ウワサの保護者会

28 回「シングルマザーの胸のうち」
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 ：さあ、尾木ママ。今日のホゴシャ－ズの皆さんは全員がシングルマザー。
尾木

：僕そんなの初めて！６８年の人生の中で、初めての経験。だってね、僕ら教育関係者にとって
は、そういうところに足を踏み入れちゃいけないみたいなね。父の日とかそういう行事は、基
本やらないですよ。
今日は禁断の世界に踏み入れてしまった！

ヒイラギ：いらっしゃいませ❤みたいな（笑）
尾木 ：お邪魔しま－す（笑）
今日は、保護者１００名からの「シングルマザーに聞いてみたい質問」に５名が本音で答えます！

【今回のホゴシャーズ】
ヒイラギ（母）/長女・高１/次女・小４/三女・小２
ジャガー（母）/長男・２８歳/長女・２１歳/次女・中３
トウガラシ（母）/長女・小５
サフラン（母）/長女・３０歳/長男・２８歳
ポトス（母）/長女・大２/長男・中２/次男・小５
高山

：まず、最初の質問。シングルマザーの方がいる前で、自分の夫の話をしづらいと思ったことが
あります。そこはやはり気を使ってほしいなと思われるとこでしょうか？
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：例えば、主人の愚痴を言うとか、あるいは家族で出かけた話をちょっとしづらいなという経験
をされた方が結構いらっしゃるようです。
やめてほしいなと思っていらっしゃる方、手を挙げていただいていいですか？
あれ？上げたり、下げたり…。基本的に皆さんは手が挙がらない。
（サフランさんは、手を上げたり、下げたり…）

ヒイラギ：私は平気ですね。
ポトス：なんか隠されたりすると、壁を作られている感じがあるんで、自然にいてほしいですね。
私は、全部をさらけ出してほしいし、自分もさらけ出すし。
サフラン：まあ、話題とかにもよると思うんですけど、私はやっぱり離婚直後は、スーパーに買い物に
行って、ご夫婦でお買い物しているのを見るのも、なんか、
「はぁ…」って思った。
ポトス：うん、嫌だ。
サフラン：ちょっと、嫌だったでしょ？
ポトス：すごく嫌だった。見たくない。
サフラン：だから、やっぱり「ちょっと傷ついているのかな」とか。幸せなお話をする、「旦那さんと、
こんなところ行ってきたの」とかっていう話は、「ああ、よかったね」って聞けるんですけど。
例えば、旦那さんのことを、ちょっと愚痴るとかだと「だったら、別れれば？」みたいな（笑）

高山 ：なるほど。
「アドバイスするよ」くらいの。
尾木 ：話早いわ。
高山 ：強い。
（一同笑）
高山 ：徐々に強くなっていく？
サフラン：そうなんです。免疫がつくんですよ！
ポトス：ああ、確かに。
サフラン：そんなことどうでもいいか、みたいな。
ポトス：そんなこと気にしていたら、もうやっていけない。買い物にも行かれない。
だから、日曜日のスーパーとかすごく行きたくなかったんだけど…。
サフラン：日曜日のほうが安いしね！
ポトス：あっ…そうなんですか？
高山 ：そっちに、いっちゃいますか？
免疫つくとそういう考えになっちゃう（笑）
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続いての質問は、
１人での仕事と子育て、とても大変だと思います。時間が足りないのではないでしょうか？

