
 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験者の手記からは学ぶことがたくさんあります。それぞれの手記には、長い間わが子の不

登校につきあって得られた宝物のような言葉がちりばめられています。 

親の会の財産ともいうべき貴重な体験の数々は、今、不登校に悩む親子の道しるべとなるに

違いありません。 

手記掲載にあたり、快く了解してくださった皆様に感謝します。 

また近況を追記してくださった皆様、ありがとうございました。 
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手記集 



(通信 No.50 1997年 10月号) 

なんだかんだで7年です        

 

長男「オーイ、父ちゃん母ちゃん4時15分だよ。テニスやりに行こう」。 

｢早朝テニスをやりに行こう｣とみんなで約束して、昨夜のうちに朝食の下ごしらえをしておい

たのを、長男が手早く作る（特製オムライス）。 

 昨夜遅くまで起きていたらしい次男を長男が起こしにいき、急いで食事をすませ、｢ウーロン

茶持った？｣｢犬の水も入れたよ｣と賑やかに、車で5分のテニスコート（河川敷）へ。さすが早

朝の川は涼しく、散歩中の老夫婦が静かに歩いている以外は誰もいない。 

 すぐ犬の散歩をさせてからストレッチを始める。「母ちゃん、ちゃんとやらないとあとで体が

痛くなるよ」｢分かってますよ｣。しばらく遊んで一休み、少しくたびれてきて｢そろそろ帰ろう

か｣と帰宅する。順番にシャワーを浴び、冷やしておいた西瓜を頬張りながら、｢うーん西瓜は

うまい！体が冷えて気持ちがいいね｣｢今度はボレーの練習をもっとやろう｣としばしのおしゃ

べりとなる｡と、こんな調子で1日がスタートする日もある。 

 我が家の家族は、現在19歳、17歳の息子と私たち、それに犬2

匹（どちらも捨て犬）でのんびりと生活している。長男が、中 1

の夏休み明けに、次男が小 6 の 5 月に、クラブ活動やいじめが原

因でいかなくなった。7年目のいま、ホームエデュケーションを楽

しんでいる｡夫婦で語り合ったことを原稿にしてみた。 

 

♀・・初めはなんだか訳が分からなくて。“子どもが二人とも学校へ行かない”ということで

何か引け目を感じていたみたい。買い物にも出にくくて、コソコソ行ったりしていたわ。その

頃ちょうど、休みの日の朝刊に、奥地さんの記事が載っていて、｢ここへ行ってみよう｣と取る

ものも取り敢えず出かけたのよね。 

♂・・うん、そうだったね。アポイントメントも取らずに、東京シューレへ行ったら、ちょ

うど昼休みがあるからと30分くらい話をしてくださったね。 

♀・・そのとき、｢登校拒否を考える会｣や講演会のことも知り、さっそくその月の講演会に

出かけていったわ。子どもたちのおかれている状況や学校へ行かないことの意味が分かって、

とても勇気づけられていったもの。 

♂・・僕が仕事から帰った時にその話を伝えてもらって、しばらくはやっていたよね。 

♀・・私としては仕事もしていたし、目や体が弱くてよくダウンして、何か起こると出張先

に電話することが多くなっていったわね。回りで理解してくれる人もないし精神的にも体力的

にも限界にきていた気がするわ。 

♂・・僕も月の内 3 週間ぐらいは出張で、家にいないし、仕事、仕事だったからなあ。たま

の休日も次の仕事の準備で、とにかく忙しかったな。そのうち｢自分は仕事で各地をまわり、美



味しいものを食べたり、珍しいものを見たりしているが、家族はそれどころではない｡何かおか

しいな｣と感じ始めたんだ｡そして｢家族と共に生きよう！家族を核として動こう！｣と思ったん

だよ｡ちょうど、借りていた家も出ないといけなかったし、そこで、家探しを長男と二人で電車

や車で回ったナー。よく長男が一緒に来てくれてね。僕としては何か、教えてやりたいと思い、

一緒に連れて歩いたんだが、いま思えば彼としては辛かっただろうね。その後の引っ越しのと

きに、初めて子どもの気持ちを知らされたよ。大きな梅の木を自分たちで動かそうと思って｢手

伝わないと置いていくぞ｣と言ったら｢父ちゃんは引っ越しのことで頭がいっぱいかもしれない

けど、僕だってそれどころじゃないんだよ｣と涙をポロポロこぼしたんだよね。あのときは、い

ままでたくさんの人の話を聞いたり、本を読んで解ったつもりでいたが、解っていなかったん

だね。なんせ、急に生き方が変わり始めたから・・・・4人でなんやかやとあったね。 

 

