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第１３回子育てと子どもの未来をともに考える会 

第４５回宿毛市お母さんと女先生の会 

講演「子育てにマニュアルなし！ －愛と本気の子育てバトル－」 

日時：平成２５年６月２３日（日）９：３０～１１：５０ 

場所：宿毛市総合社会福祉センター ２階小会議室 

主催：宿毛市お母さんと女先生の会実行委員会 

後援：宿毛市教育委員会、宿毛市ＰＴＡ連合会 

概要：今、子育てに必要なのは「好奇心」と「感動」！ 再婚

して６人の子どもの母親となった講師の型破りで豪快

な子育ては、テレビ・新聞に大きく紹介され、マスコミ

にも絶賛されました。大胆素敵・抱腹絶倒、人への愛情

盛りだくさんの吉野ワールドへあなたも是非！！（講演

会案内チラシより） 

内容： 

○司会：かわにし 

9:30～9:35 開会挨拶 副会長 岡田ちえこ                         

・日曜日の朝早くからお集まりいただき、ありがとうございます。 

・４５回の中には様々な歴史があり、宿毛市も日本も転換期を迎えよう

としている。 

・「愛と本気の子育てバトル」と題して、吉野先生に涙と笑いの講演をい

ただく。 

・元気な会にしましょう。 

 

9:35～9:36 来賓挨拶 宿毛市ＰＴＡ連合会 もりしたしょうじ                

・挨拶のことで頭がいっぱいでしたが・・・。 

・吉野先生より子育てについてお話しいただけると、「あぁ、そうだったん

だなぁ」といったお話が聞ける、有意義な一日。 

 

9:36～9:38 来賓挨拶 宿毛市教育長 たてだかずゆき 代読 中の              

・会の開催、おめでとうございます。 

・本日は残念ながら参加できず 

・宿毛市の教育を考える中で、学校と家庭 豊かなものになるのではと考

えている。学校現場、教育 

 

9:38～9:42 高知県 母親連よりメッセージ みやもと                    

・核戦争から子どもを守りましょうと始まった会も  回。 

・全国の活動に生かしていきましょう。 

・大震災から２年３ヶ月 原因を解明できないまま、大井原発を再起動、伊方原発を再起動しよ
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うと躍起になっている。しかし、原発反対の声と動きは日増しに大きく

なっている。ふるさとや仕事、生活を奪う危険な原発に安全はありませ

ん。 

・日本は豊かな自然がエネルギーを確保できることは各地でわかっていま

す。 

・高知県母親大会を成功させ、私たちの声が政府に届くように。 

・社会保障と税の一体改革と称して、医療や介護、年金などなど、改悪しようとしている。 

・日本が再び暗黒の時代に逆戻りすることだけは妨げなければなりません。 

・吉野先生のお話を聞けると聞いています。母親の願いが実現できるよう、今日の大会が故郷の

子どもを守れ、ふるさと宿毛の発展につながることを願っています。 

･命を守り、命を育てることを誓います。 

 

9:42～9:44 経過報告 実行委員会会長 いしだすみ           

 

9:44～9:46 講師紹介 

・熊本女子商業校を卒業、バスガイドを皮切りに様々な仕事、現在はホームヘルパー。 

・現在のご主人とは再婚どうし、６人の母親となりました。 

・その子育ては、ＮＨＫドラクロアで放送され、反響を呼びました。 

・エネルギッシュで、グングン吸い込まれ、情景が浮かんでき、もっと

お話を聞きたく、今日の日を楽しみにしていました。 

･実践に基づいたお話を聞かせていただけます。 

 

9:46～11:40 講演「子育てにマニュアルなし！ －愛と本気の子育てバトル－」         

○講師：吉野由美  

・子どもが６人いる。４人が主人の子ども、二人が私の子ども。 

・「子育てが変わっとる」とみんなが言う。 

・高知出身の東海大学の山下先生。母親委員会をしていて、講演の

準備をしていたとき、女性の会の会長が病気で休みとなり、ピン

チヒッターで私が話すこととなった。 

・会場から笑いがドットわき、「こんなにおもしろい話をする人は知

らない。本を書きなさい」と山下先生から言われた。学生時代か

らレポートを書くのも嫌だったので断ったら、「では、話しなさい」と。 

・大学生の前で２時間話したら、その時のテープおこしで本となった。 

・熊本弁を訳している本。話し言葉のままの本なので、その時の映像が目に浮かぶ。 

・四万十市には１１月に来た。昨日食べたウツボも美味しかった。ここに住もうかと思いました。 
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○まずは、家系図から 