高山 ：時間が足りないと思っていらっしゃる方？
（全員挙手）
高山 ：これは全員ですね。
ジャガー：足りないですね！もうちょっと寝る時間がほしいかな…みたいな。
1 日の半分は、会社ですよね。１２時間働く。基本的には、夜の８時から朝の８時まで、夜勤で
働かせてもらっていて。夜勤のほうが、まあお金もいいし。でも、昼間空いているんで、学校
の行事とかは、仕事休まずに行けますよね。
高山 ：じゃあ、
“私”はいつ休むんですか？
ジャガー：空いている時間ですよね。そうすると、やっぱり寝る時間がとびとびだったり…。
ちょっと寝る時間ほしいなっていうときがあります。
尾木 ：でも、よく体がもちますね。すごいわ。
ヒイラギ：夜は寝ていたいタイプだから…。
尾木 ：あの、普通の人はそうなの。タイプじゃないの（笑）
高山 ：サフランさんは、どんなふうに？
サフラン：私は月曜から金曜まで土建屋さんの事務員で、９時から５時まで普通に働いて、土日は結婚
式の司会業とかをして。２足の草鞋で１６年以上働いて、子どもたちが自立するまでその生活
を続けていました。
高山 ：じゃあ、休むことなく？
サフラン：休むのは、お正月とか仏滅のときとか。
高山 ：結婚式場ですからね。なるほど。
サフラン：働き者だったわ～。
高山 ：例えば、暮らしの中で時間がなくて困ったなっていう経験ありますか？
ポトス：食器とかが、すごいてんこ盛りになっていても、仕事に行かなくちゃいけないからそのままで
行って…。部屋も、片付けても、片付けても散らかすんで、もう今、部屋が最悪なことになっ
ているんですけど。
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サフラン：でも、ホコリだけじゃ死なないから！大丈夫だよ！
高山 ：強いなあ。
どうしても家事が滞るという方はどれくらいいらっしゃいます？
（トウガラシさん以外挙手）
高山 ：手を挙げられたんですけども、取材メモによると、ヒイラギさんの家は綺麗に片付いていると。
ヒイラギ：若干はね。ちょっと、やっていますけど…。
高山 ：こちらの映像をご覧いただきましょう。

実はヒイラギさんの家は子どもが家事を手伝ってくれる。
２年生のるいちゃんは洗濯物をたたむのが得意だ！

ヒイラギ：細かいのがめんどうくさいから助かる。
るい ：うち（私）ね、シャツとかたたむの好きだよ。
ヒイラギ：靴下とかパンツとか、そういうのが助かるよ。
４年生のゆうかちゃんは食器洗い。
家族４人分は、結構な量だが、上手にかごへ！手慣れたものだ。

さらに！
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料理も得意で、オーブンも器用に使いこなす腕前！
炒めのものの味付けは、お醤油などの調味料を目分量でぱぱっと！プロみたい！

お姉ちゃんの料理おいしい？
るい ：おいしい！トマトの上にね、チーズのっけたやつおいしいの。
だってね、将来ね、
（姉が）パティシエさんやるの！うちがレジで、ゆうかがお菓子とか作る人。
将来の夢は、ケーキ屋さん。
お金をためて、一軒家を買って、自分たちのお店を開くという。
ゆうか：可愛いお菓子いっぱい作って…
るい ：うちが全部食べる！
ゆうか：まずは、るいに味見してもらう。
るい ：いえーい！
ケーキ屋さんを開いたとき、お母さんは？
ゆうか：ママはね、ここでひそかに暮らしている。おばあちゃんになっても、ずっと。
それで、ママにおいしいもの食べさせてあげる。
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高山 ：うれしいじゃないですか。
ヒイラギ：うれしいです。今も、十分美味しいもの食べさせてもらっているんですけど。
高山 ：
（料理は）教えたんですか？
ヒイラギ：最初は、私がやっていたら、もうとにかく興味があって見てきて。
「手伝うことある？」って
言って、
「じゃあ、これ切れる？」とか、
「じゃあ、皮むいて」とかから始まって、そのうちに、
味付けしたりとか。
高山 ：お手伝いをね、よくしてくれるお子さんたちですね。
ヒイラギさんのお宅では、お片づけ３か条っていうのがあるって聞きました。
ヒイラギ：これを守れば、絶対部屋はキレイになるっていう私の勝手なやつなんですけど。
まず、床に物を置かない。使った物は元に戻す。ごみは捨てる。
なんか、いろいろ長々言うと、子どもたちもこんがらがってしまうかなって思って、今までい
ろいろやってきた中でこの３つに絞ったんですよ。

トウガラシ：うちも散らかりやすいので、“なんでも入れるボックス”みたいなのがあって、「とりあえ
ず、わからない物はそこに入れて」って。
おばあちゃんに「今から行くね。あと１０分で着くよ」って言われて、
「うわー」っていうとき
に、もうバーって箱に入れてタオルかぶして（笑）