♀・・よく｢考える会｣の講演会にも行ったわね。まだ神奈川にいるときの夏合宿（東京で開

催）のときも、子どもたちを置いて二日間家を空けるのが心配で、私だけ一日で日帰りして、

次の日は朝早く家を出て参加したこともあったわね。そんなときもあったなんて忘れていたけ

ど・・・。 

♂・・岐阜へ来てからもあっちこっちの会によく行ったよね、新幹線に乗って。二人で四国

の夏合宿にも参加したね、元気をもらいに。それからだんだんと自分たち流で良いんだと思え

るようになったんだよね。 

♀・・引っ越してからは、よく川へ行ったわね。夜の川って誰

もいないし、花火を何回もやりに行ったわね。冬になると｢花火は

やっぱり冬に限る｣とか言って、コートを着て行ったりね。ソフト

ボールやサッカー、テニス、バーベキュー、水泳ともりだくさん

にね。バーベキューも初め、火を熾すのに時間がかかっていたけ

ど、最近は手慣れたもので安心して任せてる。 

♂・・ここの土が山土で硬くて、長男がツルハシで掘ってくれ

たけど、歯が立たなくて、小型のショベルカーを借りた時は面白

がって、朝から夕方暗くなるまで、昼に一寸休んで、ずうっと動

かしていたよ。興味があることは楽しんでやるんだよね。それまでは、親が、何かさせたほう

がいいんじゃないか、とか、よく悩んだよね。 

♀・・長男が｢教習所へ行かないで車の免許を取る｣と言ったときも、自分で本を読んでいた

し、好きなことは集中してやるのね。 

♂・・あのときは、長男にとって初めての公の試験だったんだよね。全然知らない人たち、

それも年齢もまちまちの人が集まり、初めての試験車に乗るわけだし、コースに集まり時間が

来るまで待っているんだけれど、待っているあいだに緊張して疲れてしまうんだよ。親がそば

にいてもどうすることもできないんだよ、歯がゆいけど、自分で越えて行かなきゃいけないん



だよね。親は側で見守るだけなんだと知ったね。仮免に落ちたときは｢すぐ練習に行こう｣と言

うんで、植木用の棒や、ロープを持って河原へ行き、試験場のコースを作りぐるぐる回ったね。

試験に受かったときは本当に嬉しそうだったんだよ。試験場の車から降りるなり両手で丸を作

ってにっこり。 

♀・・私も二人が帰ってきたときは、思わず拍手したわ。やはり嬉しかったわ。次男も待っ

ていて「受かったの。おめでとう。」と家族中で喜んだわね。長男が自分で決めて自分で動くの

を見ていればいいのよね。 

♂・・物置を造ったときもあったね。組み立てるまで何日も取りかからなくてやきもきした

けど、やり始めたらあっという間にパタパタと仕上がっていったね。次男が｢プラモデルみたい

で楽しい｣と、言っていたね。土台からみんなでやったけど、水平を出すのに、ああでもない、

こうでもないとワイワイやったよ。 

♀・・私はハラハラして見てたわよ。それでシワが増えたのかな。ふふふ。 

♂・・いまは、笑って話してるけど、初めの頃は、僕は仕事、仕事でやってきたからなかな

か頭の切り替えができなくて、共に生きるって難しかったよ。いろいろあったなあ。部屋から

出てこないときなんか、心配になって｢母ちゃん、大丈夫かな、どうしようか｣と。 

♀・・私は何もできないから、おにぎりを置いておいたり、親としてのメッセージをトイレ

のボードに書いたり、ドアの隙間に手紙を挟んでおいたりして。そんなことがきっかけだった

わね。“生きているだけでいい”“どこに行かなくても、やりたいことが見つかるまでのんびり

と、遠い目標を見つめるのでなく、人と比べることなく、今できることを自分たち流に、自分

の感性を大切に、自信と誇りを持って、心豊かに楽しくすごそうよ”って。それがだんだんと

家族のモットーとして確立していったのね。 

♂・・結婚してからもこんなに話し合ったことなかったんじゃない？ 

♀・・とにかくいろんなことを話し合ったわね。命について、生きることについて、環境に

ついて、食品について、次々と疑問がわいてきて、何が一番

大切なんだろうって、真剣に考えたね。生きているだけでい

い、と思った時点から物事を見たり考えたりしていくと、今

までの暮らしって何かおかしい、と見えなかったモノが見え

てきたりしてね。 

♂・・子どもたちに何が教えられるか悩んだね。何をして

あげられるか？だけど、今のあの子たちにとっては、ほかの

何処より家庭が良いわけだから、家庭でやっていこう、とね。 

♀・・そういうなかで子どもたちはいろいろ考えたり、悩

んだりして成長しているみたいね。毎日起こる色々なことを、楽しみながらやっているうちに、

いろいろなことを覚え、身につけていっているという感じがするわね。 

♂・・俺たちがこれでいいんだ、と思えるきっかけは、やはり、子どもたちが言った言葉や



行動で確信していったな。あーこんなこと考えているんだ、こういう気持ちでいるんだ、って。

長男が「人間は、優しさだけあればいいんだよ」とか「金が力を持つ社会が弱い者、強い者を

造り出すんだよ」とか。とにかく多岐にわたって関心を持ち、本やテレビで吸収しているなあ

と感心するよ。 

             （中略） 

♀・・次男は料理やお菓子作りが好きで、あまり苦にならないと、さっさと作ってるわね。

いとこたちの誕生日にケーキを焼いて送ったり、何時間もかけて燻製を作っているわね。 

♂・・6 月に川崎のおばあちゃんが遊びに来たときも、二人で中華料理を出そうと決めて、

長男が“エビのチリソース”“カニ玉”を、次男が“春雨サラダ”“なすのピリ辛炒め”“豚の角

煮”を作ったね。おばあちゃんもずいぶん喜んで食べてくれたね。 

♀・・二人ともそれぞれ得意なことが違っていて面白いわね。長男は車のことが好きだけら

タイヤ交換や車の掃除は自分でやるし、次男は機械いじりに興味があるから我が家では営繕課

と呼んで重宝がられてる。網戸の張り替えや下水のつまり直しも子どもたちがやってくれるも

のね。 

♂・・長男が百合根が好きなものだから「今年は百合根を植えよう」次男もつられて「レタ

スが好きだからレタスを植えよう」と二人で畑を耕していたね。家庭菜園にも興味を持ちトウ

モロコシ、ジャガイモなども作って、なんとか収穫できたね。「ゴミを減らそう」と生ゴミの穴

を掘り、そこに生ゴミを埋めて堆肥作りもやってるね。 

♀・・豆を蒔いたらカラスが食べてしまって「どうして食べるんだ、ほかのものを食べれば

いいのに」と残念がっていたわ。 

♂・・今は秋植え野菜の打ち合わせ中だよ。この前子どもたちが植えていた葱も今年の冬食

べられるよ。 

♀・・そういえばここに来てから、季節の移り変わりに感激してたわね。雪が降ったときは

外に飛び出して、雪だるまを作ったわね。今年は大雪だったから“かまくら”を作って中で魚

やお餅を焼いて食べてたわ。もちろん雪かきの後の副産物

としてね。春風が吹くと｢ほんのりして気持ちがいい｣と庭

に座ってのんびりと話をしたり、秋には台風が来て｢空の色

が凄い｣とカメラに収めていたわね。野も山も川も畑も季節

によって全然違う表情を見せてくれるから、自然を五感で

受け止めているみたい。 

（中略） 

♂・・思い出してみるとこの七年間、いろんなことをたくさんやったね。和紙作りをやった

ときは、楮の皮をナイフで削り取る作業が大変で、｢和紙が高いわけが解ったね｣と話したり、

友禅染に挑戦してみたがなかなか難しいモノだった。 

♀・・陶芸もやってみたけど手びねり、ろくろ、絵付けと奥の深いものなのね。和紙で凧を



作って川へ上げに行ったら、どんどん上がって小さな点ぐらいになったときは、大喜びしたわ

ね。 

♂・・森林組合から間伐材を15本買って、車の上に積んで帰ってきてね。みんなで皮を剥い

でテーブルや鉢作りなどもやったね。 

♀・・台風が来るというと水くみ、電池の点検、飛ばされそうなモノを固定したりと共同作

業だったね。最近ではうどん打ちに挑戦してるけど、なかなか難しいらしい。今度は味噌作り

をやってみたいね。 

♂・・二人で料理を作り出したきっかけはマンガの本だったね。僕も読んだけど料理を通し

ていろいろなことが書かれているんだ。魚の養殖の問題点や、鯨の捕鯨について、農業の問題、

食文化について。もちろん料理方法や素材の見分け方とかも書かれていて、なかなか面白いよ。

それを読んで｢今度何を作ろう｣とか｢何々の魚は旬で旨いから買いに行こう｣と言ってさ。 

♀・・そういえば朝早くから名古屋の市場に何回か行ってるわね。 

♂・・長靴はいてクーラーボックス持っていくんだけど、初めは買い方が解らないから、高

い魚を買ってしまったこともあったね。次男は魚のおろし方は手慣れたもんだね。減塩の干物

を作っている。俺なんか子どもに刺激されて、パンを焼いたりしているよ。やりだしたら面白

いもんだね。 

♀・・だけどこんな生き方になるなんて、思わなかったわね。 

♂・・そうだなあ、こんなに家族のことを考えたことがなかったな。 

♀・・みんなそれぞれが考えたんでしょうね。毎日生きているんだから何かあって当たり前

よね。その中で子どもたちは、自分で考え成長してるように思うわ。 

♂・・そのうちやりたいことがあれば思いっきりやればいい。 

♀・・私たちにとって今はこんな生き方があってるみたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(通信 No.73 1999年 9月号) 

           受け入れてもらえる事の喜び 

子どもが不登校になって 4 年目に入りました。この間、必死の思いで子どもを受け入れて、

子どもの苦しみに共感してきたつもりですが、考えてみればそれは私自身が回りの誰かに丸ご

と受け入れてもらって、支えてもらう日々でもありました。 

私自身、子どもの頃から厳しく育てられて親の言いなりにさせれられたことが多くて、誰か

に『ありのまま受け入れてもらう』といった経験が無かったので、いざ我が子が不登校になっ

て、その子を受け入れましょうと言われても、どうしていいのやらわからずに、ただ苦しいば

かりでした。それでも、目の前にいる子どもはもっと苦しいのだし、子どもには｢待った｣は効

かないんです。来る日も来る日も、子どもと付き合う日々を辛いと感じるたびに、｢私は愛情の

足らない母親だ｣と自己嫌悪に陥りました。 

そんな私でもここまで歩いてくる事が出来たのは『私を受け入れて、支えてくれたひと』が

回りにいたから・・・。夜遅くまで話を聞いてくれた人。「うちの子どもの時も同じだったよ」

と自分の体験を話してくれた人。｢毎日でもいいから電話しておいでよ｣と言ってくれた人。そ

んな回りの人達に、温かいエネルギーをもらったから、私の乾いた心から愛情が沸いて出始め

たのです。その愛情とエネルギーは、どんどん溢れ出して、そのうち私は子どもの事を、丸ご

と包み込める様になりました。 

 

そのままの、ありのままの状態で愛せる事。 

ゆっくりあせらないで大人になってゆけばいいんだと思える事。 

不登校でも大丈夫だよ、と伝える事。 

 

そういった事、ひとつひとつが私は嬉しく感じます。私自身は経験のなかった『受け入れら

れる安心感』を子どもにはたっぷりと感じて欲しいと思います。 

子どもが不登校だったこの 3 年間は、子どもが私にくれた大きなプレゼント！ だって、私

はこんなにも誰かに支えられて、幸せだと感じたことは初めてだったから・・・。幸せにして

もらった分だけ、人を大切に思える。家族があったかいと思える。強くなれる。そうやって私

は「子どもは不登校でも大丈夫、ありのままで大丈夫」だという実感を得ることが出来たので

す。 

｢回りに受け入れてくれる人が誰もいない｣と思っている人も、よく考えてみればきっといる

はず。虚栄心や僻みは捨てて透き通った心の自分を素直に出せば、きっと誰かが受け入れてく

れると思います。私もこの先、まだまだ不安や動揺があると思うのですが、なんとかやってゆ

けそうです｡だって、私はひとりぼっちじゃないから。 

｢子どもを受け入れてきたこの 3年間｣と言うよりは、｢私が受け入れてもらってきた 3年間｣

でした。                       ペンネーム 凪 



(通信 No.73 1999年 9月号) 

あるお父さんの手記より 

 

その朝のことは今でも時々思い出します。長女が小４の時でした。朝ごはんを普通に食べて、

学校へ出かける時間になって急に「行かない」と言い始めたのです。そんなことが何回かあっ

たので冷静さを失い、「どうして行かんのや」とどなりました。「家庭科の宿題がやってない…

…。」というのでさらに激情し「何で今頃そんなこと言うんや、学校へ行かんでもいいと思っと

るのか」とさらにどなってしまいました。「行かないかんと思っている」と答えたと思います。

「お父さんやめて、もうそんな事じゃないんだから」と妻が泣きながら私に言いました。それ

でようやく私にも今何が起こっているかがわかり始めました。 

 

 何事も経験してみないとわからない事が多いと思うのですが、不登校もそうかもしれません。

長女が不登校になる以前に、知人の子が不登校になり、話としては聞いていました。それに妻

より小４になって担任がＴ先生になったら不登校になるかもしれないとも聞いていました。知

人のお父さんが「学校なんか別に行かんでいい」と言っていると聞いて、その頃は父親のそう

いう姿勢は良くないんじゃないかと思っていました。自分自身の子ども時代をふり返って、学

校はそう好きでないにしても、勉強は好きだったし、大切な勉強をする所としての学校は大切

と思っていたからです。不登校に対して「腹をくくりましょう」とそのころ妻は言いました。

次女、三女とも不登校になり、私もようやく腹をくくり始めました。おなかが痛くなったり、

頭が痛くなったり、昼夜逆転したり、いろんな現象があらわれて、ひとつひとつの事をその事

だけで考えてしまい理解しがたかったのですが、実際通っている学校で何が行なわれて、我が

子たちがどういう状況に置かれているかを知るにつれ、学校へ行かない方が普通の感覚ではな

いかとも思いはじめました。それまでは学校へ通うよその子どもたちを見てうらやましいと思

ったこともありました。 

 

 過労死するまでがんばらざるを得ない父親のひとりとして、多少疲れていても休んではいら

れない父親としては、どうしても少々の事にへこたれず「がんばれ」と子どもを責めてしまい

がちです。しかし、子どもを育てる大事な所であるはずの学校へ行くことによって逆に生命が

おびやかされるとしたら――。何よりも生命が大切なはずです。 

 

 現在の我が家はいつの頃からか毎日笑い声が絶えないのですが、これは

ほとんどは妻のおかげ、そしてそれぞれ個性豊かになってきた子どもたち

のおかげだと思っています。             （Y） 

 

 



 (通信 No.78 2000年 2月号) 

“夢をさがす時間”を持っている子ども ― 将来が楽しみ 

 

我が子が学校へ行かなくなりだしたのは 4 年程前でした。初めは相談室や図書室に“登校”

