ウワサの保護者会

第 29 回「子ども部屋

どうしていますか？」
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）

ウワサの保護者会！
今回のテーマは、
「子ども部屋 どうしていますか？」
今回集まった保護者は、こちらの６名。

【今回のホゴシャーズ】
カモミール（母）/長男・中２/長女・小５
アイリス（母）/長男・中３
マンボウ（母）/長女・中１/次女・小３
きりん（母）/長女・高１/長男・中１
ビオラ（母）/長女・小４/次女・小１/長男・年少
マリモ（母）/長男・小５/次男・小１
子ども部屋でお悩みの５人と、部屋を作るか迷っているマリモさん。
さて、一体どんな話が飛び出すか！？
高山

：今日は、子ども部屋について悩んでいらっしゃるというホゴシャーズの皆さんにお集まりいた
だいています。
じゃあ、悩みをお伺いしましょう。

きりん：もう、とにかく部屋が汚い。もう、
“汚部屋”で…。

尾木 ：汚部屋（笑）
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きりん：明らかにゴミってわかるものは、捨てたりするんだけど、そうすると、あとで怒られるんです
よ。
「よけいなことするな！」みたいな感じで。
高山 ：深くうなずいていらっしゃるマンボウさん。
マンボウ：本当に、足の踏み場もない状態で、部屋を歩いていると、パキッと何か踏んだ音がしたり（笑）
危険だから、絶対スリッパで歩かなきゃとか、そんな感じなんです。
高山 ：子どもの部屋なんですよね？
危険なんですか？
マンボウ：危険です！なにがあるかわからないです！
アイリス：最初、１年生ぐらいのときは机があることが嬉しくて、部屋で宿題やって「終わったよ」っ
て言ってリビングに来るっていう感じだったんですけど、だんだん部屋じゃなくてリビングに
いることも多くなったりとかして…。
高山 ：部屋が活用されてないなという？
アイリス：はい。
番組アンケートのお悩みのトップ３も、
「部屋が汚い」が断トツでトップ。
次いで、せっかく作っても「子ども部屋を使わない」
「勉強しているかどうか怪しい」という声も多かっ
た。

高山

：マンボウさんはこのランキングでいうと１位と２位に当てはまるということになりますが、マ
ンボウさんのご自宅がどんな様子なのか、カメラがお邪魔しましたのでそちらの映像ご覧くだ
さい。

子ども部屋でお悩みのマンボウさん。
一体どんな状態なの？
マンボウ：あの、アレルギーとか大丈夫ですか？マスクをとかしないと、ちょっとホコリがすごいので、
アレルギーとか起こしますよ。
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そ、そんなに！？では、ウワサの子ども部屋に潜入！

うわあー！！見事に足の踏み場もない！
床を覆い尽くす、物！物！
教科書にノートにプリントに・・・上履きまで！！いるの？いらないの？
しかも、この部屋は洗濯物を干すベランダへの通り道。
マンボウさん、床の物をよけながら・・・これは大変だ。
マンボウ：もう、絶えず繰り返し言ってきました。
「汚い！」とか、
「もう片付けなさい、片付けなさい！」
というのを、毎日のように言っていますけど…。
私がやると、今後もそれを期待すると思うんですよ。それがね、ちょっとね…。どこまで手出
しをすればいいのか、悩んでいるところです。
ここは、姉妹２人の勉強部屋として用意された部屋。
２人で仲よく勉強してほしいと部屋の真ん中に置いた机は今では物に埋もれて、このありさま。
こんな状態で勉強に支障はないのだろうか？
この部屋の主のさきちゃん（中１）とゆきちゃん（小３）。
これから、明日学校に持っていく物の準備をするんだって。
ゆき ：さき〜。理科のノートがないんだけど。
さき ：どんなノート？あ、あれ？教科書ワークと一緒にあるんじゃない？
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ゆき ：あ、そうかな〜。
さき ：教科書ワークと一緒にあったよ。
ゆき ：どこだろ？教科書ワーク探せばいい？どこだろ？教科書ワークって…。
さき ：ゆきがしまったんでしょ。
ゆき ：すいません。今日どうしてもないと…。
床のものをかき分け、かき分け、部屋の中を行ったり来たり。探し物競争みたいだ。
結局、探していたノートは別の部屋にあった。
なんだかずいぶん大変そうだけど、片付けようと思わないの？
ゆき ：片付けようと思わない。片付けないほうがなんか落ち着く。
さき

