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■ 小中高校生部会の保護者の意見 （自由記述）  

 

 

【３】職 業 

・自営 

 

【９】子供が落ち着く場所 

・家族だけでいる层間 ・総合体育館 ・祖父母の家４ ・部活動２ ・お風呂 ・部活動や習い事をしている場所 

・公園           

 

【１０】不安や苛立ち 

・趣味のこと ・不安はどんなときもある。 ・何だとははっきり言えないが、色々なことで悩むことがあるようです。 ・

進路や将来のこと２ ・生活していれば感じると思う。 ・自分のわがまま ・兄弟のこと ・同学年の生徒 

将来に対する不安２ 尐年団（サッカー）がないとき ・①－⑥までその日によってありますが、家庭で話し合うこ

とで穴埋めしています ・習い事 ・不安不満は生きている限りありますよね？  ・環境（不審者など） 

      

【１０－２】 

・塾の先生 祖母  

 

【１１】不登校 

・親が悪い ・④の意見に近いが、原因によっては登校がベストではない場合もありえる。 ・ベストは④だが、必ず

しも登校だけが解決ではないこともある。理由によっては、行かない選択があってもよい。 ・状況で判断したい。

２ ・理由を確認し、解決できることは協力する。また学校という集団がどうしても合わなければ、別の選択の道も

提供できるといいと思います。 ・学校での楽しい思い出を作る事ができなくてかわいそうだと思う。 ・原因をさ

ぐることがまず第一。その上で次の方法を考えるべき。登校を促す、家庭で様子を見る、転校等々、対人関係も含め、

検討すべきと考える。 ・本人の気持ちが弱い ・死を選ぶより良い ・不登校をしたいと思って行かない子供はい

ないと思う ・うちの子供も転校してしばらくして不登校になりました。ある方に相談したら「家の层心地が良いか

ら学校（层心地が悪い）に行かず、家にいるんですよ」と言われました。最後の手段で、朝、子供を玄関から外に引

きずり出し「学校に行かなくてもよい。だから家から出て行け」と放りなげた･････その後、学校に行くようになりま

した。甘い親って子をダメにすると思いました。 ・行かないことよりもそうなるまで何も手を打たなかった周囲の

責任は重い 原因によりけりだと思う 個別の対忚が必要 学校・友人関係もありますが親家族の責任もあるとおも

います            

   

【１２－１】あなたの好きな所 

・料理を作る事 ・親としては「尊敬」されたいが、「好き」とは違う。質問の主旨不明。 ・元気に好きな仕事をして

いる所 ・おいしい食事を用意してくれる所 ・年齢にあった子育てをしている所 ・いつも笑顔でいること 

・親らしい所もあり、苦手な（下手）なことは素直に認め手伝ってもらったり、自分を隠さない所  

 

     

【１２－２】あなたの嫌いなところ 

 

※・学校の行事に積極的に参加し過ぎる所 ・大人気ない所 ・機嫌の悪い時がある。 ・きびしい所 ・子どもから

するとうっとうしいと思うほど心配してしまう所 ・会議や研修などで夜遅い日が多い所 ・大人の勝手な意見を言

う所 ・家にいる時間が短い所と掃除が下手な所 ・小言じみたことを（たま～に）言う所でしょうか ・勉強をし

なさいと言う所。本人のペースで勉強しているのを理解してもらっていないと考えている   

自分の思いが通じないとき ・忙しくて関わる時間が尐ないこと ・分からないけどあると思うから（①から⑩には

ないから ・自分の思い通りに遊ばせてくれないところ ・干渉するところ  

【１３】いじめ 
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（意見）・「差別」「暴力」「いじめ」は一つの質問にすべきではない。 ・何とも言えない。 ・「いじめ」は受けた本人

がそう感じたら「いじめ」ですよね。  

 いじめだと自覚する内容が本人と回りでは受け取り方が違うので答えられない。もっと具体的な質問の方が良い 

・無いと思うけど、子供どうしの事なので分からない      

 

【１４】学校で聞いて欲しい意見 

・先生への不満２ ・すぐ何かを言うのではなく、話を聞いてほしい。 ・学校設備の充実（トイレが汚いと言ってい

ます。） ・何でも聞いてほしいと思いますよ！学校側が聞いてあげる体制をつくる。 ・どんなことでも相談できる

人がいつもいること ・授業内容について～教え方が下手～ ・部活２ ・学校の中の雰囲気 ・何か問題がある時

に生徒の意見をあまり聞いてないことがたまにある。 ・日常生活、友達 ・友人同士のやりとり２ ・校則に関し

てはいろいろと思っているようです。 ・毎日の学級の中で ・学校で家庭や人間関係など気軽に話せるよう先生が

あらゆる時間で、その様な雰囲気を作って欲しい。 ・友達関係で悩んでいること    

  

【１５】家庭生活 

・友達との事 ・日常的なたわいのない会話 ・学校での出来事 ・日々の困ったこと、悩みなど ・自分が興味を持

っている話題をじっくり聞いてほしいのでは？ ・おこずかいについて ・食べ物に関して ・友達の持っているも

のを買って欲しい ・好きなゲームや本の話  

          

【１６】 

（意見）どうして３つなのですか   

  

【１７】前の問いの子どもの権利の中で、大切にされていないと思うことがありますか。ありましたら自由にお書きください。ま

た、身近な子どもに対して要望がありましたら自由にお書きください。 

 