高山 ：アイデアですね。料理はどうですか？
トウガラシ：料理は、
“たまねぎがあればすぐできる”
“ピーマンがあればすぐできる” 炒めればできる
っていうシリーズがあって、
（私が）テレビ見ていると、できあがって。
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高山 ：テレビを見ているんだったら一緒に作るとかね（笑）
トウガラシ：ちゃんと、ご飯も盛られて、お皿もお箸もあって、取ってくれるので、食べるだけ！（笑）
高山 ：ポトスさん、目がまんまるになっていますよ。
ポトス：本当素晴らしいですね！
下の子が、ちょっと洗い物に興味を示してきているので、１回お願いしてみようかなって思い
ました。
ヒイラギ：最初から全部やらせないで、なんか一緒にやっていたんですよ。なんか、
「泡モコモコになる
のが楽しい」って言っていて、じゃあ泡で洗ってもらって、私はそれを流すねって、一緒にや
って、楽しみながら。
尾木 ：皆さん、やっぱ工夫していますよね。
それから、一見ハンデに見えることを、逆転させているっていうの。逆に、教育力出ちゃって
いるような気がする。
ここで、ヒイラギさんからシングルマザーならではのお悩みが飛び出した。

ヒイラギ：私が注意したりとかしても、聞いてくれないときがありますね。
もし父親がいて、ここぞっていうときにドカンって怒ってくれたらすごく効くんじゃないかな
って…。そういう面ではちょっと大変だなって思うときもあります。
尾木

：あのね、父親がいてガツンと言うのも確かに大事だけど、男は別に怒る道具ではないからね！
（笑）ガツンと言ったら、それは怖いからビシッとするだけなんですよ。怖いから、その場面
だけ行動を合わせる、修正するだけで、本当の意味はわかってないんですよ。だから、また繰
り返すわけ。
心がちゃんと通じればいいんですよ。パパでもママでも同じですけども、心のキャッチボール
ができる、親になりたいなっていうふうに思いますね。
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高山 ：ちゃんと心が通っていれば、OK！ヒイラギさんは OK だと？
尾木 ：OK です、OK です！
ヒイラギ：よしっ（笑）
続いての質問は、
時間がない中で、お子さんとどんなコミュニケーションをとっていますか？

ジャガー：私は車が好きなんで、家族でドライブとか。川に行ったり、滝行ったりとか。自然の所に。
尾木 ：いいねぇ。
高山 ：そうですか。遠出もするんですか？
ジャガー：遠出するときはしちゃいますね。
泊まるとかいったらお金かかるから、車の中とかでみんな座ったまま寝る（笑）
尾木 ：キャンピングカーとかじゃないのね。
ジャガー：そうです。乗用車だから。
高山 ：トウガラシさんどうですかね？
トウガラシ：同じ趣味を一緒にやるっていう。
尾木 ：いいね。
高山

：トウガラシさんが、どんなふうにお嬢さんと趣味を共有していらっしゃるのか取材させていた
だきましたので、こちらをご覧ください。

トウガラシさん、１人っ子のみおちゃんと一緒にいられる時間は超～ラブラブ！
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お母さんのと２人の時間はどんな感じ？
みお ：楽しい！なんかこうして一緒に暮らすと趣味も合ってくる。例えば、星のこととか。
みおちゃんが星にハマったのは、２年前。図書館で借りた本がきっかけだ。
その後トウガラシさんも、追っかけ猛勉強！
一緒に星空観察したり、星空検定に挑戦している！

トウガラシ：夜中に起きて、冬の星座を見ている。きれいだよね。
みお ：今ではカペラが見えやすい。赤い星で～す★
こんなに仲がよすぎたら、なかなか自立できないのでは？
ところが、みおちゃんの将来の夢は？
みお ：新しい、ひとり暮らしみたいな。
え？ひとり暮らしは大変じゃないの？
みお ：なんか大変なことをやってみたいみたいな。
お母さんがさみしがったら？
みお ：いや、行くぜ！
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トウガラシ：えー！がーん！
尾木 ：ぐんぐんと成長している。
高山 ：ちょっと涙ぐんでいらっしゃる？
トウガラシ：なんか「１人暮らししたい」って言っていたので…。
高山 ：あっ、そこですか？（笑）
尾木 ：そういうことなんだ（笑）おいてけぼりになっちゃうって…。
トウガラシ：悲しい…初めて聞いたそれ。いやーどうしよう…（泣）
高山 ：まあ、行くのはちょっと先だと思いますけれどね。
尾木 ：まだ、だいぶ先だから。
トウガラシ：どうしょう。今からさみしい…。
高山 ：お母さんも（星の）ノートを作っているんですよね？
トウガラシ：私の方がすごく勉強しちゃって、２人で競い合っていますね。
これを覚えたか、あれを覚えたかって言って、お互いにクイズ出し合って、それがどんどん知
識としてお互いにたまっていくっていう。
尾木 ：いいライバルですね。いい意味のね。
トウガラシ：離れて住んでも同じ星を…。もう、ダメ。さみしい。
（一同笑）