：部活とかあって、帰ってくるのも結構遅いから、最近時間がなくてあまり（片づけが）できな
くて、だんだん溜まっていっちゃって。

でも、これじゃあ勉強なんかできないよね？
ゆき ：ただいまー。
（学校から帰ってきたゆきちゃん）
マンボウ：おかえり。
リビングにランドセルを放り投げ、そのまま宿題を始めた。
実は、２人はあの部屋には、ほとんど寄り付かない。
家にいる時間の大半をリビングで過ごしている。
（リビングのソファーで寝るさきちゃん）
マンボウ：さき！いつまでそこに寝ているの？
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マンボウ：小学校行きだしてから、いろんな勉強道具があそこに来ると、だんだん散らかってきて行き
づらい部屋になりました。
もう１つ、部屋に行かない理由があった。
実は、２人はとてもさみしがりやで甘えん坊。暇さえあればお母さんにくっついている。

ゆき ：１人だとさみしい…。
さき ：１人だとこわい…。
マンボウ：
「この家は幽霊屋敷か」ってよく怒るんですけど（笑）
「なんか出るの？」って感じで、
「そん
なに怖がる必要ないじゃん」って言うんですけど。
寝るのはお母さんの部屋で川の字。
子ども部屋には１日１０分もいなかった。
子どもたちが寄り付かない子ども部屋・・・
一体どうしたらいいの？

マンボウ：もう、ただただ、恥ずかしいです。
きりん：いや、でも、
（うちも）同じ、同じ。
マンボウ：うーん。もう本当に。こんなに汚かったんだって実感しました。
尾木 ：見慣れていたからね。
マンボウ：見慣れていたし、私もあんまり寄り付かなかったから。
きりん：でも、うちよりも、キレイな感じでしたけど（笑）
尾木 ：え？ええー！？
高山 ：きりんさんの家に、カメラが行くべきでしたね（笑）
マンボウ：なんか、負けた感が出てきました（笑）
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きりん：それでね、最近は部屋に収まりきらず廊下まで、はみ出してきたり…。まあ、ホコリで死ぬ人
はいないかなっていうのもあり、もうあんまりガミガミも言わないんだけど。
どうすればいいんでしょうか？
高山 ：どうすればいいんでしょうかね。
でも、あの（散らかっている）状態のほうが落ち着くっていうふうに言っていましたよね。
マンボウ：ねえ。私も、本当にビックリしました。だって、すごいホコリなんですよ。
マリモ：本当に落ち着くのかな？
マンボウ：くしゃみとかも出ちゃうし。
ビオラ：でも、いつもその状況で、それが当たり前になっちゃっているから落ち着くのかな？
尾木 ：そう、そう。
ビオラ：キレイにした状態にいれば、それはそれで落ち着くような…。
尾木 ：そう、そう。散らかっていると落ち着かない。逆転しちゃっているのね。
きりん：でも、今は子どもだからそれが許されているけど。
子どもが大人になったときは、片づけができるんですか？
ビオラ：大人になってから、片づけられないっていうのは大変ですよ。
きりん：よく人生相談とかで、そういう「大人になっても片づけられなくって…」って、出てくるじゃ
ないですか。
カモミール：私自身も、ちょっと片づけ苦手だから、ちゃんと言えないんですね。
尾木 ：そうでしょ。だいたいそうよ。
カモミール：だから、ダメとも怒れないし。自分も教えてほしいかなっていう。
尾木 ：ほとんどがそうです。親ができないから、子どもに（片づけの）方法を教えられない。だから、
親子みんなで家中がグチャグチャ。
高山