・人と違う自分らしさが認められること。暴力や言葉で傷つけられないこと。 

・前の質問で⑥と⑩以外を子どもの権利として決めてしまうと、大変な世の中になりませんか？⑤は当たり前のこと

ですが･･･  

・子供が 18 歳くらいになるまでは、親は子の個性、性格などを知り、自立していけるようある程度は制限したり、

こらしめたりして良いと思います     

・今の小学生高学年の女子の一部だと思うが、マナーが守られていない。（あいさつができない、自転車の乗り方、駐

輪の仕方など）親も気付かない人が多いような気がする。この子ども達がこのまま成長したらどうなるんだろう。 

・良い教育を受ける権利（小・中の先生の数が足りない、先生の質が下がっている、先生が忙しすぎて、子供の話を

ゆっくり聞く時間がない様に思う、経済的に恵まれている子供は学校で不充分な所を塾・家庭教師で補えるが、そ

うでない子はますます勉強がわからなくなる。）        

・学校でいじめ、言葉の暴力は、生徒間だけではなく、現実、先生から受けてる子供の親です。同じ悩みを持つ親子

は多数いるはずです。問題解決を早急に望みます。       

・子どもの権利も確かに大切な事ではありますが、私自身大人の権利がない日常生活の中で、こどもを第一に考える

今回のアンケートは、どことなく悲しく、淋しい気持ちです。全ての人に権利を望みます。   

・１度間違いを起こした子供に対して、学校側は周囲の目を気にしすぎて、子供、本人の事をあまり考えない様に見

受けられます。立ち直れる道筋を考えてあげるのも親と学校のつとめと思います。    

・いつも子どもの目線になって･････ということがありますが、現実には大人の目線で子どもの行動を見ている様に思

えます。中学生は子どもです。その子どもに対し、はっきりとした意見を言える、伝える大人が尐ないと感じます。 

・現在の社会に関しての質問をどんどん話を聞いて、大人になったらどうしたいか考えてほしい。   

・子どもにも建前と本音があります。本質を見極める努力を惜しまず、正面から子どもと向き合って下さい。今のま

までは教育委員会に期待することはできません。「子どもの権利」も大切なことですが、なすべきことが他にもある

のでは？と考えてしまいます。“親方日の丸”の役人思考では無理でしょうが･･････親はあきらめかけていますよ！

学校やあなた達に！          

 

・色々なお母さん達と子育てについて話をすると必ず「うちの子は勉強も出来ないし、運動も出来ない」という言葉
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を聞きますが、子供の良い所って勉強か？運動か？この２つだけなのでしょうか･･････この２つのどちらかが得意