高山

：シングルマザーのご家庭のお子さんというのは、とても自立した心の芽生えが早いのかなって
感じましたが。

尾木

：それは、確かにそうです。シングルマザーの子で頼りにならないっていう子を、いままで僕は
会ったことがないですもん。教室の中の生活ぶりも、さっと机を並べたり、ゴミを拾ったりと
か、自然と動けるわけ。
それから、優しい。みんな共通しているのが、優しいの。

高山

：サフランさんのお子さんはお二人とも成人されていますが、自立させることを意識されていた
ご様子ですよね。

サフラン：私自身、母親が早く亡くなったものですから、頼る人がいないような環境だったもので、
（子
どもが）小さいときから「誰も頼る人はいないんだよ。ちゃんと１人で歩いて行きなさいよ」
っていうような。そういう子どもに育てたかったので。
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サフランさんは２０歳までに子どもが自立できるようにと、段階に応じて手紙を渡してきた。
小学生になったときは、お米を研ぐこと、食器を洗うこと。
中学生になったときには、朝は起こしませんよ。遅刻しても自己責任です。
高校生になったときは、友だちとのトラブルは自分で解決をするように。

サフラン：口で言うとダメじゃないですか？効き目ないんですよ。なので、手紙に書いて。
尾木 ：手紙を渡された、というのはある意味でお父さんの役割かもわかりませんね。
「お母さんとも話
し合ったんだけど、お前高校生になったんだから、こういうふうにしろよ。
」とかね。
手紙に書くっていうのは、いい知恵ですよね。一人前に自立していくそれぞれの段階で、手紙
で自立の方向への後押しをするっていうかな。こういうのは、シングルマザーとか関係なくど
の家庭も大事にしてほしいなって思いますよね。
続いての質問は、
離婚を考えたとき、子どものことをどうしても考えてしまいます。
子ども側の気持ちを聞いてみたいです。

高山 ：実は、今回のアンケートでは離婚を考えたことがあるとお答えの方が､１００人中６２人も。
そのときに、子どものことを考えて踏みとどまったという方が非常に多いと。
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：そこでですね、現在２８歳のサフランさんの息子さんに、両親が離婚したときにどんな気持ち
だったのかというお話を聞きましたので、こちらをご覧ください。

りょうたさん２８歳に親が離婚したときの気持ちを聞かせてもらった。

りょうた：小学生になる前ですね。車の中で話したのを覚えていて。名字が変わるって聞いたのをすご
く覚えていて「嫌だなー」って思いました。別に、離婚が嫌だなというのではなくて、名字が
変わるのがなんでかよくわかんなくて。
父親があまり家にいなかったような記憶があって。いなくなるって聞いてもなんか「あっ、そ
うなんだ」くらいにしか思わなくて。
さみしいという気持ちは？
りょうた：ないですね。夏休みとかも親が忙しくて、どこにも連れて行けないから、毎年子どもたちの
ツアーに入れてくれたり、冬はスキー合宿とかにも行かせてくれたんで。
りょうたさんはパティシエの腕をあげるため、来年フランスへ行く計画だ！
りょうた：
（小さい頃から）あれはやっちゃダメとか、これはやっちゃダメとか言われなかったんで。
勉強しなさいとかも言われなかったし、
「自分で好きなようにしたらいい。自分のことだから」
って、言われていたんで。そういう（母の育て方の）影響があるのかもしれないです。

サフラン：いやー、なんかジーンときちゃった。
高山 ：直接、こんな話を聞いたことはない？
サフラン：聞いたことない。なんか立派になったなと思って、感無量になりました。
小さいときは、忘れ物ばっかりする子どもでした。私が本当に忙しかったので、明日持って行
くものとか、そういうものを見てあげる時間がかったんです。なので、ある日学校に行くと、
忘れ物のグラフみたいなのがあって。
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尾木 ：シール貼っているの？
サフラン：
（グラフが）ペロンと突き出している子が１人いたんですよ。