・シゲコ ← 清次のお母さん 

  清次   美樹 （３０歳）再婚当時高校３年生 

       大輔 （２８歳） 

       春樹 （２６歳） 

       大樹 （２３歳） 

  由美   憲士郎（２３歳） 

       喜代美（２１歳）再婚時は年長 

・今は、シゲコ、清次、大樹、由美、喜代美で住んでいる。 

 

○憲士郎と大樹が、私たち夫婦の縁結び 

・母子家庭、父子家庭の合コン旅行に参加し、今の夫と出会った。私が清次にビビッとくること

はなかったが、憲士郎と大樹が仲良しになった。 

・早くして母がいなくなったので、大樹のことをまわりの家族がしてくれる、幼稚園でも面倒を

みてもらえていた。面倒をみてもらえることに慣れてしまっていたが、小学校ではそうはいか

ない。大樹は、出来ることがないので、鉛筆を舐めているしかなかった。 

・のび太のような憲士郎と大樹が、合コン旅行で意気投合した。 

・大樹が「もう一回、憲士郎君と遊ぼうかな」と言ったことに、大輔兄ちゃんは喜んで、自転車

で大樹を連れて行っていた。 

・絵を描いていても、「憲士郎、赤が無いから書けんとか？ なら、僕の赤をあげるけん」「それ

じゃぁ憲士郎が書けんけん返す」 それを見ていた喜代美が「赤がいらんのなら、私がもろう

ちゃる」と。 

・憲士郎と大樹が、私たち夫婦の縁結び。 

 

○反対された 

・私の両親が反対した。 

・一度結婚で失敗しておき、再婚相手が４人の子持ち。 

 

○警察に呼び出されることたびたび 

・最初は清次の子どもたちは私を「おばちゃん」と呼び、私の作った弁当も食べてくれん。３ヶ

月考えたが、もうめんどくさい。 

・柔道をしていた高校生の大輔が喧嘩をして警察の世話。 

・私が子供の頃しかられていて、ガミガミ怒るのは効かない。おやじが黙って前に座っているの

が、一番恐ろしかった。警察に大輔を迎えに行き、車に乗って黙って運転して家まで帰った。 

← 後で聞いたら一番恐ろしかったと 

・でも１週間もしたらまた警察から・・・  黙って家まで運転した 

・２週間ほどしたら、またあった。 

・３度あることはまたあると思って、いつ電話があって迎えに行くこととなっても良いように、
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夜はジーパンをはいて寝ていた。 

・回を重ねると、家庭裁判所に。どこにどんな警察があるかわかった。 

・２３時頃に電話があった。「大津警察署です」 近い！ 今日は早く寝られる。油断して寝てい

たら、その日の４時頃、派出所から電話が。 → 一日に２回はないだろう、腹が立った。警

察で椅子を借りて、見下ろして叱り、殴っていた。大輔は私よりも背が高いので、叱る時は、

いつもこうしていた。 

・殴ると「お母さん落ち着いて。ここは警察です。暴力はいけません」と、警察が止めに入った。 

・無免許運転でつかまっていた。警察に車があるので、実家の父に取りにくるのを頼んだ。 

・「一日に１回にしてくれんか！」 

 

○大輔は、私を母親として試した 

・１ヶ月しても２ヶ月しても警察から電話が無い。 

・この新しいお母さんを、試しよった。 

・警察が殴るのを止めに入ったときに、「あんたの子じゃない、私の子じゃけん」と私は言うた。 

・「親のせないかんことがあれば、どこまでもするけん。警察にも行くけん。警察から呼ばれるの

は一日１回、２時ぐらいがいいなぁ」と私は大輔に言った。 

・大輔は、住み込みの仕事を探してきた。名古屋に行く。「絶対帰ってくるなよ」と、片道の切符

代だけやって、携帯だけを持って行った。 

・何ヶ月かしたら夜中に電話がかかった。「愛知県警です。お宅の息子さん、大輔さんをお預かり

しております」 

・愛知まで迎えに行くわけにはいかない。「警察で煮るなり焼くなりしてください」と。 

・そのとき大輔は１９歳だったが、警察は２０歳でしたことにしてくれ、親が行かなくていいこ

とにしてくれた。 

 