でないと＝出来が悪い･･････と判断しがちな世の中って、すごく変だと思います。そして、いつも他人と並べられ

る子供がとっても気の每に思います。その子なりのハードルをクリア出来たら「よし！」ＯＫを出せる様な親子で

なければ、いつも「もっとがんばれ！もっと！もっと！」と、どこまで行っても満足出来ない人になってしまうの

では？前の問いの⑦にありますが、自分らしさを認めながら育っていくと自分は違う人を認めることも出来、又、

人とは違う自分も大切にする事が出来るのではないでしょうか？      

・大人がもっと大人にならなくてはいけないと思います。子供の一人一人の気持ちを知るのは難しくても、ささいの

ないことで大人はびくついたりしないで、大丈夫だと安心させるような態度でいたいものです。   

・いじめたり、いじめられたりする子のほとんどは親に問題があると思う。子供よりも親の教育をして欲しい。  

・①②学校など人のたくさん集まる所では自分と尐しでも違う所のある人達を差別することが普通に行われていると

思う。人種、言葉、宗教、障がいの有無などで人を差別してはいけないと思うが、無意識のうちに人と自分を比べ、

優越感にひたっている。先生や親達も言動に気を付けていかないと子供は大人からそういうことを学んでいくと思

う。差別する心がいじめを生んでいる。        

・④だと思います。この子は何を言っても傷つかない、気にしない子だと思わないで下さい。先生の言葉で傷ついて

いるのです。親が先生に言おうかと言うと、後から面倒くさいので止めてと言われる。今のところ２人の先生みた

いです。子供は大人の行動を見ています。（今の大人も尐し変かな）もっと子供と話をしてほしい。（びっくりする

言葉、考えがいっぱい出てきます）子供は宝物です。生命が守られ、安心して暮らしていける北広島にしたいです

ね。            

・⑩学校の勉強、部活、学習塾と時間に追われて、ゆとりのある生活ができてない。心を休ませることができないの

ではないでしょうか。家族の中で、大切にされていると実感できない子は、人を大切にすることができないと聞き

ます。「子供の権利条例」を強調するだけでなく、親の義務も同じように考えていくべきかと思います。自分勝手な

考えしか持たない親に育てられた子どもに“権利”を示したところで、逆効果になることも考えられると思います。 

・④自由とわがままをはき違えないで下さい。一人の人間として生きていくことは、色々な影響を与え、与えられて

お互いに関わっていくのです。“自分の権利を主張しすぎて、周りの権利とぶつかってばかり”という大人にならな

いで下さい。           

・子供が本音で話せる家庭や環境がまず第一だと思います。（安全と信頼）家庭での层場所が守られ、次に学校、社会

とのつながりが子供たちもそうですが、子の親もそれが保たれる事。お互い求め求められる関係を築けるよう、自

分の子だけではなく、周りの子供たちにも大人が目を配り、尊ぶことが大切だと思います。家庭環境や経済的格差

がある中、子供たちが精神的に見守られている安心感のある社会であると良いなと思います。   

・現在、教育が見直されつつありますが、教師や学校の評価やお金がないと受けられない教育、親の生活不安など子

供が育つ環境が悪化するように感じます。全ての子供が成長してゆく権利が大事にされていないと思います。どの

子も、その子の持つ力を発揮して、安心して成長してゆける環境を守ってゆくことが大人に求められていると思い

ます。         

・権利ばかりを主張して、目上の人を尊敬しない子供にはなってもらいたくないです。ルールがあってこその自由、

調和は思いやる心からはじまることを大人は教えるべきと思います。大人を敬う心を育てていきたいと思います。 

・型にはまらない子は悪いこと見られがちですが、型にはまらない子のよさを見つけ、個性を伸ばしてあげられる余

裕のある教育を望みます。型にはまらない子→先生の言ってる通りにできない。皆と同じ事ができない。皆とペー

スが合わないなど。          

・現実的ではないと思いますが、大人同様子どもにも全ての権利があることを教えてほしい。（16）に関して、なぜ

３つまでと制限するのかわからない。         

・差別されたと感じたり不快に思う時の違い、個人と個人との考え方の違いを埋め合わせる場合や意見を交し合う場

で個人と個人との良いクラスメート（考える）考え方とらえ方の違いを認め合える場をクラス会議を作ったり、学

級会などで３分～５分テーマで話し定義づけてゆく（その後の考え意見を交し合う）。一人一人の個性を確かめ、た

たえあい話し合う時々はケンカなども必要で仲直りなんかもある。自己アピールタイムを作り自分作りの栄養にす

る。個人+個人＝人数でクラス 一人一人とのつながりバランスの良し悪しをチェックし、おりあいや埋め合わせ

などを一人一人がもち、仲直りとケンカと慰めとの心を作ってゆく。傷ついた心のケアでタフな人になってゆくよ

うにすると積極的になる子、スローな子との違いをほめる。理解するのが早い子遅い子と一人一人の違いでのびや

かになってゆく。意地悪い子も意地悪と言えるといいけど。      

・自分の意思を決められる事、また決める機会を奪われない事が大事。大人の経験により大人に決断される事が続く
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事により決断できない子供になると思う。考える力を子供につけさせる事が将来のために必要と思う。間違った決

断をした時は適切なアドバイスが必要と思う。必要以上に子供の権利を守る事にも不安を感じる。教師が教育して

いく上で不都合が生じるのではと不安である。        

・最近、あまりにも親による子供の虐待のニュースが多く、心痛みます。いくら親でも弱い小さな子供を傷つけてよ

いわけはないので、なんとかそのような境遇にある子供が救われるようになればいいと願います。※設問の内容が

よく理解できない所がありました。もう尐しわかりやすい設問にして頂けたらと思いました。   

・前の問の⑥です。個性、自分が何をしたいかを見つける事が大事。色々な職種を研修させるのがいい。先ずは「市」

のそれぞれの職種から。         

・「うちの子に限って」と思っている親は子供に問題があって周囲の子、知人に言われても全く気がつかないようです。

子どもが問題なのではなく、根にあるのは親。親がおかしいのです。そして、そういう子が周囲の子供達へ迷惑を

かけ、権利を侵害していると思う。         

・②障がいのある子どもたちは、まだまだ差別されやすいのではないかと思っています。現実に自分の子どもでさえ

障がいのある子どもを見てはじっと、不思議な目で見続けたり「なんか変だね」と私に話したりしています。私は、

障がいがあるのかを子どもに説明し、話をしています。⑫将来につながる大切な事だと思います。   

・子供の通う高校は身なりに関しての校則が厳しく（男子の頭髪、女子のスカート丈）、生徒に頻繁に注意をしている

ようです。それは良いとしても、その注意に差別があることが問題であると思われます。教師はどの生徒にも同じ

く注意するのではなく、おとなしくて真面目な生徒、つまり言いやすい生徒に複数で頻繁に注意するようです。こ

うなるとまるで教師のストレスをおとなしい生徒に向けてはけ口にしている様であり、教師の生徒に対する「いじ

め」に近いものがあります。受験があるので事を大きくして、子供に動揺を与えたくないので、あえて学校には言

っていませんが、このような理不尽な指導は改善していただきたいと望んでいます。子供の通う高校は北広島高校

ですが、この事を書いたことで子供の学校生活に害がない事を願います。（指導のエスカレートなど）  

・今だに続くいじめ問題の多くは”言葉の暴力”これは普段家庭での言葉とか親に対しても友達感覚で言う現状（又

こういう事で親が注意しない）親（家庭）にも責任があると思います。自由に言うのと人を言葉で傷つけて良いと

は違います。自分がされたり言われたら嫌な事は人も嫌なのです。こういう当たり前のことをわからなくなってし

まった？のかレベルが低いという事を、学校と家庭の両方で教えていくべきです。昔より道徳的な授業が減ったせ

いでしょうか・・・。確かに成績重視で塾等で子どもも忙しくストレスも溜まるかもしれませんが、それをちゃん

とケアしていじめで発散させない様大人の目、態度が重要だと思います。 

・保護者、教育委員会等の目を気にせず、もっとビシッと（体罰はなし）教育出来る教師が沢山出てこなければいけ

ない。サラリーマン化しているのではないかなと思う。 

・全体的に質問が難しいと思いました。子どもの権利については答えることが出来ませんでしたが、まず、食事をさ

せること、お風呂に入れること、小学校６年生まではしっかり寝せること（体調管理）。 

・家族関係に恵まれない子どもには逃げ場所がない。 

・人と違う自分らさが認められること、このことが大切にされればいじめ（大人も）なくなると思います。 

・③④⑤⑦⑨⑩に関して 

・⑦ ⑨ 

・⑤は⑥、⑦は①②③④、⑫は⑧⑨⑩⑪の内容を含んでの○です。 

・他校の生徒ですが、朝バスの中で知的障害者（児）に対して馬鹿にするような会話が耳に入ってきました。本人に

は聞こえていなかった様ですが、聞いていてとても不快でした。もしかしたら、うちの子もと思いましたが、そう

いうことは絶対に言わないように注意はしていますが、差別しないようにだけはして欲しいです。 

・教育者がいじめる側になってほしくない。 

・いじめがあった場合にいじめられた側を中心に対忚してほしい。 

・人生の先輩である大人の話を聞く機会が月に一度でもあればいいと思います。(仕事、宗教、社会問題etcなど)。 

・子ども一人一人の個性などが大切にされていない。 

・先生はもっと生徒一人一人を大事に接してほしい。もっとよく子ども達のことを知って学校生活をよくしてほしい

です。 

・⑦について、個人の意見が認められない生活が学校や社会と思っているようで、一部の先生に対し、私も不信感が

ある。教育委員会の方々にももう尐し意味のあることを言っていただきたい。 

 