：でも、部屋を取り上げるっていう発想はないんですか？使わないんだったら、みんなの共有ス
ペースにしたほうが、家族にとってはハッピーな感じがね。

マリモ：なんか、私は子どもの頃、部屋もらったんだけど、結局部屋にいるのがやっぱりさみしくて、
リビングに行っていたっていう記憶があって。
きりん：え！？私は子どものとき、すごく部屋にいるのが大好きで、１人でずっとそこで何かやるの、
すごく好きでしたけど。
（マリモさんは）人が好きなんですね。私１人が好きなんです。
マリモ：あー、なるほど。
ビオラ：人それぞれなんですね。
高山 ：皆さん今、子ども部屋お持ちじゃないですか。
やっぱり必要だという方？
（カモミールさん、アイリスさん、ビオラさん挙手）
ビオラ：あの、今となっては必要。
アイリス：今は必要かな。
高山 ：あれ？お二人（マンボウさん、きりんさん）はもういらない？
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あんな使われ方するんだったらってことですか？（笑）
ビオラ：わが家も、最初本当に使ってなくって、
「こんな使わないんだったら、ベッドだって、机だって
いらなかったでしょ！」って。だから、
「ママとパパにこの部屋ちょうだい」っていうふうに言
ったことがあって。
きりん：そしたら、くれたの？
ビオラ：いや、くれませんよ（笑）
きりん：そうだよね。
高山 ：でも、結局、作ってよかったと思っていらっしゃる？
ビオラ：今はそうですね。思っています。
高山

：じゃあ今度は、ビオラさんのお宅の子ども部屋、作ってよかったと思う部屋、ちょっと見てみ
たくないですか？

尾木 ：うん、見てみよう。

こちら、ビオラさんのお宅。
小４の長女かのんちゃん、小１の次女ありさちゃん、末っ子のゆうせいくんの３人姉弟。
ゆうせいくんはまだ小さいので、子ども部屋は、お姉ちゃん２人が使っている。
２階に並んだ２つの扉が子ども部屋だ。
普通は１人１部屋にするところだが、１つの部屋を２人の寝室。
もう１つの部屋を２人の勉強部屋に！
個室ではなく、２人で一緒に使う部屋にしたのだ。

部屋の中にも工夫があった。
どちらの部屋も、２人の好きなピンクで可愛くデコレーションしたという。
愛着を持つことで、
「自分の部屋」
、
「自分の持ち物」という意識を持って自分たちで管理してもらいたい
というのが狙いだ。
さて、その成果は・・・？
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ありさ：ここはランドセルを置くところ。
ここは終わった宿題を出すところ。
ここは帽子をおくところ。
あと、ここは明日の準備の必要なものが置いてあるところ。
かのん：
（クローゼットの）ここからここまでが自分の服で、ここからあっちが妹のところ。
自分たちの持ち物を、きちんと管理できているようだ！
しかし、ここまでくるには、結構な苦労があったのだとビオラさんは言う。
ビオラ：シャチ（のぬいぐるみ）だけでも、４匹。かのんはベッドに寝かせて一緒になって寝ていて、
もう誰のベッドかわからないような状態になっていたので。
あまりにも汚くて、片付けられない人のものは、もう捨てるって言って没収しました。
部屋に入れるのは、子どもが自分で管理できる量だけ。あとは没収！
勉強部屋で静かに宿題をする２人。
おもちゃは寝室にあるので、勉強の集中をそぐ誘惑もない。
ありさ：ねーねー。ここも、１３であっているの？
かのん：はい、はい。（ありさちゃんの机の横へ行って教えてあげる）
ありさ：ここって、１３であっているの？
かのん：考えてみな。９は９でしょ？９は９じゃん。１足せば１０じゃん。