して、ひとりで本を読んでいたりしたこともありました。3 年程前から学校へは全然行ってい

ませんが、毎日元気に過ごしています。 

 親も初めは、どうして行かないんだろう、どうすれば行くだろう、このままでいいだろうか

と随分悩みました。でも、この頃自然な形でいろいろやっている子どもの姿を見ていて、逆に、

“夢をさがす時間”が持てているのだと我が子をうらやましく思うようになりました。自分は

子どもの頃そういうことがあまりできなくて、定められたことをこなしていただけだったよう

な気がして、今いろいろやっている我が子が将来どういうふうになるかとても楽しみです。（江

川紹子著「私たちも不登校だった」を読んで、よけいにそんな気がしている私です。） 

  

学校へこそ行っていませんが、子どもには生きる力もついてきているように思えます。金銭

感覚はしっかりしていてムダには使わないし、自分で必要なものはちゃんと買うし、自分の食

べたいものは自分で料理するし、行きたい所へ自分で出かけていくし、自然が好きで花を植え

たり、伺い犬の散歩に行ったり、誰とでも話ができる等々、基本的に、生活をすることに心配

はないように思えるのです。家で家族がいろんなことに挑戦し楽しんでいる、フリースペース

で友だちや大人たちがいろいろ取り組んでいる、そんな周りの刺激の中で，本人も興味を広げ、

やってみたいものに挑戦できるのかなって思います。知りたい情報もちゃんと得ていて、親よ

りよく知っていることも多いです。漢字やローマ字、英単語も、漫画や本・ファミコンなどを

通じて、なんとなくわかっていっているようです。そう心配したもんじゃないと、最近では思

うようになりました。 

  

子どもが普通に学校へ行っていたら、私も何も感じずに、子ども自身の夢とかに関係なく点

数しか見れない親になっていたかもしれません。子どもも夢を見つけるチャンスもないままに

なってしまうかもしれないなと思っているこの頃です。  （M） 

 

今年 20 歳になった息子は、15 歳からアルバイトを始め、18 歳で自分で探した

通信制高校に入り３年生になります。独りで家で勉強しレポートを提出し、週に

四日間程アルバイトに行くという生活をしています。今もまだ夢を探している途

中だと思います。 

ほんとに多くの方の支えがあって今があります。ありがとうございました。 

                                    （M）(2010.4) 

 



（通信No.104 2002年 4月号） 

子どもから学ぶ 

  

小学校へ入学して間もなく、我が子は学校へ行けなくなりました。余りにも低学年だったの

で、このままずっと学校へ行かなかったら、何にも学ぶことができないまま、漢字はおろか平

仮名も片仮名も読めず、計算もできず、何にも知らない大人になってしまうのではないかと、

それはもう、ずいぶん心配しました。そして、学校へは行かなくても、学力だけはつけないと・・・

という気持ちをずっと持ち続けていました。 

 その頃、内田良子さんの講演会がありました。講演を聴いた後のお食事会で内田さんに「子

どもがそれほど行きたくないわけが学校にあるのだから学校にはもうこだわっていない。でも

学力はつけなければならないのでは？」とお尋ねしました。内田さんは「学力にこだわるのは

学校にこだわるのと同じですよ。」とおっしゃいました。でもその時、私にはその意味がわかり

ませんでした。その後も、なんとか学力をつけたいと、漢字カードやドリルを買ったりしまし

た。子どもはほとんど見向きもしませんでしたが・・・・。 

 その子が今、本を読んでいるのです！ マンガ本だし、スピードも遅いですが、それでも読

んでいるのです。時刻表と地図を見て（読んで）、一人であちこち列車に乗って行くこともして

います。字をどうやって覚えたのでしょう？ 

 子どもの様子を見ていて思うのは、うちのこの字の読め方は、私たちの読め方とは異なるの

ではないかということです。私たちは“読める”というのは音読みにしろ訓読みにしろ、その

字の“音が言えること”だと思っています。その字の音＝読み方がわかって、意味がわかって、

それから“使える＝覚える”というように思っています。でもうちの子はそれとは違う方法で

字を覚えているのではないかという気がするのです。例えば、字は何かある一つの図形として

パシャっと意味とともに頭に入って理解され、音は音で、別個に意味とともに頭に入る。それ

らが後からドッキングして、字・音・意味がひとつのものになっていく。我が子はこんなふう

に“読める”ようになっていっているのではないかと思えるのです・・・・。 

 ある方がおっしゃっていました。｢うちの子は、英語なんか分からないのに、洋画は字幕スー

パーで見るのよ。画面の様子から発音されているセリフの英単語の意味を掴むらしいの。本は

仮名のふってあるマンガ本ばかり読んでいるのだけれど、『そんなの自業自得だよ』などと四字

熟語もぴったりの意味でよく使うのよ。｣と。 

 子どもの学び方は、学校で習う時のような方法・順序だけではなくて、いろんな方法・順序

があり、子どもは本来、いろんな活動をする中で学ぶ要求が出てきて、自ら求めて力を身につ

けていくのだと思いました。最近になってやっと、内田さんがおっしゃった意味がわかってき

た気がします。そして、「大丈夫、いつかきっと自分で学びたいと思った時、学んで力をつけて

いくから。」と言われたことも理解できるようになったのでした。 

 今、子どもはいろんな事に挑戦しています｡「一人で行って、道に迷ってドキドキしたり、ど



うしようと考えたりするのがいいんだよナ。」と、“一人旅”にも。 

こういう学び方もいいのではないかと思っているこの頃です。      （Ｍ）（2002.4） 

 

小学1年生だった息子も今は21歳になりました。昨年の6月頃より週5日、バイトに出かけていま

す。夕方6時から6時間働いて夜中1時近く元気に “ただいま” と言って帰ってきます。 

（バイトを始めるとき何も聞いていなかったので、バイト先から “採用決まりました” と受け取っ

た電話に 何の事かわからず、びっくりしたのがまだ最近のことのように思われます。） 

私は、幸せに生きるために心に決めていることがあります。 

それは、絶対人と比較、競争しないということです。 

私自信もそうですし息子に対しても、一人一人の心を大切にして、見えない心を感じながら、見えない

からこそ大事にして生きていきたいな、と思っています。 

長い間本当にたくさんの方々に大変お世話になりありがとうございました。 

 

【【【【魔法魔法魔法魔法のののの言葉言葉言葉言葉】】】】 

『『『『大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫』』』』 この言葉には魔法の力があります。 

どんなに心配なことがあって、不安が消せなかったとしても、 

口に出してみてください。 

『大丈夫』『大丈夫』『大丈夫』・・・・・ 

言葉には偉大な力があります。 

『大丈夫』という言葉には壮大なパワーがあるのです。 

不安がよぎったら、深呼吸して『大丈夫』。 

言葉の魔法を信じてください。 

 

昔この大丈夫という言葉をよく自分に言っていました。 

不安な時いつも何回も何回も大丈夫を繰り返すことによって自分の心を落ち着かせていたことを思い

出しました。不安な気持ちをどうしたら良いかわからない時は声にだして言ってみてください。 

                                 （Ｍ）（2010.4） 

 

(通信 No.107 2002年 7月号) 

職場の若者達から学ぶもの 

私は今の仕事に就いてもうすぐ10年を迎えますが、私は仕事で収入を得るというより、職場

で数々の体験をし、多くを学ばせてもらっている事の方が大きく精神的な面で成長させてもら

っています。 

 私の職場は、私が最年長者でメンバーのほとんどが高校生、10代 20代のフリーターです。

いわゆる自分の子供と同年代の若者達なのです。 



 さて、私には不登校の息子がいます。小学4年の終わりから不登校になり現在中学2年なの

で不登校になって3年が過ぎました。 

息子は現在、1年半前からお世話になっている「べんぽすた」に、たまに行ったり、1日中単行

本に熱中したり、ビデオを見たり、本人曰く 

「まあ、100パーセントじゃないけど充実しとるかな？」 

の日々を過ごしていますが、学校に行っていないという事に、まだま

だ日々苦しい思いをする事もあるようで毎日が葛藤のようです。 

 しかし、私の職場にも違った形で日々悩み、そして闘っている若者

達がたくさんいます。ひとりは高校3年になったばかりの今年の春、

暴力問題を起こし退学処分を受け現在フリーターとして働いている

17才の男の子です。彼はカッとなり易く3度目暴力事件を起こした

時に退学処分になったそうです。最後の事件を起こした時は 

「自分は殴ってないのに相手が俺に殴られたと先生に嘘を付いて、それでこうなった。しかし

俺は言い訳はしなかった。話しても何ともならん相手やったし先生もそいつを信じ話にならん

かったから相手にしなかった。」 

と自ら経緯を語ってくれました。私は退学処分は辛いことだと思うが他の生徒より社会人とし

て1歩も 2歩もリ－ド。長い人生で考えれば言い訳しなかった事は良い選択になるかも知れな

いという私の思いを伝えました。でも彼は当初はそれでも学校への思いを捨てきれず夜遊びな

どをして、仕事に遅刻はするし他の人に当たるしで全てをだめにしてしまいそうな時期もあり

ましたが職場のみんなは彼のそんな思いを察し我慢しフォローし続けました。 

 その結果、彼はある日突然「目が覚めた」と変わりました。今ではパート以上の働きをし遅

刻どころか30分以上早く出勤し外掃除をせっせとやっています。出勤すると「おはようござい

ます」と駆け寄って来ます。笑顔で輝いています。可愛いです。懸命です。人間こんなにも変

われるんだと思うと自分の息子にその想いをダブらせて大丈夫と思えてくるんです。彼は高校

中退ですが何の目的もなくなんとなく高校へ行っている若者よりずっと人間らしく生き生きと

毎日を充実させている気がします。 

 彼は将来、大検を取って大学に行く手も考えているようです。彼女も出来てデートも忙しく、

休日は草野球も楽しんでいるようで、そんな彼を見ていると社会へ早く出て目標を持ちながら

毎日を大切に努力をしている姿を見ると彼はこれで良かったんだと思えてくるんです。そう思

いながら、また自分の息子とダブらせて大丈夫と思えてくるんです。 

 もうひとりは、国立高専5年のアルバイトの男の子です。先日、休憩室で「お久しぶりで－

す」と声を掛けてくれたので、「ほんと、久しぶりやね－」と言ったら 

「僕、試験中だったんで最近バイト入っていなかったんですけど、今日もらったテストの結果

が2枚で 76点しかなかったんです－。」 

と、がっかりした様子でした。私はそれを聞いて 



「76点もとれたんだから、いいじゃん。」 

と、慰めめいた言葉を掛けたところ、彼は 

「もちろん僕より悪い点数の子もいたんですけど、そいつ、サクッと就職決まっちゃったんで

す。“日本たばこ”に。そいつ頭悪いけど性格めちゃめちゃいいやつなんで。ほんと、いいや

つです。俺すげ一な－と思って。人間やっぱり頭じゃないっすね－。性格だと思います。人間

性ですね。」 

と。私はその言葉葉を聞いてまた救われました。こんな風に考えれる若者

がまたここにひとりいる事を嬉しく思いました。彼は 

「僕も本当は来春卒業なんですけど、もう1年学校に残ろうと思うんです。

単位が足りないから。今、焦ってとるのはやめて来年もう1年残ってじっ

くり単位とろうと思っています。そう決めたんです。」 

と自分の決意を話してくれました。またまた息子とダブらせながら回り道

もいいなあ、みんなと一緒じゃなくてもいいなあと思いました。私は、こ

んな若者達と日々仕事をさせてもらいその中で不登校の息子に通じる大

切な大きなものをもらっています。お金では買えないものを。 

 