サフラン：それがうちの子だったんですよ。
叱れなかったですよ。自分が忙しくてみてあげられないから。なんか申し訳ないなと思いまし
た。
尾木 ：忘れ物が突き抜けていても大丈夫なのよ。
サフラン：そうなのよ。
尾木

：本当よね。あれね、小学校の先生の悪い癖だよね。シール貼って、指導しているつもりになっ
ているの。心、傷ついちゃうんだもん。
僕だってそうよ。
「誰、これ？突き抜けているの」って思ったら自分の娘だった。あれよくない。

高山 ：気にしなくていいんですね。こんな立派な大人になれるんですもんね。
尾木 ：うん、そうなの。
高山

：じゃあ、今度は、２１歳のジャガーさんのお嬢さんの声もいただいていますので、こちらをご
覧ください。

アルバイトをしながら家賃４万円を払って、１人暮らしをしている。
ジャガーさんの長女こうみさん、２１歳。
ミュージシャンという夢に向かって頑張っている。
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そんなこうみさんは・・・
シングルマザー家庭に育ったことをどう思っている？
こうみ：本当は…お父さんがいたほうがいいなって子どものころは思っていましたね。子どものころっ
て、なんかみんなと違うことって嫌じゃないですか？お父さんが、いる、いないっていうより
も、みんなと違うから嫌だったんで。
でも、大きくなってくると、それはそれで別にいいのかなって。
今、子どものころを振り返って１番思い出すのは時間を作ってはテーマパークやアウトドアに連れて行
ってくれたお母さんのこと。
こうみ：小学校のころは（お母さんが）忙しくて。昼も夜も働いていて、自らハードモード選んでいる
ような…。もうちょっとずるい人だったら、楽な生き方ってできると思うんですけど。
こうみさんも実家にいれば、楽な生き方なんじゃないの？
こうみ：
（子どものころから）全部自分で働いて、自分で全部生活できる人っていうのになりたかったで
す。
（母が）女の人１人で育ててくれたので、やっぱその影響はあるのかなって思います。
今では、作詞・作曲した楽曲をネットで公開していて、ファンもいるそうだ！
こうみ：お母さんがもっと働かなくてもいいようにしたいです。
困ったことあったら、はいってすぐ（お金を）渡せるような人になりたいです。

ジャガー：初めてですね。こうやって気持ちを聞いたの。女同士でも、やっぱり直に聞けないし。
家を出ていかれたときも、本当にすごくさみしかったし。
高山 ：困ったらお金を渡せるようなって…。頼もしいですよね。
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：お父さんがいないことっていうより、他の家と違うことがちょっと寂しかったっていう言い方
をしていましたね。それでお母さんが、責められるようなことはなかったんですか？

ジャガー：そういうことを、言われたことがないんですよ。
トウガラシ：ジャガーさんの娘さんを見て、将来娘があんな感じになるのかなと思って。お金を渡して
あげたいとか、自分だけで生活できるようになりたいっていうのを聞いて、今１１歳ですけれ
ど、そういう思いがうちの娘にもあるのかなと思って。育ててきてよかったなって思いました。
ヒイラギ：本当に、今日ここに参加できてよかったなって思って。
やっぱり自分のやっていることとかも「これでいいのかな？」とか、毎日すごく不安になりな
がらやっていて。でも、すごく本当にためになりました。
尾木 ：皆さんも、こんな機会は初めてだったわけでしょ？
今日ね、話がきちんと一致したの。僕の中で、組み立てができました。
実は「親は、背中を見せて後ろ姿で子どもは育つ」って昔よく言われたんですが、今はそれで
は育たないんですよ。ところが、シングルの強みですね。お母さんが働いたり、お母さんがき
りもりしなければ（家庭が）動かないわけですから。精神的な自立心がすごく育っていると思
うの。
だから、
「いや、行くぜ」とかね（笑）

高山 ：生命力ありますよね。
尾木 ：優しさにくるまれた自立心なんですよ。それが、初めてわかりました。
皆さんのご意見や体験談、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！
アクセスまってまーす！
（終）
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