・昨年、子どもの事で学校と色々あり先生たちの事が大嫌いになりました。教頭も自分の立場ばかり守り、子どもの



81 

事は何も考えていない様でした。子どもが辛く思い親に訴え親もどうかしなければと思ったら先生に伝える事しか

ありません。でも、その先生が問題を受けとめてくれなければ、子どもも親も誰に言えば?。やはり、子どもにとっ

て心のよりどころは家では親であり、学校では先生だと思います。 

・権利の主張ばかりは良くない。 

・⑦の認め合うという事を大切にしていくともっと子どもものびのびと生活できると思います。 

・もう小学生なのだから・・・」と、全部子ども任せにせず、細かいところまで気をつけて(注意して)子どもを見守

るべきだと思います。大人が忙しすぎて子どもに甘えていると思う。 

・学ぶ自由、遊ぶ自由がない。川遊びをしない(不安定な所を歩かない)のでバランスをとるのが下手、草むらや林で

遊ばないのでその楽しさも危険も知らない。 

・今時期(６:００）帰宅なのに学校を出るのがすでにその時間を過ぎていたり、学童保育の子が暗い中たった一人ラ

ンドセルを背負って家まで歩いていたり矛盾している。子どもを守る事が大人の都合で手厚い部分と見ないふりさ

れている部分の差が大きい。 

・程度はあると思うが、守りすぎるのは子どもの為にならない。喧嘩をせずに大人になったり傷つくことなく大人に

なると、そこから上手に立ち直れず、そういう事をいっぱい経験し、どうしたら立ち直れるか（打たれ強くなれる

か）を覚えるのは子どものうちがいい。 

・「子どもの権利」って明文化しなければ守れないのか。①～⑫のどれも全く常識の範囲ではないのか。せっかく創る

んだから、もっと踏み込んだ特徴のあるもの北広島市らしさを全面に出すものにならないか（戦争に巻き込まれな

いとか） 

・北広島市はいま一つ独自色がない町、思い切った市政をもっと打ち出さなければ札幌や江別恵庭に埋もれてしまう。

快速が止まる以外にも住むメリットがなければ！！ 

・身近な親御さんの中には、全て親の思い通りの子どもに育てようとする人が沢山います。親にそのつもりがなくて

も「お母さんの言う通りにしていれば大丈夫！」等と行ったり、子どもの習い事等をうまく言いくるめて、本人の

望まないものを習わせたり、子どもの気持ちは無視します。そのくせ、高学年や中学生になって、自分の事を自分

で決められない事に、イラだったり愚痴ったりしますが当たり前ではないでしょうか。間違った判断だと思っても、

口出しせずに見守り、失敗した時に助けを求められたら、初めて親の出番だと思うのですが・・・・・？。もう一

つは、最近の教師の方々は自信がないのか、がっかりする事があまりにも多すぎます。些細な事で言ってくる親に

ビクビクしてか、自分の学級でいじめられ、死まで考える子どものいる事にも気づかないのか、気づかないふりな

のか、こんな人間が教師なのかと思うとやりきれない想いです。校長、教頭も自分の立場を考えるのは分かります

が、立身出世だけで問題にふたをしてしまうのは、管理職の意味がありません。誠意ある教育をお願いします。 

・学校では勉強が一番ですが、子ども達がいるからこそなので、大人も子供と思わずものを見る必要があると思いま

す。 
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■ 小中高校生部会の児童・生徒の意見（自由記述）  

 

 

【８】落ち着く場所 

・友達と一緒にいれる場所  ・公園、図書館 ・野原  ・バス（お風呂）８ ・部活でつかうグラウンド 

・自然の多いところ、静かなところ２ ・彼氏の家 ・トイレ５  ・ゲーセン、カラオケ ・人がいない所 

・車の中２ ・リビングのソファー ・畳の上 ・本当の家 ・温泉 ・野球場２ ・公園３  

・自然にできている森林の中 ・いとこの家  ・祖父母の家５ ・自分のベッド２ ・自分の家  

・木がある所２ ・外２ ・ホテル  ・通学路 ・好きな人の家 ・ベランダ ・父母の部屋 

・空を見ていたら ・塾 ・習い事 ・バレエの教室 ・隅、暗い所 ・図書館 ・体育館 ・友達といる時  

・気に入っている場所 ・ふとんの中２ ・自分の部屋の棚の隙間やストーブの前     

 

【９－１】その他の悩み 

・悪いニュースを見たとき ・いじめ ・施設生活で ・現在の国際情勢 ・対人関係 

・勉強がわからなくなった時 ・好き嫌いが多すぎること ・夏、家に扇風機もクーラーもなくて暑い 

・習い事 ・小言を言う事 ・クラスの女子のこと ・塾の勉強のこと  

・手伝いをしなかったり、勉強をしなかったりする時 ・学校で仕事をしている時 ・迷うこと 

 

【９－２】相談する人 

・ばあちゃん ・ペット ・自分 ・習い事の先生 

 