妹がわからないところは、お姉ちゃんが見てくれる。
その間、ビオラさんは夕食作りに専念できるのだ！
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しかし、よいことばかりではない。
ありさ：お姉ちゃん上着！
（姉の上着が片付けられずに椅子の背にかかっているのを指して）

同じ部屋にいるからこそ、ケンカの種も多い。
かのん：どれ？
ありさ：上着！
かのん：どの？
ありさ：わかんないの？見て。
かのん：ないじゃん。
ありさ：あるじゃん。
かのん：あれ、いいの。
ありさ：なんで？
かのんち：あれ使うから！
ありさ：どこか行くの？
かのん：行かないけど、明日使うの。
ありさ：でも、ちゃんとしまわなきゃダメだよ。
かのん：いいんだよ。いつもああやっているもん。
（片づけようとするかのんちゃん、ありさちゃんに向かって）
かのん：じゃまなんだよ！
（かのんちゃん、ありさちゃんを追いかけて…）
ありさ：えっなに！！
痛ぇんだよ！！
かのん：あっち、行ってろよ！！
ありさ：うるせえ！！
かのん：かわいくないんだから！！かわいくない子は、あっち行きなさい。
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ケンカして１人になりたいときはどうするの？
かのん：妹は泣くとすぐにベッドに入っていくから、妹と一緒にいないで、ここ（勉強部屋の机の下）
に入って１人の時間を作っている。自分で１人でいるほうがいいかなとは思う。
きょうだい一緒の部屋でも、１人になれる場所をちゃんと持っている。
１人で落ち着いて考えたら、すぐに仲直り。
同じ部屋にいるから、そう長くケンカもしていられないのだ。

ビオラ：いずれ、部屋を必ず分けなければいけないときって来ると思うんですけど、今はまだ小学生で
小さいときだからこそ、２人で一緒にいてコミュニケーションを。お互いに、見習う部分って
いうのもあると思うんですよ。例えば、妹がこうやっていたら、お姉ちゃんもじゃあ自分も負
けないようにこうしようとか、姉の意識づけにもなりますし。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------かのん：まあ、妹はうるさくなければ可愛いんだけど。
ありさ：お姉ちゃん強くてね、うちさ、いつもさ、お姉ちゃんが嫌いになったりするんだけどさ。
（カメラに向かってヒソヒソと）
でもさ、ここだけの話なんだけどね、車に乗っているとき、お菓子くれてうれしかった…！
（ありさちゃん、かのんちゃんとじゃれる）

ケンカもするけれど、２人は今の子ども部屋が気に入っているそう。
ビオラさん式子ども部屋、皆さんはいかがですか？
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ビオラ：でも、こうなったのは、やっぱり２人が小学生っていう立場になってからですね。
それまでは、机も１個しかなくて、妹はほとんどリビングで過ごしていたんで。
高山 ：そこに至るまでには、結構片づけもされて。
“これは捨てます”っていう、衝撃的な袋が…。
ビオラ：長女と一緒に片づけをしたんです。私が勝手に片づけるのではなくて、
「これは必要？あれは必
要じゃないね、もう、これはいらないよね？」って言って、机の中を全部整えたんですよ。
そういうふうにしてからは、あの形をとりあえず守ってくれていますね。
尾木 ：ビオラさんの下の子が、
「ここは帽子かけるところ」って言っていたの、見たらわかったけど（笑）
そういう整理の場所とか分類とか、それができれば、もうできます。
やっぱり、ちゃんと教えるってことがすごく大事。
高山 ：マンボウさん、どうですか？
マンボウ：実は、あの部屋を取材に来ていただいたあとに、あれを恥ずかしいと思っていない娘に対し
て、ちょっと「イラッ」ときて、話したんですね。
実は、あのあと片づけたんです。それも、私が手伝わずに２人で片づけさせたんです。
以前は、全く床が見えなかった子ども部屋が、見事に生まれ変わった！