 私は職場では若者達を指導する立場につかせていただいていますが、本当は私が指導されて

いると思うんです。子育てと同じで「子育ては親育て」。私がどれだけ成長させていただいて

いているか。こんなおいしい職場は辞めれません。これも不登校になった息子のお陰です。息

子が不登校になったお陰でこんな風に考え思えるようになったのですから。 

 息子がある日こんなことを言いました。 

「お母さん、僕は学校に行っているみんなと違う道からゴールを目指すから大丈夫。僕は学校

に行っている子たちよりも早く人生の選択をしただけ。」 

その言葉がどれだけ私の救いになった事でしょう。 

私は息子のためにどうしてやろう、こうしてやろうはありません。ただ「やりたい事への費用

などは協力するからね」それだけを息子に言っています。後は心のこもった食事を作ることと

洗濯するくらいです。 

 私は自分が生き生きと生活し、息子は息子で自分で考えて行動してくれればいいと思ってい

ます。 

 うちの息子はうちの息子です。比較しないのが一番楽です。 これで良かったこれでいいん

だと本当に思えるようになりました。 

息子に感謝です。ありがとう。                  ＜K.Y＞ 

 

 

 



(通信 No.105 2002年 5月号) 

ＣＨＡＣＯさんのお話より 

今から7年前になります。息子が、入学したばかりの高校へ行かなくなった時は大変でした。

今ほど不登校が多くないころでしたから。髪を染め、とんでもない服装で夜遊びをし、警察か

ら連絡をもらい迎えに行くことも何度かありました。家庭内暴力も大変なもので壁にもずいぶ

ん穴を開けられました。このままで、息子はどうなってしまうのだろう・・・先が見えない状

態でとても不安でした。はたから見たら不良っぽい？友達？も遊びに来る｡それまで他人と違っ

たことができない子だったけれど、型にはめて“いい子”にするのはやめよう、生きていてく

れるだけでいいと思えるようになった時、子どもが元気になっていきました。子どもを信じた

ら無茶もしなくなりました。 

それまでの親の生き方は、子どもの心に入ってあげられなかったのかな。学校が子どもとず

れていることが、親には分からなかったのかも。人間らしく自分を出していくんならいいや、

何かあったら親が受けてやればいい。・・・こんなふうに考えて、親が世間体を捨てた。あの子

はいい子なんだ。世間がどう言おうといいやと思いました。子どものおかげで親が成長できた

んだなと思います。 

近くのファーストフード店でアルバイトを始め、そこではしっかりやっていたようで、一緒

に働いていた方に出会うと「息子さん元気？」と今でも声をかけてもらえるんです。外ではき

ちんとしていたようです。19才になると｢一人暮らしがしたい｣と言い、父親と二人で見つけて

きたのは名古屋の真ん中にあるマンション。“甘やかしすぎ”と避難する方もみえましたが、親

でできることはしてやろうと家賃、生活費を仕送りし続けました。 

そのうち息子の方から「今月は家賃は自分で払うよ、バイト始めたんだ」と言ってくるよう

になり、「バイト増やしたから仕送りいらない」とまで言ってくれるようにまでなりました。20

才になった頃、急に｢勉強したくなった｣と言いだし予備校へ通い大検を受験しました。去年、

今年と大学受験し、この春なんとか希望の大学へ合格できました。 

今日に至るまで本当に色々な出来事がありましたし、これからもどんな事になるか分かりま

せんが見守っていくしかないと思っています。 

母親の私が不安でどうしようもない時でも夫はとても落ち着いていました。その頃は全く理

解できなかったのですが、今となれば大きな器の人だったのかな、と思います。 

                            （インタビューアー Ｔ） 

 高校 1年で中退した息子もあれから約 15 年、今 30 才になりました。20 才で大検を受け、22 才で大学

入学、26才で無事卒業、遠くの大学でしたので帰ってこないかと思いましたが、卒業後地元に帰ってき

て就職、一昨年結婚しました。もうすぐ1才になる娘がいます。 

親は子どもがいくつになっても心配ばかりですが、人生いろいろ・・・！ 

昔の息子の不登校のおかげで親は不思議とずいぶん強くなれました。    （CHACO）(2010.4) 

 



(通信 No.108 2002年 8月号) 

ニュージーランドより  M.F（14才）  

私は今年の１月からニュージーランドに留学しています。 

留学したきっかけはいろいろあります。 

今の私の将来の夢を叶えるためには英語が必要だと思ったこと。 

視野を広げたかったこと（いろいろなことを考えたかった）。etc・・・ 

だけどやっぱり一番のきっかけは“不登校だったこと”だと思います。 

これはもう、きっかけというより“留学するために休んでいた”と言った方がいいかもしれま

せん。さっき書いた“夢”や“視野”というのも、学校を休んでいなかったら、きっと考えも

しなかったかもしれません。 

 私は小学１年のころから学校を休んでいたのですが、留学するためのその７年間ほどは、留

学するための準備期間だったのかもしれません。 

あの頃、好きなことをしてボーっとしていたから、「何かドカーンっと行動を起こしたい！！」

とムズムズしてきたのです。 

 ちょうど去年の今ごろは、名古屋にある留学会社に英語のレッスンを受けるために週１回で

通い始めていたころです。その頃はまだのん気なもので、ほとんど実感もありませんでした。

でも、出発３ヶ月ぐらい前になってきて、留学会社の人とお母さんが学校のお金の振り込みと

かを電話で話しているのを見て、「ギクリ」としたのを覚えています。 

その時から、急に実感が湧いて来たのと共に、勉強などの面での不安がドーっと押し寄せてき

て、かなり辛かったです。 

しかし、出発１ヶ月くらい前になると開き直ってきて、「何とかなるさ」という気持ちになっ

てきたのです。 

 その時の予想はピタリと当たって、毎日学校に通えるのかという不安もあったけど、ただ「め

んどくさ～い」と朝にたまに思う程度だし、ホームシックも今のところまったくといっていい

ほどなっていません。いろんな面でほとんど何とかなってしまっているのです。  

 

(通信 No.109 2002年 9月号) 

留学に至るまで 

 先月号に載せていただいた「ニュージーランドより」を書いた芙紀の母です。彼女がなぜ留

学に至ったか紹介させていただきます。 

 それは小学一年３学期のある日、「母さん、学校やめるわ。」とひょこんと不登校を宣言し

たのが始まりでした。彼女が学校へ通った九ヶ月間は、担任の先生が、他の子を怒るのに傷つ

き、又、給食の遅い子に、３分タイマーをかけたことにおかしいと思い、学校がつらい場所と

いう印象を深めていったのです。学校は誰もが行くところだと説明するのに、私は多少、しど

ろもどろしました。しかし、芙紀にとっては、五才年上の兄が、ずっと学校へ行っていない姿



を見ていたので、学校は塾のようなところで、いつやめてもいいものと思っていたようです。

芙紀の兄も小一から小六まで行っていません。つまり彼女は、産まれてからほとんど学校へ行

っていない兄をみているわけです。「やめるわ。」という感覚もありうるはずです。私にとっ

ても息子の時とは、くらべものにならないくらい落ち着いたものでした。 

 

 息子が不登校したのは今から13年も前のことです。その時はやはり悩みました。近所の人や

友人の目が気になり、しだいに動悸が頻繁にしたり、背中がひどく痛んだりしました。夜、床

については、「目をつぶればこのつらさからのがれられる」と思ったものでした。幼い息子に

とっても穏やかな日々とは言えなかったでしょう。しかし追いつめられていく私を少しずつひ

き戻してくれたのは、息子の少年らしい普通の成長でした。反抗したり、時にはやさしさをみ

せてくれたり、その年齢なりの変化をみせてくれたことです。不登校でも子どもは成長すると、

私は体で知ることができたのです。ですから芙紀にとっては、いごごちのよい環境だったでし

ょう。ただし私は二人には、「勉強だけはしよう。」とドリルを買ってきては読み書き計算を

教えていきました。でも毎日やるはずが三日おきだったり、今学期中に九九を覚えるはずが、

一年もかかったりと、だらだらとしたマイペース（？）の学習法ではありましたが。 

 