【１０】不登校について 

・やる気がなければやめればって思う ・色々なケースがあると思うが、自分が見てきたケースは本人の甘えだ

なあと思った ・その人の意志が弱いだけ ・わからない ・頑張れと言ってはいけないと思う  

・学校が楽しい所だとその人が思うまで待ってあげる ・楽しくないから ・親が悪いと思う   

・自分のために行くんだからちゃんと行くべきだと思う ・わかりません ・その人にとって大切なことなんだ

からいい ・でも自殺するぐらいなら休んでもいいと思います ・いけない理由がある人を「わがまま」だとは

思わないけど、「行きたくない（めんどうくさい）から行かない」という人はまわりに合わせることのできない

ただのわがままだと思う ・いじめられたかもしれないからその子の話を聞く 

 

【１１－１】大人の好きなところ 

・怒っても話しかけたら普通にしてくれる所 ・練習に付き合ってくれる ・やさしい３ ・怒ってくれる所は

ちゃんと怒ってくれること ・存在がある所 ・協力してくれている所 ・私たちを好きでいてくれること  

・腹いっぱい食べさせてくれる ・助けてくれる ・好きな事に理由があると思いますか？ ・いつもごはんや

色々してくれる所 ・片方だけが共通の好みを持っている所 ・いつも私の事を考えてくれる ・自分たちの事

をいつも考えてくれると思う 遊んでない日は心配してくれている！ ・買ってほしい物は何も言わずに買って

くれる所 ・かぜをひいた時、きちんと看病してくれる所 ・抱きしめてくれる    
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【１１－２】大人の嫌いなところ 

・意見を押し通す ・直ぐおならをするところ ・口が悪い ・差別 

・話をそらす ・自分のことに手を触れないでほしい ・子の気持ちをわかってくれない時があるところ  

・物を投げる所 ・静かな所・ちょっとした事ですぐ怒る ・行きたくないのに連れて行く所 ・自分では好き

な時に好きな物を買っているのに、自分にはそうさせてくれない所 ・お小遣いをくれない 

・ゲームがクリアできない時 ・悪口 ・友達と遊びたいのに遊ばせてくれない所←仕事で仕方がないけど 

    

 

【１３】学校の中での意見 

・クラスのことを（委員のこと）を勝手に決めないでほしい ・校則を教えてほしい 

・勉強を先生のペースに合わせる ・教室内での話し合いについて ・４年生が（３年生も）最近５年生に向か

って悪口を言う ・勉強のこと ・担任の先生を決めてみたい ・先生 ・自分の気持ちをわかってほしい  

・用事があることを先生に言ったのに、それを忘れて時間が過ぎて用事が遅れる ・先生方が頭ごなしに怒らず、

児童の話を聞いてほしい。 ・先生はもう尐し、生徒の話を耳に入れ意味もなく怒るのはやめてほしい。 

        

【１４】家庭の中で聞いて欲しい意見 

・友人関係 ・もっといろんな人を自由にしてあげたい ・自分の事は自分で決められる事 ・ゲームのこと  

・一緒におバカな事をやってくれる事です ・学校であった事 ・兄弟げんかをして理由を聞く前に両方が悪いって

言われるから理由を聞いてほしい ・全体的に ・友達と遊べる日を何日かつくってほしい   

        

【１６】自由に書いてください 身近な大人に望むことがあったら自由に書いてください 

・障がいのある子どもが差別されないこと 

・学校の先生には理不尽な人がいる。屁理屈をこねたり、生徒の意見や話すら聞こうとしなかったり自分の意見を押

しつけたり。中学校の先生じゃないんだから、もっとしっかりして欲しい。実のある話をしたり、自分に非がある

時は、それを認めて頭を下げるとかあってもいいと思う。縦社会、年功序列でストレスが溜まる。そして、授業が

つまらなく、学校もつまらなくなる。とても残念に思う。 

・言葉遣いの悪い大人が子どもにとやかく言える資格はない。自分の出来ない事を子どもにやらせようとする気が知

れない。こーゆうアンケートを取ったってちゃんと意見を反映してくれるのか知らないけれど。この間のいじめの

アンケートだって結局何？って感じだったし、まぁそんな事個々に書いても仕方ない事ぐらい分かりますけど。私

だって大人を信用し安心して暮らしたいです。言葉悪くてすいません。 

・大人達は家族の在り方を考え直すべきだと思う。家で寂しい想いをしていたり、問題があると、その子どもはイラ

イラしたり暴力をしたり、いじめをしたり、非行に走ったりすると思う。子ども達の意見は、もっとちゃんと聞い

て欲しい。大人と子どもという立場を利用しないでほしい。子どもは大人の言う通りにしなければならないわけで

はないと思う。子どもでも一人の人間として考えをもって行動している事をもっと分かってほしい。 

・ニュースで、何時間かに一回痰を除去しなければならない病気の女の子が一度入園を拒否されたが入学する事がで

きた。という話をきいた。入学することができた事はとてもいい事だけど、一度拒否されてしまうと、その子はと

ても傷ついてしまったんではないかと思う。 

・自分が全てだと思わないでほしい。（大人も子どもも） 

・ある程度の年齢になったら、あまり校則などでしばりつけるのはどうかと思う。校則で縛りつけるのは極端にひど

い時だけでいいと思う。 

・増加している児童が巻き込まれる犯罪に対する具体的な対策を各自治体がとっていないと思う。又、地方分権が進

む中で小中高からメディアに接する機会をもっと設け、自分の住むまちの文化政治について興味・関心を高める必

要があると思う。 

・ニュースなど見ると④⑤が大切にされていないと思う。先生が生徒に注意する時、最初から怒鳴らないでほしい。 
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・家族が仲良くして、親とも毎日のようにコミュニケーションをとる事により、子どもの事が尐しでも理解できると