マンボウ：さらに、それを持続させるために、１つルールを作ったんですね。
そのルールが、部屋に入ったら１つ必ず何かを片づけようと。それで、１週間ほど様子見たら、
散らからなかったんです！
ただ、それでも、その部屋に長くいることはあんまりないんですけど。
尾木 ：きりんさん、なんか言いたそうね（笑）
きりん：いや、いや。うちはどうすればいいのかなって。
なんか、家を買ったときに、すごく広いダイニングテーブルにして、
「ここでお勉強してもいい
よ」みたいなルールにしていたんです。
東大に行く子どもは、リビングで勉強するみたいな都市伝説っていうか、噂みたいなのを聞い
たことがあり。
そしたら、テレビ見ながら（勉強を）やるみたいな感じに定着しちゃって、子どももある程度
大きくなっちゃったから、軌道修正ができないんですけど。
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マンボウ：うちもそれを信じた派で（笑）リビングで勉強する。
ビオラ：まさに私もそうで、わが家も家を購入するときに、不動産会社の方に、今はリビングで勉強す
るのがいいらしいよっていう話を聞きまして。
高山 ：全部そこですね（笑）
尾木 ：不動産会社が言っているのかー。
ビオラ：
（不動産会社の話を）素直に聞いて。でも、だんだんそれに疑問を感じてくるようになって。だ
って、リビングで下の子がテレビをつけて、うるさい中で、ついつい自分も勉強に集中しない
で見て、
（宿題は）いつまでも終わらないわけですよ。
マンボウ：でも、テレビを見ながらがいいっていう話もあったりするんですよね。
ビオラ：本当ですか？
カモミール：娘は、いつもテレビがある中で勉強していたんですね。そうすると、
「音がないと集中でき
ない」って言って。最近、自分の部屋に行って勉強するようにはなったんですけど、何か音楽
とかが流れてないとできないって言って（音楽を聴きながら）勉強しているんだけど。それが、
ちゃんと頭に入っているのかどうか…。
尾木

：やっぱり落ち着かないと、人間集中力が出ないわけ。勉強部屋行っちゃうと、静かでしょ。静
かだと不安になってきて落ち着かないの。だから、音楽を聞きながらとか、テレビの音が聞こ
えながらがいけないとか、形式的なところじゃなくて。人によっても違うんだけれども、心が
落ち着いて安心できる場所が一番勉強の効率が上がるっていうのは、それはもう間違いないの。
だから、リビングでやれば東大に入れるわけではないのよ。はっきり言って（笑）

ビオラ：安心感ということなんですよね？
尾木 ：ええ、安心感。勉強は安心してできるところであれば、どこでもいいんです。
マリモ：なんか、大人になったときも、自分がいる場所が落ち着ければ一番楽じゃないですか。部屋に
帰んなきゃ落ち着かないじゃなくて。どこにいても自分のペースでいられるほうがいいなと思
って、家中子どもの居場所でいいかなと思っているので、子ども部屋に居つくようにする必要
があるのかな？って。
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じゃあ、子ども部屋って、何のためにあるの？
子ども部屋のスペシャリスト、北浦かおる先生に教えてもらった！

北浦先生：一番大事なのは子どもがひとりになれるってこと。子どもにとって子ども部屋の意味は、腹
が立ったときとか、悲しいときに閉じこもれる場所があることなんです。
例えば、押し入れの、上と下にお兄ちゃんと弟がいて、それぞれ腹を立てたら自分の部屋に閉
じこもることができれば、それでずいぶん違うと思いますけどね。

そう。大切なのは、子どもが「ひとり」になれる場所。
子どもの心の発達には、1 人で考える時間が必要なのだ。

尾木

：さっき、ビオラさんのお姉ちゃんは机の下に入るって、彼女はあそこにスペースを確保してい
るのね。これが僕、本当の子ども部屋の意味だと思いますよね。

ビオラ：特に泣いているときに、１人の空間がほしくなるみたいで。
尾木 ：そう、そう。人間的な本能なのかわかりませんけども、よく考えたわね。
ビオラ：押し入れに入っているときもありました。
尾木 ：なるほど。そう。落ち着くの。
ビオラ：自分もそうだった。
尾木