 地域には教育委員会の相談センター「ふれあい教室」という居場所がありますので、低学年

のころには毎日のようにそちらに通っては、山登り、川遊び、ボール遊びなどで過ごしました。

しかし高学年になると家にいることが多くなり、自分の要求に合ったフリースクールを本など

で捜しはじめました。そんなときに出会ったのが東京シューレ「長野ログハウスシューレ」で

した。親から離れて暮らしたそこでの六ヶ月間は、彼女のやってみたいなにかを具体的な方向

へ近づけてくれたようです。又、親友のいる生活の充実感も味わったことでしょう。帰ってき

てから、「学校へ行こう。」と自分が好きになれそうな学校を捜しましたが、とにかく近所の

公立はいやだったので思うようにはいきません。娘にとっては考えたあげくだったのでしょう

か。それにしてもさらりと、「留学するわ。」と言ったのです。それはまさに留学に行き着く

ための不登校だったのかと納得してしまう言葉でした。人によっては、それがギターであった

り、大検だったり、料理だったりするのでしょう。 

 そして準備が始まりました。週に一回の英語の塾通い、小五からの国語と算数の勉強等です。

外国が特別に夢のような場所であるはずもなく、そこで暮らせば、つらさや、憂うつや、がん

ばらなければならないこともあるはず。私の中では手放すことの心配が山ほどありました。で

も芙紀にとって、留学するという決意は、すべて自分の責任で自分をひきうけるということを

心のどこかに持った瞬間だったと思います。 

 

 とにかく今は、少しは慣れてきたようです。あちらの学校について、「ニュージーランドの

先生は、厳しいけどやさしいよ。」という一言は、小一の頃、担任の先生に不信をいだき、「私



達（クラスの子たち）を信用しとらん。」と言ったことをのり越えられたかもしれません。  

                                （芙紀の母） 

 お電話をいただいたので近況を伺ったところ、現在、芙紀さんは 22 歳、ニュージーランドから帰った       

後に大検をとり、アルバイトをしてお金を貯めては、またニュージーランドやオーストラリアに短期留学の後、

今年3月に帰国、夢に向かって歩んでみえるとのこと。また、27歳のお兄さんはニュージーランドのレストラン

で働きはじめてすでに7年、レストランでは頼りになる存在に。昨年ご結婚されたそうです。 

(編集部)（２０１０．４） 

 

（通信No.126 2004年 2月号) 

成人式を迎えて 

 先月12日、我が家の長男が成人式を迎えました。12歳の時から不登校になり「べんぽすた」

にお世話になってもう8年・・・本当に早いものです。 

不登校になるまでは学校に行くことはあたりまえのこと、行かないという選択はまったく考え

られないことでしたから、8年前の我が家は大変でした。先生に相談しても｢家庭に原因がある

のでは・・・｣とか｢本人が甘えている｣と言われ、解決するどころかかえって落ち込む事ばかり。

そんな私たち家族を救ってくれたのは「べんぽすた」でした。 

 

 世間体とか、今までの常識とかを全部変える事は本当に大変でしたが、いろんな親さんに出

会ったり、実際に不登校を経験した子どもたちに話を聞いたことで、とても楽になりました。

私たち親が楽になったころから、長男が少しづつ落ち着いてきたことには驚きました。すべて

自分からだったんだ・・・いつも、この子が原因で私は楽になれない、と思っていましたから

本当にびっくりしました。子育て以外のことでもやっぱりこの、すべて自

分から・・・は実感しています。 

 

 子どもを持って、それまで体験したことのないハラハラ、ドキドキする

ことをいっぱい経験させてもらいました。テレビや本以上にいろんな事が

起こってくるので毎日飽きることなく過ごしています。 

 子育てをしてきた20年間は、自分が子どもから大人になるまでの20数年より、はるかに吸

収するものが多かったように思えます。子どもを育てていたと思っていたけど、本当は自分自

身を育ててもらっていたんですね。                     （Ｔ） 

 

  あれから早いもので6年の月日が流れました。今では家庭内で言い争うこともほとんどなく、とても

穏やかな日々を過ごしております。私たち夫婦にとって子どもの不登校は、本当に大切なものに気づか

せてもらえた、とっても大きな出来事でした。   （T）(2010.4) 

 



（通信No.135 2004年 11月号） 

子どもを受け入れたその先にあるもの 

 

毎月、例会に参加して通信をまとめる作業を通して感じていることを書こうと思います。10

月の例会に参加された、子どもが不登校になって２年目という方は、カウンセリングに通って

も「母親のあなたが悪い」と言われて落ち込んで帰ってくると言われました。子どもが生き生

きと行動できるようになるには、親がまず元気になることが一番だと思います。 

今までの例会で多くの方から出た言葉は「一番力になったのは、精神科でも心療内科でもな

く、同じ思いをしてきた人たちに話を聞いてもらうことだった」ということでした。少しでも

気持ちが楽になって元気になれる場所を親さんそれぞれがみつけられるといいと思います。 

 

子どもの不登校から時間が経ってみて考えてみると、それまで子どものためと親の思いでや

ってきたことが、子どもの立場では有り難くないことがたくさんあったのではないかと反省さ

せられます。親の思いで子どもにこうなってほしいと思うことは、自分も子どもの年齢になっ

て考えてみると無理なことはいっぱいあると気づかされます。子どもが学校に行けないのは、

学校に子どもの居場所がない、自分らしく居られる場所ではないというだけで子どもが悪いわ

けではないと思います。時期が来れば、生き生きと自分を出せる場所を見つけて巣立っていく

ことでしょう。今はそういう時期ではないので動けない、親の擁護のもとで家に居る期間とい

うことなのでしょう。親が子どもの幸せを願うのは当たり前ですが、親自身も自分の人生を生

き、幸せになる方法を見つけたいものです。 

 

つい先日、メールマガジンで目にとまった話が、私たちがたどってきた気持ちの変化をよく

表していますので次にご紹介します。 

 

 『輝ける子』『思春期にがんばっている子』『翼ひろげる子』（い

ずれも１万年堂出版）などの著書がある心療内科医師 明橋大二

さんが、次のようなことを書かれています。 

 

 

『どんな不幸も、幸せに転じる可能性を持っているのです 

～子どもを受け容れたその先にあるもの～ 』 

  

自分の子どもが不登校になった時、親の気持ちは、どのように変化していく のでしょうか。こ

のことについて、『不登校の真実』などの著書のある巨椋修氏は、それは キューブラー・ロス

の言う、末期患者がたどる心の過程と通じるものがある、 と指摘しています。 



 ●第１段階 否認 

  受け容れられないショックな出来事に、まず否認が起こる。 

  「これは、不登校ではない。ただの風邪が長引いているだけだ」 

  「うちの子が不登校なんてなるはずがない」 

「単に怠けているだけだ」 

 ●第２段階 怒り 

  現実を認めざるをえなくなると、次に、怒りや恨みが出てくる。 

  「どうして、うちの子だけが」 

  「どうしてこのくらい耐えられないの」 

  「こんなことになったのは、あの先生のせいだ」 

  「あの友達のせいだ」 

 ●第３段階 取引 

  それでもどうしようもないとなると、人知を超えた力と取引しようとする。 

  「神様、どうかこの子を行かせてください」 

  「おはらいでもしたほうがいいんじゃないか」 

 ●第４段階 抑うつ 

   以上の段階を経て、それらが無駄であることを知ると、うつ状態に陥る。 

無力感、悲しみにとらわれる。 

  「この子の未来は絶望だ」 

  「もう立ち直れない」 

 ●第５段階 受容 

   最後に、現実を受け容れるしかないことを知り、ようやく心は平静になってくる。 

  「仕方がない」 

  「今は、こうするしかないんだ」 

  

すべての人がこの５段階を経るわけではなく、飛び越したり、途中で止まったりする人もあ

るそうです。そしてこれは、必ずしも不登校だけではなく、何かとてもショックなことに出会

った時の、一般的な心の変化の過程なのだそうです。実際、私自身も子どもが不登校になった

当初２年ぐらいの間、このような心の過程をたどってきたように思います。明橋さんはさらに

次のように書かれています。 

 

ところで、この５段階の最後の「受容」ですが、私はこれが、本当に最終の形なのか、とキ

ューブラー・ロスの本が出た時から、引っかかっていました。というのは、一応、受け容れて

はいるものの、これは、どこかアキラメではないのか、そういうマイナスの状態が、最終形で

もいいのか、という疑問です。それがようやく、最近思い当たることがありました。受容は最



終形ではありません。このあとに、もう１段階あって、それが最終形だと気がついたのです。

そして、それは何かというと、「感謝」です。 

 ●第６段階 感謝 

 「子どものおかげで、いろんな人に出会え、たくさんのことを教えられました」 

 「子どもの不登校のおかげで、私たちも楽になりました」 

 「もし、子どもが不登校してくれなかったら、こんな大切なことに気づかないまま、一生 

 終わっていたかもしれない。今は子どもに感謝しています」 

 

子どもが不登校になった意味、子どもが非行に走った意味を、みんなで徹底的に考えていく

と、その先で、必ず、人間にとって本当に大切なものは何か、という問いに突き当たります。

そこまで、考え抜いたところに、「感謝」という、大きな幸せが待っているのです。もちろん、

目の前の苦しみにあえいでいる人に、感謝せよ、と言っても無理ですし、強制されて感謝でき

るものでもありません。しかし、不登校の親の会などに行くと、親の中で、必ず１人や２人は、

子どもへの感謝を口にするのに驚かされます。ですから、不幸は決して絶対的な不幸ではなく、

どんな場合でも、幸せに転じ変わる可能性を持っている、ということです。（中略） 

そういう意味で、子育てというのは、トラブルがないならないで楽しいし、あったらあったで、

なお楽しい、幸せをもたらしてくれるものだと思います。   （以上コラムより） 

 

毎月の親の会でも「子どもが不登校してくれたおかげで自分が変われた」という話が必ずと

いっていいほど聞かれます。私も子どもからたくさんのことを教えられ、子どもを通して多く

の人とつながれたことを感謝しています。冒頭の例会参加者の方をは

じめ不登校の子どもを持つ親が皆、第６段階まで行けたら子どもも幸

せだなあと思います。 

子育てにトラブルはあって当たり前、それによって親も成長できる

のではないでしょうか。            

   

  通信No.135号の一部に加筆修正しました。私は1997年 9月から毎月親の会に出席してきました。

自分の気持ちの安定のためには親の会例会は不可欠でした。通信100号あたりから阿部さんから編集

を引き継ぎ200号を迎えたことはとても感慨深いです。例会で語られることは昔も今も不変です。 

親の会にみえる方の心が少しずつ軽くなっていくようにと願っています。 

             (林)(2010.4) 