思う。それで、親は尐しでも子どもの話を聞く事によっていじめ等の問題が尐なくなるような気がする。いじめの

早期発見とかの問題は、親だけでなく、学校の先生も生徒の話をよく聞き、しっかりとした措置を取れば自殺まで

には至らないような気がする。 

・子どもとあまり話さない大人が多いので、ちゃんと家が楽しいと思えるように話したり接したりして欲しい。 

・大人は自分勝手すぎ、マジで。 

・④と⑦と⑧がないがしろにされている気がする。 

・最近の子どもは他人だけでなく、家族とのコミュニケーションが稀薄だと思うので、会話などで共にする時間を大

切にして欲しい。 

・最近は適当な大人が多すぎると思う。「自分の子どもはこうだ!!」と決めつけないで、もっと本当の意味で子ども

を知るべきだと思う。 

・今のままで充分です 

・友達に乱暴な言葉で傷つけられる事が多い。やめてほしいと思う事を相手に伝えると、「うざい、死ね」等と暴言

を言われる。先生に相談するがいまいち。 

・暴力や言葉で傷つけられない事、自分の秘密が守られる事。 

・私の学校の先生達で、生徒の差別が激しい人がいるのでそういうことはやめてほしい。 

・特にないが、義務を果たさない子どもには「子どもの権利」なんかいらないと思う。 

・体罰も教室内に立たせては意味がまったくないし、たたいた程度でうるさく騒ぐ親も親としてどうかと思う。むし

ろ、教室内に立たせてどこが体罰なのか理解できない。今の生徒たちを見てから言ってほしい。生徒が先生をなめ

ているし、言うことなんか聞きやしない。一発ぐらいたたいてもきっと変わらないであろう生徒を教室の外ではな

く教室内に立たせて何がいいのか。もう尐し現場を見て、頭を柔らかくしてから考えていただきたい。 

・差別しない差別させない事が大切にされていないと思う。でも全てが差別だとは思っていない。例えば、ふざけ合

って「おまぬけさん」とか「バカだー」とかそういう者に対してはなんとも思わない。むしろ羨ましいと思う。又、

自分勝手な行動ばかりやっている人に「やめなよ」とか「みんなの迷惑になっているよ」とかも、私の中では差別

に入っていない。言った方は勇気があるし言われた方も「ああ あれがだめだったのか」と反省する人も多いから。

差別だと思うのは、その人の性格、障害や身分を理由にバカにしたり、嫌がらせをすること。性格はまだしも、障

害や身分は自分から望んでなったものではないし、その人自身だっていやだと思っているかもしれない。そんな状

況で嫌がらせなどされたら、毎日が嫌になったり憂鬱になると思う。もっとひどいのは、無視する事。自分自身を

受け入れてもくれないと分かったら、ニュースでもあるように自殺しかないと思う。だから、親や身近な大人はせ

めて気づいてほしい。それで親の方から話を持ちかけてほしい。場合によっては「親などに迷惑かけたくない」と

かの理由で話せない人もいるから。差別をなくすのは、いろんな人の人格、性格、好み、視点などがあるから難し

いとは思っている。けど、その人格、性格、好み、視点などを否定するような事は無くなってほしい。せめて認め

てほしい。私も人の人格などを傷つけないように受け入れられるようにしていきたいと思っている。 

・子どもの知りたいと思っている事をあまり教えてくれない。子どもが自分のお年玉で買ったものを取り上げたりし

てはいけない。自分の日記を見ないでほしい。人の話をしっかり聞けると言っている大人が、子どもの意見を最後

まできかないのでしっかり聞いて欲しい。 

・大人の見ていない所での,いじめや暴力がまだまだ沢山あると思う。 

・自分の事は自分でできるので、小言を言わないでほしい。 

・障害のある同じ学校の人に嫌な事をされてから嫌いになってしまいました。でも、差別などはしていないのですが、

友達の中には何か言ったりしている人が時々います。身近な大人の人には今のままでいてほしいです。 

・もっと子どもの立場になって物事など全ての事を考えてほしい。 

・最近だらしない大人が増えていると思う。もっとしっかりして欲しい。 

・「今の子どもは、今の大人が子どもの頃より幸せだ。」という意見は何か勘違いしているところがあると思う。別に

「昔の方が幸せな暮らしをしている」と言う事じゃないけど、ただ大人が「世話をしてやっている」感じで満ちあ

ふれている気がする。だから子どもは押さえつけられている感があって、今のような荒れた社会になってしまった

と思います。大人のしている事は本当に良い事なの？。子どもは大人を見て育つのにマナー違反とかして良いのか

な？いろんな意味で大人が怖い。結局どんな所が良い大人を見てまねしていけば良いの？、と私はいろいろなんだ

か思っています。ＰＳいじめ報道をするから「自殺の道」を知ってしまうと思う。いじめ基準を作ったって厳しい

罰を与えられるって分からせないとダメ打と思います。 



85 

・悩んでいなそうな子が一番悩んでると思う。自分の悩みを相談できないつらさをもっと分かってほしい。３６５日、

ずっと平和であって欲しい。悪口（ささいな）や陰でのうわさ．．．．ｅｔｃ それが一番辛い。もっと周りに目を

向けてほしいです。 

・③と①と④と⑤など 

・大人はもっと厳しく 

・自分らしさが認められない時があると思う。（子どもどうしで差別偏見など）。最近のニュースで家族内でのトラブ

ルもよく起きている事を聞くので、自分の落ち着ける場所がない人もきっといるんじゃないかと思う。目の前のこ

とで悩んでいる人（子ども）とかに、これから生きていく中での楽しさを教えてほしい。 

・仕事だけではなく、もっと子ども達に振り向いてほしい。 

・たばこはやめてほしい。あまり住宅を増やさないでほしい。将来緑が無くなるのではないかと心配になります。 

・⑦と④ 

・先生や大人は中学生に対して「あなたは大人なんだから」と言うのに、都合の悪い時は「子供なんだから」という

のは矛盾していてムカつきます。やめてほしいです。 

・人の興味を変に思わない。 

・暴力や言葉で傷つけられる子どもが多い。子どもは憎しみも無く親をただ愛しているのだから。親も子どもに愛情