：そう。だから、そういう空間っていうのはやっぱり必要で、今は机の下に入っているんですけ
ど、じゃあ、もうちょっと広い空間でほしいなってなってきたときにどうするかっていう。
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ビオラ：もう少し大人になって、そういうときに、必ず自分のプライベートな場所ってほしくなります
よね。特に女の子は。
尾木 ：そう、そう。
マリモ：それ、今すごい夫に言われていて、それを要求されたら作ってあげなさいと言われている。
尾木

：正しいと思います。思春期っていうのは、自分を見つめ始めることでしょ。だから、どうして
も１人になる時間とか空間っていうのは、絶対的に必要なの。

高山 ：北浦先生、こんなこともおっしゃっています。
子ども部屋という箱さえ渡せばいいんじゃなくて、ちゃんとルールがあれば、子どもはしっか
りと成長してくれるという。
尾木 ：育ちます。自立していきますよね。
高山 ：皆さんはどうですか？ルール、あります？
アイリス：うちは、不便かもしれないけど、インターネットは私のタブレットをリビングで貸すってい
うことにしている。
尾木 ：いい！
アイリス：今でもそうなんですね。
高山 ：持ち出し禁止という。
アイリス：そうなんです。使うんだったらここでやってと。私がパスワードを持っているので、私がや
ってあげないと使えないことになっているので。今はそれで何とか、この中学３年間やってき
たんですね。
マリモ：え、中３？そうか。すごい。
アイリス：「不便だ、不便だ。
」ってさんざん言われるんですけど、でもやっぱり、何かあってからじゃ
遅いし、先に自由を得てしまうと、あとからダメよって言えないじゃないですか。

ビオラ：そうなんですよ。
尾木

：後から「ルールだよ」なんて、すごくやりにくいでしょ。だから、ルールを作ってそれが機能
するため一番いいのは、
「お部屋は貸すんだよ」という意識。これはパパとママが、一生懸命確
保したお家であって、部屋を貸しますよって。レンタル意識を持たせて、貸すに当たってはこ
ういうルール。いくつもあったらおかしいですけども、例えば、スマホは持ち込まないとか、
お部屋の掃除は自分できちっとやると。お母さんがコンコンとノックしたらすぐ開けるとか、
ルールを、３、４つを作る。そして、それができなかったら、遠慮なく取り上げるよっていう。
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高山 ：なるほど。マンボウさんもずいぶん顔つき変わりましたね。
マンボウ：あんな部屋をお見せして…と思っていましたが（笑）
キレイになったのに、あんまり行こうとしないけど、その子らの成長に合わせてゆっくり見守
っていこうかなと。
尾木 ：うん。そう、見守って。今、リビングが居心地がいいってことがステキなことだと思いますよ。
マンボウ：うん。今日、お話していて、意外とあれでもよかったのかなと。
高山 ：そうですよ。また、部屋の汚さ、滞ったら取材に行きます（笑）
（一同笑）
マンボウ：
「そろそろ散らかりました」と…（笑）
高山 ：きりんさんも、マンボウさんと激しく同意されていましたね。
きりん：今日、すごい参考になって。私は、直さなきゃいけないこと書き出して、ルールを決めようっ
て思いましたね。
尾木

：子ども部屋っていうのは基本的に、こうあればいいっていう絶対的な正解はないけれども、子
どもをどういうふうにして自立させるのかとか、子どもに自己管理能力をどうつけるかとか、
結構子育ての根本なんですよね。
それと、リビングでみんなが集まって、絆を強められる空間だとかね。メリハリつけていくこ
とがすごく大事な気がしますよね。

子ども部屋の本当の意味は、子どもがひとりになれる場所だった。
自分の持ち物を管理することは、自立にもつながる。
ルールを決めて、子どもが成長できる部屋を目指そう！

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）
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