 

 

 

 



(通信 No.175 2008年 3月号) 

        長いようであっという間の10年   

＜不登校へ＞ 

 娘の Y 子が「お母さん、私、ここなら来る」と言ってべんぽすたに通うようになったのは、

今から10年前のこと、Y子が小学校４年の春でした。 

 一年前の３年生になった初日、始業式から帰った娘は、一秒に４～５回位の激しいまばたき

をしていました。（チックだ、何かあった!）と娘の異変に気付きましたが、見守ることしか出

来ません。しかしあまりの激しさに、それまで通わせていた稽古事を休止して休ませなけれ

ば・・・と思いました。小さい頃から物覚えもよく、音感も良いとピアノだ水泳だ・・・・と

小柄できゃしゃな体には負担なほど稽古事をさせていました。･････今から思えば学校の友達と

毎日好きなだけ遊ばせてやればよかったなあ・・と後悔をすることになったのです。 

 しかしチックが消えないまま時がたち、二学期になると、宿題の漢字を書いては消し、書い

ては消し、10 時、11 時、12 時と何時になっても仕上がらなくなってきました。とうとう出来

ないまま朝を迎え登校をしぶりました。特に汚い字でもないのに突然潔癖症にでもなったかと

思うくらいでした。「こんではダメ、こんな汚い字ではダメ・・」と泣きながら書いては消し、

書いては消し・・・の娘をどうすることもできませんでした。 

 だんだん登校を嫌がり、車で送る、車にも乗らない、玄関から出ない・・・「母さんが出かけ

るなら私は学校へ行かない！」と私の出勤を阻みました。講師をしていた私は休むに休めずあ

と少しあと少し、と任期が終わるのを祈るようにして勤めました。3 月で勤めも終わり、行っ

たり行かなかったりの娘は４年になるとぷっつり行かなくなりました。 

 ３年生の間には、同級生から叩く、蹴る、のいじめも受けていた事がわかりました。現場を

見た知り合いのお母さんは、反抗しない娘を不思議に思ったようでした。私が追求しても始め

はそのことを認めず何も無いと言いきるのです。見た人がいる、と言うと初めていじめを受け

ていることを認めました。どんな気持ちで叩かれていたのかと思うと、なぜ反抗しないのか、

なぜ嫌だ、やめてと言えないのかと憤りを覚えました。 

 また、担任には「お家では 100 点を取るように言っておられます

か？」と言われ、びっくり！！テストの点をとやかく言ったことは一

度も無い、と言える自信はありましたから。 

＜原因探し＞ 

 父親は教員、私も以前は同じ仕事を、そして講師をしていた・・・不登校という話を聞いて

はいたが身近にはいない、ましてわが子がなるなんて思いもよらない出来事だった。 

 まずは休ませよう、心身の休養が必要・・・と思いつつも、何故？？、何故わが子が？？と

思うばかりだった。 

 Y子が幼稚園の時、講演会である講師の人が、「この中に教員の人がいたら貴方の子供さんは

将来不登校になる可能性が高い。」と言われたことを覚えていた。早速訪ねていくと、不思議な



顔もせず、以後色々な方向から示唆を与えて下さることになる。 

 私達の家庭をいつも見ているわけではないので、具体的な指摘は無かったが、その話を続け

ていくうちに、気付かされた事がいくつかあった。 

 子供が知らず知らずのうちに家庭の空気や親の会話、などから影響を受けるもので、考え方

や性格が作られていく・・・。ということ。 私は次の点に気が付いた。 

 

① Y 子が１年生の時長男は高校受験を迎えていた。それまで勉強勉強と一切言わずに育てて

きた為、点はあまりよくなかったが、さすが受験が近づき頑張りだしたところ、模擬試験

の度にぐんぐんと上がっていき 、親子で大喜びをしていたことを思い出した。その傍ら

でいつもY子は本を読んでいた。聞いていたんだなあ・・・。 

② 主人は勤めから帰ってくるといつも時計を見ては「もう７時やぞ、何やっとるんや、」と

まるで日課表が家庭にもあるように子供達に向かって言うのが常だった。そして順番に食

事、風呂、寝る時間・・・と続く。確かに大事なことではあるが、もっと別の、空気を和

らげるような事を言えないかと心配した。 

③ 私自身が小さい頃から人から嫌な事をされたり言われても、やめ

てくれとは言えない性格だった。ただ黙ってされるままだった。

なかなか嫌だ、辞めてくれ、とは人に言いにくかった。 

 

 私はいろいろ気づいた事を、これが原因かもしれない・・と思い変えていこうと思った。 

① ・・・気が付いて以来、Y 子の前、聞こえる所では決してテストの点のことは話題にし

ないように心がけた。長男の大学受験にも神経を使った。幸い長男も Y 子の事を心配し

協力的だったので助かった。 

② ・・・家庭は学校とは違う、楽しく、ホッとして一日の疲れを癒したり、家族が和気あ

いあいとすることが大事なのでは・・・との私の提案を主人は受け入れてくれた、当時

丁度子供達にも通じるような 駄洒落を言い合うのがはやっていて、駄洒落を言いまく

りあった。「父さんの洒落、くっさ～！」などと、競い合うように連発し、笑いが絶えな

い日が増えていった。 

③ ・・・思い切って私自身が嫌な事は嫌だ、辞めてくれ、と人に言えるように努力した。

以後たとえ家族同士でも、言われるままでなく、我慢して自分を押し殺すようなことが

減っていった。 

①～③ までの 努力は、簡単のようだが、Y 子が不登校になってからずっと、長い間かかっ

て気付き、試行錯誤してきたことである。  

 

今、娘のY子は京都の田舎で、一人アパート暮らしをしながら私立大学に通っている。最初、

親が不安に思っていたように、自分でも朝一人で起きられるか、食事は自分で作れるか、不安



だったようだ。毎日のようにメールをしあったり、食事を作ると写真をメールで送ってきたり

した。洗濯や、料理の方法を電話で聞いたり、鍵をなくして困ったと言ってきたり‥。悪戦苦

闘しながら二年が過ぎた。近頃は一ヶ月に一度も会話をしなくてもよくなった。少し淋しいが、

精神的にも、実生活の上でも、娘が自立したことがすごく嬉しい。 

昨年の11月には二十歳を迎えた。以前T先生は、目先の細かいことに悩んだりつついたりし

ないで、20歳くらいを子育ての目標にして、長い目で育てていくことが大切と言っておられた。

子育てにはその時その時で必要な事がある、とも。体を動かす機能、神経を育てることが大切

な幼児の時期に知的な塾などの通わせるのはもってのほか・・・とも。やはり私は、よかれ・・・

と思いながらも、Y 子の個性を理解せず幼児期にあれこれと無理強いしたと反省した。彼女は

きっと親の期待に応えようと必死でしんどいのを我慢していたのだろう。また T 先生は、Y 子

のことを、20歳くらいになれば、成良してきた仲間と話が合うようになるだろう言われた。精

神的に大人の Y 子は、同級生とかみ合わないのだろう、と。いつか大人になる頃には安心でき

るのかと、妙にほっとする気持ちになる助言だった。「どうしてあんたの子が不登校に・・・？」

などと言われるより、ずっと私や娘が認められたようで嬉しい言葉だった。 

＜登校へ＞ 

Y子は何度も登校への挑戦を自分なりにしていたように思う。５年では宿泊学習、6年では修

学旅行へ何とか赴き、それをきっかけに登校し続けるのではないかと思うくらいだった。しか

し次の日はどうしても起きられなかった。また、中学では頑張ろうと思ったのだろう、一年の

当初半年はかなり優秀に登校し続けた。しかし張り切りすぎてい

るように見えた。やはり息切れした。体育祭をきっかけにまた不

登校になる。あと一切登校出来なくなり、これからの進路はどう

なるのだろうと小学校の時とはまた違う不安に襲われた。6年の頃

から自宅のパソコンに急に興味を示し、一人でグッドウイルへ行

っては親ではわからない本を買って学んでいた。中 1 で不登校に

なってからは毎日パソコンと向かい合いチャットやゲーム、CG、

アニメの世界へと没頭していった。 

一年間そんな日々が続いたが、二年の秋に、中学の先生が訪ねて来てくださり、高校はどう

するのか、もし行きたいなら三年生では来る様にと本人に話してくださった。今は学校へ行き

たくない、行けない、でも高校へは行きたい、と思っていたようだ。当時中学に特別のクラス

があり、そこへ登校出来るように、診断書も出してもらい少数クラスに登校するようになった。

同じ境遇の子がいて仲良くなり、三年になると登校出来る日が増えていった。学力が心配と、

塾へも通った。その間、絵が描きたいと美術部に入り、初めて油絵を描く。しかし、一年半の

間不登校だった生徒を受け入れてくれる高校は少なかった。その中で面接をした上で本人の意

欲が認められ、学力もあれば受け入れてくださるというS女子高校に何とか入ることが出来た。

受け入れ拒否の高校が多い中、本当にありがたかった。結果としてまた不登校になるかもしれ



ないが、入学前から拒否されるという現実は非常につらいものだった。結果・・・やはり朝は

なかなか起きられず車で送り・・・小さな弁当も半分残し・・・。など不安な状態が続いた。

あとで分かったことだが、朝から保健室で休んでいたこともしばしばだったらしい。変わりか

けたのは、一年の秋の学園祭も過ぎた頃、Y 子のパソコンのタイピングが速いという得手を知

った先生が、大会への臨時参加を勧めてくださった頃からだ。しぶる娘を上手く説得して、今

度だけということで大会に参加した。結果、初めての大会でなんと入賞し、メダルを手にした。

Y子には初めての快挙だった。私もやればできると思ったのだろう。「私、入部して頑張る」と

言ってコンピューター部に入部した。正確さはイマイチだが速さだけはかなりのもので、その

後は大会で度々入賞、新聞に載ったりした。三年では全国大会への出場を推薦され、横浜へも

行くことができた。この間、生徒会の会長に立候補し三年生の卒業を祝う送辞を読む大役もこ

なした。だんだんとバスで登校する日も増え、保健室へ現れる回数も減っていったとのことだ

った。弁当が空で返される日も多くなり元気になってきたなあと感じながら見守っていた。二

年ではオーストラリアへのホームステイへも参加した。ドキドキしながら参加したことだろう。

でも、帰ってきた時の、一回り大きくなった様子には驚き、また

安堵したものだ。一年の時から大学を目指して自分から調べ、行

きたい大学をネットで調べ続けた。オープンキャンパスにも参加

し、絞っていった。何がやりたいのか、何がやれる大学なのか、

あちらこちら見て回った。行きたい学校を絞ってからは、なんと

か入学できるように、得意なパソコン関連をアピールし、やりた

い事を熱心に説き、ＡＯ入試で情報メディア科に合格できた。喜

びはこの上ないものだった。この二年間、京都の町屋文化、十二

単と色など、コンピューターだけでなく芸術的なことも自分なりに勉強している。感心するば

かりだ。 

 