をそそいでほしいと思う。子どもであっても、とても重い命だから、殺したりしないでほしいと思う。子どももそ

うだけど、大人も命の大切さを理解したほうがいい。 

・人と違う自分の事は周囲からあまり大切にされていない。それは、障害のある場合でもあって「あの人は自分たち

と違う」と変わった目で見られていると思う。暴力や暴言は人の感情がある限り根っこから失くすのは難しいと思

う。先生たちは私たちを人と見ているのか時々不満になる。さしで話す時、「人間」とか「生徒」ではなく、「その

人」として見た方がいい。それに、大人で勝手に決めつけなくて、もっと「私たち」の意見聞いて欲しい。だから

といって、「自分は生徒のために言ってあげている」と思わないで「生徒と一緒にやっている」という思考を持っ

てほしい。大人に・・・・、早とちりしないで欲しい。悪い事をしたら謝って欲しい。大人だから許されるなんて

思ってなくても言ってなくても態度をやめてほしい。あとは②に同じ。 

（大切にされていない事） 

・④です。暴力はなくなったとしても、やっぱり言葉は残ってしまいます。言葉は他の人達は忘れていても、その言

われた人は、ずっとずっと心の中に残ってしまいます。何年も残ってしまいます。そして、そのうちいつかその人

は自分がイヤになってしまうでしょう。だから、話す時は相手が傷つかないようにしなきゃダメなんです。 

・（身近な大人に望む事） 

先生は、私の学年の話の聞き方が「ダメだダメだ」といつも言います。「この学年の女子は本当に聞いているフリ

して聞いていないだもんねェー。」って言います。それでいつも話が長くなって、ゲームとかやる時間がなくなる

と、「ほら、また今日もあんたたちの話の聞き方が悪いから遅くなって時間がない。」って、私たちのせいにします。

時間がなくなったのは先生の話が長いからなのに！！。 

・「身近な大人にこうしてほしいこと」同じコト何回も言わないでほしい。自分だってわかってるんだから．．．。（塾

の先生と親に対して） 

・大人は「まだ子供だから．．．」といって、勝手に決める時がある（先生なども）それはまちがっていると思う。子

供だからって言っても、やってみなきゃわからないことはたくさんあるとおもうから、それはやめてほしいと思い

ます。最近虐待などがニュースで多く報道されているのをよくみます。そういう大人は、暴力で子供の自由な考え

を無視しているとおもう。そういうことは、絶対にしてはいけないことだと思うので、大切にして欲しいと思いま

す。 

・差別をなくしてほしい。子供にやつあたりとかしないでほしいと思う。 

・人と違う自分らしさをもっと大切にしても良いと思う。 

・いじめなどをしている人（子供）の親は、もっと子供と話をするべきだと思う。命の大切さとか、親子で話し合う

と良い。ペットを育てるだけでも尐しは分かると思う。 

・暴力や言葉で傷つけられないこと。 

・人権て何なんですか？人をいじめてはダメなのはどうして？どうして大人は弱者に味方するの？。どうして強者の

コトについて考えないの。どうして、誰かが死ななきゃいけないの？。どうして、戦争が始まるかもしれないのに

不安にならずにいられるの？。 

・中学校の生徒の質が悪いので何とかしてほしい。先生を総入れ替えしてほしい。 



86 

・障害のある子どもが差別されないこと。これは大人の障害者の人にも同じだと思います。 

・とくにないです。 

・もっと安心して暮らせる環境がほしい（不審者など）。 

「自分のことは自分で決められること」で、自分の考えを持っていても、結局大人に勝手に決められてしまうことが

多い。 

・もっと子供の立場になって物事など全てのことを考えてほしい。 

・すぐに手を出さないで、口で話をして、解決したい。 

・家族がなかよくし、一緒に過ごす時間をもつこと。（仕事が忙しすぎて、ほとんど一人で過ごしている人が多いか

ら） 

・障がいのあるこどもが差別されないこと。（障がいはただの病気であって、その病気の治療法が見つかっていない

だけだから。障がい者も同じ人間だから） 

・子どもの意見をちゃんと聞いてほしい。        

・担任の先生なんですけど、男子にはやさしくて、女子にはすごくきびしいんです。どうすればいいでしょうか？ 

・学校がみんなが仲良くし、差別されない環境にあればいいと思う。学校では不安にならず、いつも安心していられ

ればいいと思う。担任がいつも同じ人に同じ事をやらせて、ちょっと迷惑。     

・身近な大人には、もっと子どもたちのことを知って、自殺とかないようにしてほしい。    

・たばこをやめてほしい！   

・先生のえこひいきをやめてほしい。         

・②障がいのある子どもが差別されないこと。③子どもが知りたいと思うことがかくされないこと。   

・優しさだと思います。最近いじめによる自殺が多いので、そう思いました。     

・たばこをすわないでほしい。         

・もっと遊んでほしい。          

・もっと人の考えをまじめに聞いて欲しい。・もっとまじめに生きて欲しい。☆人の命を大切にして欲しい。・友達を

なくさないで欲しい。・良い事をずっと頭の中に入れていて欲しい。たくさんの夢を持つのではなくて、一つの夢、

自分の夢だけ、それがかなうようにして欲しい。（それを目的に生きて欲しい。）１番は、自分の夢をあきらめない

で欲しいです。   

・学校の先生（男）が、女子にやさしい気がする。       

・もうすこし自由にすごしたい。         

・今は、親が自分の子を殺すという事件が多いです。もしこれからずっと続いたら、日本に子どもが尐なくなってし

まいます。なので、自分の子は、自分で産んだ子なんだから、しっかり自分で管理し、今よりもっと平和な日本に

してほしいです。           

・学校の帰り道とかで不審者にあいそうで怖いから、不審者もいない平和なところにしてほしいです。  

