だってさ、「なんでずっと一緒にいたいの？」みたいな。１人で行動すればいいのに、面倒くさ

いじゃん。 

 

と、大人のうみちゃん。そして、さらには・・・ 

コホラ：好きな男性もテレビとか見ていて、ジャニーズとかじゃなくて、中井貴一とか舘ひろし。その

辺なんですよ。「かっこいいー」て言って。 

うみ ：ダンディな感じ❤ 

 

 

 

なるほど、ずいぶん大人な人が、タイプ！ 

 

でもうみちゃん、まだ小学６年生。 

 

コホラさんには心配なことがあった。 
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コホラ：たぶん、大人から見ると本当にいい子っていう感じだと思います。そこがなにか娘のストレス

となっていて、いつか爆発するんじゃないかとか、本心は違うんじゃないか、という思いが時々

私の中に芽生えるっていうのが、正直な気持ちなんですけど。 

 

実は以前こんなことがあった・・・ 

それは小学校４年生のときのこと。友だち付き合いもよく、クラスの中心にいたうみちゃん。 

突然こんなことを言いだしました。 

「先生！私のものがなくなっています」 

 

ところが・・・ 

コホラ：一言で言ってしまうと“自作自演”と言ったらそれまでなんですけど…。自分でわざとものが

なくなったと騒いで、でも実はそれは自分で隠していた。 

私が、「どうしてこんなことになったんだろう」と言っても、本人は「わからない」っていうん

ですね。でも一つだけ、泣きながら言ったのは、「授業中に最近、先生が指してくれないんだ」

と言ったんですね。 

 

先生は３学期になり、それまであまり手をあげていなかった生徒を指そうとしていた。 

うみちゃんはそれを、「先生に見放された！」と思ってしまったのだ。 

でも、その思いを先生に上手く伝えることができず、こんな騒ぎを起こしてしまった。 

 

 

 

コホラ：自分の思っていることを、周りにどんな大人や子どもがいても、ちゃんと伝えられる人になっ

てほしいとは思いますね。 
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周りに気を遣いすぎて、自分の思いを伝えられないひとりっ子。 

いったいどうしたらいいの？ 

 

高山 ：一見すると立派に育っているように見えますが、深いところに悩みが…。 

コホラ：そうですね。 

尾木 ：僕、ビデオ見ていてすごく感じたんですけど、お母さんに原因が、結構あるよ。 

コホラ：えっ！本当ですか？ 

高山 ：そのあたりを、ぜひ教えてください。 

尾木 ：ほら、あの、食事を取り分けたりと、うみちゃんが大人っぽいことしていた場面があったじゃ

ない？そうすると、お母さんうれしそうな顔していたの。お母さんがうれしそうな顔するのが

子どもはうれしいんです。 

コホラ：なるほどね。 

高山 ：親の顔色を、見ているってことですかね。 

尾木 ：今、われわれがすごい問題にしているのは、「いい子症候群」っていうの。 

 

 

 

尾木 ：お母さんが喜んでくれる対応をするようになってくると、自分の感性っていうのが空洞化して

くるの。空洞化してきたら、その矛盾がどこかで爆発するんですよ。 

コホラ：うーん。 

尾木 ：それ、僕の場合も大失敗していて…。「そうやってなるよ」って言っていながら、尾木ママ失敗

しているのよ。ここはオンエアしてもいいよ～（笑） 

（一同笑） 

高山 ：珍しいですね（笑） 

尾木 ：それほど難しいんです。 

タヌキ：それは、ご自身のお子さんということですか？ 

尾木 ：そう、そう。うちの子、２１歳のときに大泣きしましたもん。うちの子、テレビをあんまり見

ないし、チョコレートも大嫌いだってもらわなかった子なの。それで、「なんてできた子だろう！」

と思っていたのよ。周りの先生方からも褒められていたんですけども、大学２年生ぐらいにな

って、先輩からテレビをもらってきて、朝まで徹夜して見ているわけですよ。そしてね、お徳

用のチョコレートを１袋、一晩で全部食べたの。 
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すずらん：あら。食べたかったんだ。 