学校という所が嫌いだった訳ではない。怠けて行かなかった訳でもない、当人はきっと行き

たかったのだろう、と今では思える。行けなかった、身体が動かなかったのだろうと。 

不登校は当人が一番つらい「私を認めてー！」と心の中で叫び続けていると思う。 

娘に自信を持たせようと、パソコンの大会に参加を促してくださった先生方、一日一日高校

生としての心身の成長を見守り、自立させていってくださった保健室の先生にはいくら感謝し

てもしきれないほどの思いでいます。また、小学４年から中学３年までの６年間、安心して居

られる場を娘に与えてくれた『べんぽすた』の存在は親として大変ありがたく、救いでした。

スタッフの方々をはじめ多くの関わってくださった方々には感謝の気持ちで一杯です。   

                                     (K.K) 

 

 



                                                (通信 No.193 2009 年 9 月号) 

不登校の向こうにあるもの          （ N.T） 

 長女が不登校になったのは小学4年生の時でした。その娘が今22歳ですから、もう12年も

前のことになります。その後、次女が 2 年半の間、中学校で不登校をしました。三女は小３の

とき約10ヶ月不安定な状態で学校への送迎をしました。そのころから今まで、私はずっと考え

続けています。幸せを感じて生きたいと。 

 12年の間に本当にいろいろなことがあり、先が見えず、親の会に参加したり、本を読んだり、

私自身もカウンセリングのお世話になったりしました。いろいろな方と知り合い、話をし合い、

本当にたくさんのことを考えました。そのうちに今まで大切だと思っていたことがだんだん変

わっていきました。今、不登校に苦しんでみえる子どもさん、親さんの話を聞くとそれを伝え

たい気持ちになります。 

 

 「不登校の回復はまた学校へ行けるようになることではない」と、専門家の話や本で知った

とき私は納得できませんでした。学校へ行けないのなら回復ではないじゃないか、この子は一

体どうなるんだと思いました。きっとまた学校へ行くようになると信じていましたし、そうで

ないとおかしいと思いました。それほど学校信仰が強い母親でした。 

でも今なら、学校へ行けるか行けないかなんて人生のうちでたいしたことではないと言えま

す。もっと大事なことがありました。それは自分に自信を持って自分の人生を生きていけるか

どうかということです。問題なのは、学校に行けないことで、「自分はダメな弱い人間だ、役に

立たない人間だ、家族にも迷惑をかけているんだ」と、自分を肯定できない状態が続くことで

す。学校に行くか行かないかなんて、選択してもいいことです。でも、どんな道を進むにして

も幸せになりたいじゃないですか。 

  

高校に入ってから学校に行けなくなる子どもさんが近頃多いようです。友達関係で疲れてし

まったのか、高校が自分が思っていたところではなかったのか、受験までいっぱい頑張って、

やれやれと思ったところでまた高校から大きな課題を突きつけられもう嫌だと思ったのか、い

つまで頑張りつづけなければならないのかと電池切れしてしまったのか･･･理由はさまざまだ

としても、一度立ち止まりたいと訴えていることには違いありません。義務教育を終えた子ど

もです。自分のことを考え迷う年頃です。見守りながら自分探しをさせてやればいいと思いま

す。 

 昔と違って今は通信制の高校がいくつもあり、サポート校があり、大検も高卒認定もありま

す。親があせって子どもを動かしたら、私はせっかく子どもが立ち止まって自分探しをする時

間を奪い取ってしまうように思えます。子どもも落ち着いたらきっと動き始めます。大事なの

は疲れていたら休ませてやること、元気に学校を休むこと。元気にしていたら親は「怠けてい

る」と思いがちですが、これが回復への一番近道だと思います。昼夜逆転もせずに元気に休め



る子ならきっとじきに何か始めます。朝、起きられるということは、希望があること、自分を

否定していないんだと思います。 

 朝起きられず、一日何をしていいか分からず、イライラする子もいるでしょう。何かに所属

する事で落ち着くのならサポート校も使えるでしょう。ただ、近年サポート校も増えて競争が

あり、本当に子どもをサポートしようとしてるか、学校の評判のために形を整えようとしてい

るのか、見分ける必要があるようです。 

子どもが家にいる事で親のほうが我慢できないこともあります。子どもがいるから自由に動

けない気持ちになったりします。親に責任があると思い放っておけない気になります。でも、

子どもは自分の事で悩んでいるのだから、親がその為に犠牲になっていると感じたら余計負担

になるわけです。また、親が必死に原因を探すことで、自分は何かのせいでこんな状態になっ

たんだと思い込む危険があります。「好きなだけ家にいなさい」という気持ちで親がどんと構え

られたら子どもはどんなにほっとするでしょう。学校へ行っていなくても親は変わらずに自分

を愛してくれる、見捨てないでいてくれるということが伝わるでしょう。おじいちゃん、おば

あちゃんにはわかってもらえないかもしれませんが、おそらくお年寄りは、そのうちあきらめ

ます。 

学校に行かない選択をしたら、また、通信制に移って自由な時間がいっぱいできたなら、い

ろんな経験をするといいと思います。学校に行っていたら出来ないことを。親は、勉強しない

で遊んでいるように思えて腹が立つかもしれません。でも、苦しそうな子どもの顔を見るより

ずっと幸せです。そして次第に、好きな事で動き出す子どもがうらやましくなりますよ。 

 

小 4 から不登校に苦しんだ長女は、三田高校（今の城北高校）に入学したものの遅刻を繰り

返し、６月から行けなくなりました。中学も五月雨登校でしたから予想はできましたが、好き

なファッション科に入ったこともあり、高校からは何とかなるのではないかという期待があり

ましたからなかなかあきらめられず、通信に変わろうと思ったときは既に次の 4 月まで待たな

ければなりませんでした。退学届は３月まで待って、その間に動き出したのは演劇でした。勉

強でもバイトでもなく、将来の役に立つとも思えないことでしたが、彼女がやりたかったこと

でした。学校へ復帰する目的のためではなく、「やりたいこと」でした。その後、彼女の舞台を

三度ほど観ました。みているほうは恥ずかしい気持ちでしたが、本人は一生懸命でした。「ああ、

この子はこんなことがやりたいんだ」と、親とは違う人間だということを実感したときでした。

やりたいこと、それにかけるエネルギーはたいしたものでした。それが短歌へも広がっていき

ました。通信制高校は 4年で卒業しました。同級生とは 2年遅れで今大学に行っています。元

気にとはいえませんが、朝から名古屋へ通っています。年下との付き合いも結構大変そうです

が、「表現文化」というやりたい勉強だから、そして、もう途中であきらめたくないから頑張っ

ていると思います。不登校の間に見つけたものが、今の彼女のエネルギーです。 

  



次女は中学2年 3年と殆ど学校に行きませんでした。頭痛や腹痛、胸の痛みを訴える次 

女をはじめに医者に連れて行きました。普通の薬は効かず、結局精神的なものということでし

た。精神科の先生にかかりましたが、次第に本人が拒否するようになり、じきにやめました。

その先生の勧めもあり、音楽を楽しんでみたらとドラムを習い始めました。週２回 30 分、ア

フロヘアーで自由な雰囲気の 50 代の先生に、「一生懸命やる子だ」とか、「筋がいい」とかほ

められ、レッスンのほかにビッグバンドという先生の趣味のバンドのメンバーに呼ばれ、(た

だし2回休んだら他の人に代えるとくぎをさされ)、日曜日もドラムに通いました。先生に「演

奏を見せてやるから荷物持ちで付いて来い」とホテルでの演奏や柳ヶ瀬の店にも付いていきま

した。いろいろな人との交流がありました。 そんなこんなで、べんぽすたのメンバーともバ

ンドを組み、スタジオを自分で取って練習したり、チラシを作って宣伝し、ハートフルスクエ

アでライブをやったりしました。それが中学生の時です。 何かいいなあと思いませんか？応

援したくなりませんか？いろんな勉強をしていると思いませんか？ 

 中 3 の夏から進学を考え勉強を始めました。内申点がないので私立高校へ行きました。高校

見学も行き、気に入った高校に決意のもとに入学しました。学校への自信はなかったでしょう

が、人と一緒に何かをやることの楽しさは自分のものにしていたと思います。 

 高校2年の夏、彼女は新潟で開かれるロックのフェスティバル「フジロック」にべ

んぽすたの友達と行くと言いました。「来年は行けないからどうしても行きたい」と

言いました。4 泊くらいでしょうか、お金も自分の貯金をおろしました。心配で一応

反対しましたが、「楽しいだろうな、たくましい奴だな」という思いのほうが強く、

結局、許可しました。そのころの私はもう、自分が子どもを何とかしようと思うので

はなく、親から離れたところで子どもは成長すると感じていました。 

今、家から離れ、一人暮らしをしている次女がかつて不登校をしていなかったら、私はこん

なに彼女を信用できなかったかもしれないと思います。学校ではできなかった経験が今の彼女

の自信になっているようにも思います。 

 