・疲れたときに休ませてくれない。暴力がふるわれる。秘密がもらされている。     

親にすぐ怒らないでほしい。理由、自分も自分の考えを持っているのに、それを無視するから。   

・自分の事は自分で決められること         

・エコひいきをしないでほしいです。         

・自分の考えをいつでも自由に言えること。        

・おはようございます！をあいさつしたら返事をしてほしい。あんまりダメって言わないで！   

・学校の先生が男女の差別をしないでほしい。障がいのある人達の差別は絶対なくしてほしい。   

・もっと子どもに優しくしてほしい。小さな事では怒らないでほしい。      

・先生の中で差別する人がいるのでやめてほしいです。ちゃんと悪い人がいたら怒って、良い事をしたらほめてあげ

たり････。という事をもっと活発にしたらいいと思います。      

・大切にされていないのは障がいのある子どもが差別されること。      

・いじめがないように警備員をつければいい。 

・担任の先生が、１人の子ばかりほめたり差別しているようにみえるから、ちゃんと公平に扱ってほしい。  

・私がよくあいさつする時、よく返してくれるけど時々無視するから、急いでいるならいいけど、無視されたら嫌な

気持ちになるのであいさつをしてくれる大人になってほしい。      

・私は身近な大人に犬のフンを持ち帰ってほしいです。理由は、学校に行く時、よく見るからです。   

・一回ずつ文句を言わないでほしい。（あんまり口をはさまないでほしい）     



87 

・担任の先生、小さな事で怒らないでほしい        

・言葉で傷つけられている人はいるんじゃないかなぁと思う。      

・自分の事は全て自分が決めて自由に生きていく権利。       

・ちゃんと自分の意見を聞いてほしい。子どもからの自由な呼びかけでグループを作り、集まれることがちゃんとな

っていない。いじめがある。         

・人と違う自分らしさが認められていること。        

・担任のエコヒイキ。人種や言葉、宗教等の違いで差別されないこと。      

・行事の時など、他に「これでいいですか？」って聞いて「ヤダ」って言っても「静かにしなさい」の一言で片付け

られる。大人だから大人だからといって子どもに決めさせてくれる人や、意見を聞いてくれる人はほとんどいない。

いつも「正しいことをまだ知らないんだから」といってなかったことにしている。学校の事：望むことなんてきり

がないよ。特に学校の先生。         

・先生が、生徒に対して差別したりひきしたりすることを直して欲しいと望みます。    

・大切にされてない事は、人種や言葉、宗教などの違いに差別されないこと。障がいのある子どもが差別されないこ

と。子どもからの自由な呼びかけでグループを作り集まれること。望むことは、私は北海道に住んでいます。自然

豊かでとても良い北海道だと思っています。ですが、東京でする講演会やその場にある遊び場をわざわざ東京まで

見に行けません。これは身近な大人に頼めることじゃないと思いますが、もしもやる事があれば他の人も楽しめる

気がしました。           

・自分の好きな事に文句をつけないこと。勝手に決めつけ、怒ることを止めて欲しい。    

・勉強やスポーツの日を尐なくし、友達とたくさん遊ぶ日をつくってほしい。     

・全部            

・ありません！家族もみんな優しいので･････。しあわせです。      

・身近な大人に自分の意見を尐しでも言ったらそれを止めたり、子どもの話を聞かず、勝手に怒って結局私は何もし

てなかったのにまだ理由をつけて怒るなど？        

・今の大人（若い人たち）はポイ捨てが多いので、やめてほしい。      

・お母さんは私の話を全然聞いてくれないし、私たちがしゃべると「うるさい」と言って聞いてくれません。なので、

私は話を聞いてほしいと思っています。        

・前に「おかえり」と近所の人に言われてどうしていいかわからなくて、無視していたら「おかえり」って言っても

らえなくなったから言ってほしい。         

・身近な大人：たばこやビール（お酒）などを吸ったり飲んだりすること。子どもの意見や直してほしいことなどを

ちゃんと実行すること。権利の中で大切にされていない：参加する権利→自分の意見がきちんと言えていないと思

います。逆にグループを作ると仲間外れの子が出るのではないかと思います。自由な行動ができるといじめもある

んでは？ 日本中に暴力やわいせつ行為ってたくさん今までありますよね。守られていないと思うのは私だけなの

でしょうか。そういうことたくさんあると思うのですが･･････。      

・身近なことで、こまごまと怒らないでほしい。（暴力）       

・障がいのある子どもが差別されないこと→いじめ（差別）を受けていた人がいました。暴力や言葉で傷つけられな

いこと→クラスの中ではいつも「キモイ」「ウザイ」という言葉が聞こえます。また、テレビで放送している「ブ

ス田キモ子」なども言われている人がいます。人と違う自分らしさが認められること→「あの人はできるのに、ど

うしてあなたはできないの？」というようなことを感じています。      

・人と自分らしさが認められていることがあまり大切にされていないと自分は思いました。大人の人は子どもと遊ん

だり、コミュニケーションが尐ないからもっと遊んだりコミュニケーションをとった方がいい。   

・たまに自分のしたいことを好きなだけやらせてほしい。友達が休んで一人で学校へ行く時は車に乗せていってほし

い。不審者などにあった時、すぐに誰かが助けにきてくれるような市・道具があってほしい。   

・②③⑧⑩⑪⑫全て足りない。あと文部科学大臣に「学校に行きたい児童だけが行けばいい」という案を出してほし

い。私はむろん行きます。          

・先生のことで、関係ないケンカにつっこまないでほしい。       