尾木 ：それで、ビックリして、「あんた、こういうの２つとも嫌いだったんじゃない？」って聞いたら、

「それは、本当は食べたかったけど、パパとママがうれしそうな顔したから断っていたんだ」

って言うの。 

コホラ：あーあ。 

尾木 ：我慢していたんですよ。さっき、映像見ていたら、うれしそうな顔されているんですよ（笑） 

すずらん：でも、それっていけないことなんですか？ 

だって、親だって手伝ってくれればうれしいし、ダメって言ったチョコレートを食べなかった、

言うことを聞いてくれたら、うれしいじゃないですか。 

尾木 ：そうよ。だから、僕もそう思ったわけ。ただ、それをやりすぎると感性が空洞化してね、自分

の感情表現ができなくなってくる。だから、大人になって、２０歳過ぎてきたときに、「あれっ？」

って思ったら「自分がない」っていうので、相当焦るの。 

学生なんかで、優秀な子に多いんです。嫌なときは嫌と、親のほうもフランクに、喜怒哀楽の

感情をいっぱい表現しているとか、すごく大事だと思う。 

 

 

 

尾木 ：子どもはワガママでなきゃおかしいのよ。 

子どもが、なんか悟ったような状況だったら、かわいくないじゃない？  

高山 ：コホラさんのところはどうなんですか？かわいらしい面っていうのは。 

コホラ：本人（娘）が、これ言ったら嫌だって言うかもしれないですけど、いまでも「ママ抱っこ」っ

ていうのはあります。 

たぶん、そこで自分でスイッチのオンオフが…。私も感じるんですね。 

高山 ：彼女なりにバランスを…。 

コホラ：たぶん、取っているのかなと思うので、あんまり極端な拒否はしないようにしているんですけ

ど…。 

尾木 ：これでいいんです。バランスを取っています。 

コホラ：わかりました。 

高山 ：「こんな、子どもじみたことやめなさい」って言われた瞬間、行き場がなくなる？ 

尾木 ：行き場がなくなる。 
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高山 ：すずらんさんも、実はユニークなアイデアを取り入れて、ひとりっ子の環境を整備されている

と。ひとりっ子を育てる上での解決のヒントを、ご覧いただきたいと思います。 

 

 

すずらんさんの一人娘、せりなちゃん。 

 

すずらん：「兄弟ほしい」とはずっと言っていましたね。 

 

ひとりっ子のせりなちゃんに、姉妹代わりの存在を作ってあげたい。 

そんな思いで、すずらんさんがとった作戦その１が、こちら！・・・猫！ 

 

 

いっしょに楽しく過ごしてくれればいいと買い与えた猫。ところが・・・ 

せりな：猫は話せないので、アドバスもしてくれないじゃないですか。 

作戦失敗・・・ 

 

そんなすずらんさんに強い見方が登場！ 
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すずらん：姉の娘で、１歳年上のちかちゃんです。 

 

１つ年上のいとこに、せりなちゃんのお姉さん代わりになってもらおうと、 

２人で遊びに出かけたり、お泊まりしたりする機会をつくっている。 

 

せりな：すごく話しやすくて。優しいし、なんかお姉ちゃんみたい。 

 

ただ会わせるだけではなく、姉妹のような関係を築けるように、すずらんさんが気を配っているポイン

トがある。 

 

 

 

おやつもそこそこに席を立った２人は、あれ？せりなちゃんの部屋に移動？ 

 

すずらん：もう、あとは２人だけの世界になっちゃうので、私は好き勝手にテレビとか見ています。 

 

ひとりっ子の子育てポイント①、大人の目を気にせず子どもだけで過ごす時間を尊重する！ 

 

お泊まりのときは、２人で夜中の２時３時まで大騒ぎするけど、決して怒ったりしない。 

 

 

子どもたちの部屋に   ちょっとお邪魔してみると・・・ 
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あれ、せりなちゃん。今なんか隠さなかった？ 