人生には苦しいことが多いです。学校ぐらい我慢できないでどうする、と心配になる親さん

の気持ちも分かります。でも、不登校は学校に行くより苦しいです。そして、不登校の経験か

ら学ぶことは生きていく上で役に立つ大事な勉強です。これを乗り越えたら親も子も強くなる

ことは確かです。困難の向こうに成長した自分がいることを実感することになるでしょう。 

ある意味修行です。不登校は大変です。進学するにしても何かにチャレンジするにしても学

校が進路指導してくれません。自分でいろいろなことを調べて決めて自分の考えで進まなけれ

ばなりません。間違いもするし、がっかりもします。 

親も同じです。みんなと同じようにという考えはもう通用しません。線路は引かれていませ

ん。世間体など捨てて、本当に自分の子を見つめ、自分の子を知り、幸せを願ってやりましょ

う。笑顔で子どもにエネルギーを与えてやりましょう。そんな広い心になれたら、相当すごい



親です。子どもにもきっと伝わります。 

 

学校に行けるようになること、それが回復ではない。自分の人生の主人公になって自分の責

任で試行錯誤していくこと、そこから学んで成長することで人は一人前になっていくと思いま

す。これからいくらでもふりかかってくる困難も、その向こうにある幸せをイメージしながら

人生の主人公になるべく生きて行きたいものです。 

 

と、まあ今は私はこんなふうに感じています。10年後、子ども達がどうなっているかわから

ないし、私も何を考えているかわかりません。ただ、そのときそのとき、できることを精一杯

やってきたとは思うので、今の自分を肯定することにしています。 

今がつらくてしかたない人にこんな文章を紹介します。   

朝日新聞に載っていた、公共広告機構のメッセージです。      

  

これでいいのだ 

それは、赤塚不二夫さんが、 

漫画の中で幾度も繰り返してきた言葉。 

 

現実はままならない。 

うまくいかないことばかり。 

毎日のほとんどは、これでよくないのだ、の連続だ。 

自分を責めて、誰かを責めて、何かを責めて。   

そして、やっぱり自分を責めて。 

    

    だけど、ためしてみる価値はある。 

    これでいいのだ、という言葉のちからを。 

    信じてみる価値はある。 

    あなたが、もうこれ以上どうにもならないと感じているのなら、余計に。 

 

    胸を張る必要はないし、立派になんて、別にならなくたっていい。 

    「あなたは、あなたでいいのだ。」 

    あなた自身がそう思えば、世界は案外、笑いかけてくれる。 

    

    人生は、うまくいかないことと つらいことと、つまらないことと。 

そのあいだに、ゆかいなことやたのしいことがはさまるようにできているから。 

    どうか、あなたの人生を大事に生きてほしい。 



             「今ここ」を大切に 

 

私が「べんぽすた」にお世話になったのは、今から 10 年ほど前、

娘が中３、息子が小５のときからだと思います。子どもはフリー

スクールのようなところには行きたがりませんでしたが、親の会

で私が助けていただいていました。 

１０年前、私たち家族は夫の仕事で３年間暮らした外国から帰

ってきました。外国で通っていた日本人学校で姉弟でいじめにあった後の帰国でした。当時、

不登校の原因を必死で考えていた私は、日本人学校であった理不尽ないじめについて話すこと

で、子どもが学校へ行かなくなったということのつらい気持ちを紛らしていました。 

翌年、子どもたちは学校に通い始めましたが、１年半たって息子が中１の後期からまた行け

なくなりました。今度は不登校をいじめや転校のせいにできません。そこで今度は、中学の教

育のあり方のせいにしました。（これは今でも一因だと思います。）不登校の原因が知りたくて、

私の子育ての仕方を振り返りました。反省することばかりでした。私と親の関係についても考

えました。私がこんな子育てしたのは私も親からそのように育てられたからだ。親子連鎖だと

考え、当時東海女子短大の長谷川先生の「親子連鎖」の会に行ったこともありました。べんぽ

すた以外の親の会にも行ったり、カウンセリングを受けたり、親業訓練講座を受講したりしま

した。たくさんの本を読んだり講演会に行ったり、不登校に関係した論文を書いて大学院の受

験までするほど、右往左往していたように思います。でも、その右往左往が人間の生き方に対

する私の価値観を少しずつかえてくれました。 

その間息子は家を一歩も出ず、家のリビングで「暇だ。暇だ。」と言って遊び暮らしていまし

た。たくさんいた友達や毎日予定を持ってきてくれていたガールフレンドとの連絡も一切断ち、

中３の２月の高校受験までの２年半、家の庭にも出ないという徹底した引きこもり生活をしま

した。アトピーがありましたが、そのおかげで毎日お風呂は欠かさず入り清潔、野菜中心の健

康的な食事。心身ともに健康そのものでした。虫歯さえありませんから、外出の必要に迫られ

ることはありませんでした。 

しかし、子どもが引きこもっているのを見るのはつらいものです。布のボールを作って居間

で私相手にキャッチボールをしている姿を見ると、運動が大好きな子でしたから、学校へ行っ

ていたら楽しめただろうなと、つい考えてしまいます。そして、引きこもりの本を読んだり、

２０代３０代になっても引きこもっている方の話を聞いたりするとなんともいえない不安に襲

われました。 

その反面、高校は行くという根拠のない確信がありました。毎日接している親の勘のような

ものです。 

やはり私の思いどおり、当然のように息子は高校の願書を書きました。それから４月に高校



へ行くまでの２ヶ月は、竜宮城から帰った浦島太郎を見ているようでした。 

高校（華陽フロンティア）見学に行こうとするのですが、１年の頃の靴と服は体が大きくな

っていてもう入りません。姉の靴とセーターを借りて外出しました。高校の教頭先生にしっか

りと挨拶をしていましたし、帰りには一人で床屋にいきました。２年半ぶりに他人と話すので

すが、人に接する態度は何ら違和感を感じません。久しぶりの外出の感想は、「車の発車する時

の G（重力）とおしっこを我慢する感覚を久しぶりに味わった」というものでしたから笑って

しまいます。 

高校受験（華陽フロンティア）は倍率が高く、中学の勉強をやっていないので、落ちる心配

はありましたが、家族以外と話していない息子の面接の心配やら落ちたあとの心配はなぜかあ

りません。これも親の勘のようなもので、息子はもう大丈夫と思っていました。家にいるのに

は飽き飽きしているから高校に落ちても自分で身の振り方は考えるだろうと感じていたのです。 

何とか高校に合格すると、息子はホッとしたようで、友達と連絡をとり、卒業式の夜（卒業

式には出ませんでした）仲の良かった友達の家へ行き５～６人で卒業パーティーをしてその晩

泊まりました。その日から毎日友達と遊び歩き、春祭りでは久しぶりに会ったたくさんの同級

生とメールのアドレス交換をしていました。２年半の間、急に連絡をたってしまった息子を友

達は何の違和感もなく受け入れてくれたのです。相変わらず姉の服と靴を着ていました。私は

嬉しいやらおかしいやら幸せでした。 

高校は３年で卒業すると決めていたようですが、授業が面白くないと言って、必要最小限し

か出ませんでしたが、高校生活は楽しんだと思います。バスケットボール同好会を作ると、運

良く転勤していらした高校バスケット優勝経験のある先生に顧問になっていただくことができ、

練習にはげみました。金公園でストリートバスケットをして終電で帰る毎日でしたが、腕自慢

の中学生から大学生までとのバスケを楽しみました。バイトも２年間続けました。頑張りすぎ

で大丈夫かと思いましたが、楽しいことは人間睡眠時間を削っても苦にならないようです。羽

目をはずしたこともあり、親の呼び出しが２回ありました。ご迷惑をかけたことを親が先生に

謝ると、息子も心配をかけたことを親に謝ったり、自分を指導してくれた先生方の温かさに感

動したりと、成長を見ることができました。 

その後１年浪人して名古屋の大学に行き、現在大学４年です。 

 

不登校をしていた頃の気持ちを子どもに聞いてみると、高校生の頃言ったことは、「学校へ行

かなかったことは後悔してないけど、中学という年齢しかできないことがあった。そのときに

引きこもっていたことは後悔している。それは、中学という年齢は自分を制止させるものがな

かったから羽目をはずして何でもできるという感覚があった。けど、高校になると自制心があ

って自分を止めてしまうから羽目を外して楽しめない。」と言ったのを覚えています。また、不

登校の時親に何をしてほしかった？というと「何にもしてほしいことはなかった。あのままで



よかった。」と言いました。あの頃、家族は引きこもりだからといって、少しでも外へ出そうと

いう策は練らず、ほしい物は何でも買ってきてやり、便宜を図っていたのですからこの言葉は

当然かもしれません。でもその心地よさが家族から受け入れられているという安心感につなが

っていたのかもしれません。 

大学生になってから言ったことですが、「あのまま引きこもっていたら死ぬしかないと思って

いた」と言いました。表面的には深い悩みをかかえているようには見えませんでしたが、２年

半家の中だけにいるということには、言葉では表現できない大きな不安や恐怖があったのでし

ょう。 

  

子どもの不登校を振り返って思うことは、家族のなかで心身ともに健康で楽しく過ごしてい

れば、２年半の間関係を絶っていた友達とも昔のままの付き合いができるということ、2 年半

家族以外と話したことがなくても、他人と普通に話せるということです。そして、勉強をして

いなくてもやる気を出したときに子どもは取り戻します。 

親はつい原因を知りたくなります。先のことを考えて不安になることがあります。でもその

不安は別の場所で吐き出して、今ここにいる子どもを見ることが大切なことだと思います。今

の積み重ねが将来をつくります。家族にできることは、今、心身ともに健康で楽しく過ごせる

環境をつくってやること、家族の一員として家事分担をして役に立っていることに「ありがと

う」と言える関係をつくってやることだと思います。また、家にいるとゲームやパソコンに時

間を費やしますが、ある研究によると、ゲーム漬けで前頭葉の働きが悪くなり「不登校」「引き

こもり」を長引かせるという説があります。どうぞ、家にいる「今ここ」という大切な時間の

使い方を家族でよく話し合ってください。            M.N （2010.2） 

            （M.Nさんは2008年 2月号に掲載の手記に一部加筆してくださいました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