ほら！いったい何を話していたの？ 

２人：「言えない」「言えないよ～」 

 

あら、あら、内緒の話！？ 

こんなふうに、大人には言えない秘密を持ってもらうこともポイントのひとつ。 

 

すずらん：秘密を共有することで、仲間意識を持ってくれて、まあ本当に困ったときとかに、相談でき

るそういう関係を築いてくれたらうれしいなとは思っています。 

 

秘密を尊重することは、子ども同士の関係だけではなく、親子の信頼関係を深くすることにもつながる

とか。 

他にも地域の集まりなどに積極的に参加させているという。 

こうしたすずらんさんの働きかけで、近所にもお姉さんができた。高校１年生の絹香ちゃん。 

せりなちゃんが小学１年生のとき、周りの子に溶け込めずに困っていると、声をかけてくれた。 

 

絹香 ：ちょっと、泣いちゃっていたんだよね。なにかで泣いていて、「どうしたの？」って声かけて聞

いて、それで仲良くなって。めっちゃ、かわいかったです。妹みたいな感じです。 

 

以来、せりなちゃんは、この頼れるお姉ちゃんに、それまで誰にも話せなかった学校のことや、進路の

相談をしている。 

 

せりな：お姉ちゃんがいる子は、そのお姉ちゃんに聞いたりとかがあるけど、ひとりっ子だとそういう

のが全くわからないから、なんか教えてもらえるという。 

絹香 ：前はちょっと内気な感じだったけど、今は思っていることをすぐ言ってくるし、強くなったと

思います。 

 

せりなちゃんの変化は、すずらんさんの目にも明らかだった。 

 

すずらん：親と話しているときとは違う笑顔が見られたりとか、すっきりした感じで帰って来るので、

本当に助けられているなと思いますね。 

 

そして以前は「ひとりっ子であることが嫌だ」と言っていたせりなちゃんも。 

せりな：最近は、ひとりっ子でそんな不満があったりとかはないです。年上の子がすごく自分に優しく

してくれるので、年下の子とかと話すときに自分も優しくしてあげたいなって思う。 
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高山 ：お母さんが、お姉ちゃんを生みだしたという。 

尾木 ：近所のお姉ちゃんから大事にされる中で、地域の子どもたちにも優しくなりたいなんて言って

いたでしょ。 

子どもたちっていうのは、誰かから優しくされることによって、人に優しくできるの。これ、

法則なんです。 

 

 

 

パキラ：私はひとりっ子だったので、ああいう時間がほしかったですね。 

高山 ：コホラさん、どう思われますか？ 

コホラ：いいなって思います。たまたまなんですけど、先日私の弟がうちに遊びに来て、そのとき、娘

がもう完全に甘えきっている。お兄ちゃんと遊んでもらっているみたいな感じを見たときに、

「こんな顔するんだ」っていうのを見たので、今の見ていて、時々遊びに来てもらおうかなと

思った（笑） 

高山 ：でもね、（何でも）家庭内で解決しようっていう（空気が）…。 

ひとりっ子だけじゃなくて、どの家庭もそこに陥っちゃって、どうしていいかわからないって

悩んでいる方、多いかもしれないですね。 

尾木 ：そう。またこれも日本の特徴なんですよ。教育の基本は家庭だって言っちゃうの。教育基本法

までそうやって書かれちゃったんですよ。僕は大反対だったんですけどね。だから、家庭の責

任っていうのを、みんなすぐ社会は問うでしょ？ 違うんですよ。地域やみんなの責任なの。 

だから、やっぱり皆さんから学ぶ点がいっぱいあった。 

 

 

 

高山 ：そうですね。 
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尾木 ：ひとりっ子の問題っていうのは、教育全体を問い直すきっかけになると思いますね。 

 

親が兄弟代わりになったり、地域や、親戚などを巻き込み、子ども同士のコミュニケーションの機会を

作る！ 

子どもの成長のチャンスは、家庭の外にも沢山あるのだ！ 

 

（終） 