○結婚するとの電話が 

・何年かしたら、電話がかかってきた。「俺、結婚するけん」「結婚したら」「結婚式に来てくれ」

「名古屋まで行けん。お金も無いし」 

・大輔の務める会社の社長から電話があった。「大輔君は、お母さんにいろいろ迷惑をかけていた

ようですが、是非結婚式に来てください。旅費も出しますから」 

・嫁さんの腹が太かった。 「ミカ やめるなら、今よ。大輔は相当悪いことをして、あなたが

苦労するから、幸せにならんから」と忠告した。 

・ミカは「なぜ、結婚式の日に“分かれろ”と言われるなんて。大輔君といると癒されるんです」

と。 

・私の作戦です。最初に「分かれろ」と言ったら、分かれられんようになる。作戦成功、今も分

かれずにおる。 

・「３９歳でばあちゃんになる。なんであと１年待てんかったか！ ３０代と４０代では大きな違

いよ」 

・今では、８人のおばあちゃんになります。 
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・「親の気持ちがわかった」と大輔が言う。子どもがまだ小学１年生ではわからん。ひゅうまが高

校生になって、警察に迎えに行ってから、言え。 

 

○子育てには作戦が要る 子育ては「実験」だ 

・子どもは、自分が育てられたこと（自分が親にしてもらったこと）しか、育てられんと思う。 

・子どもを育てるのは「実験」だと思う。実験には作戦が要る。その作戦は、自分が歩いてきた

ことを「手本」にして、作戦を立てるしかない。 

 

○人それぞれの「幸せ感」 

・憲士郎 私の離婚で大人不信になっていた。学校のすぐとなりのアパートを借り、学校まで３

分の距離だったが不登校。「小学校に行かん！」と不登校。小学校の先生が良い人で、いつも迎

えに来てくれた。 

・憲士郎は大樹とだけ遊んでいた。これでは、友達が出来ないかもしれんと旦那に相談した。「お

まえは友達が多いのが幸せと思うとろうが、二人は今が幸せだよ」と。 

・親の幸せ感を、子どもに押しつけようとしていた。人それぞれの幸せがあることを、二人が教

えてくれた。 

・大樹が泣かされていると、憲士郎は一緒に泣いてあげる。喧嘩に加勢する助け方だけではなく、

一緒に泣いてあげることで大樹は助けられた。 

 

○何かの縁 

・私も、人にもまれて強くなった。 

・子どもを強くしたく、空手を習わせた。空手

をやめなかったのは、空手の基本は防御のた

めのものだったので、やめなかった。空手関

係の新しい友達が出来た。 

・今日の講演会で席が隣通しになったのは「何

かの縁があったから」。お隣さんと握手しまし

ょう。 

・友達になったのも、なんか引きつけあって集

まってくるから。 

 

○友達 うちに来る子たち 

・うちに来る子たちは、なんか共通点があるから集まってくる。共通点を探し、友達を通じて自

分の子を見ていた。 

・中学生になると悪い子ばかり連れてくる。耳や鼻に穴をあけたり、学ランだったり・・・ 

 

○共通点を探せ 会話のキャッチボール 

・共通点を探すために、その子らに声かけすると、大人と話をするとかっこわるいと思っている
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ので、返事をせん。 

・中学生くらいの時には、キャッチボール（会話）が大事だと思い、直球だけでなくカーブやボ

ールを手渡しをしようと思った。 

・ボールを捕ろうと思うには、どうしたらいいか考えた。 

・「何でそんなに頭、赤いと？」 「はっ？」と笑った。子どもらが興味を持つような質問をした。 

・「耳に針金が入っているけど、どうしたの？」「鼻に針金入っている。鼻に針金入っているのは、

私、牛しか見たことがない」 

・「あなたのうちガス爆発でもしたの？ 頭がチリチリになっているけど？」 

・次に何を言うてくれるか、子どもらはうちに遊びに来ると、私を捜すようになった。 

 

○共通点 心に「傷」 

・憲士郎とその子らの共通点 「心に傷を持っている」 

・傷を隠すためにいろいろな風をし、傷を舐めあうために団体で行動している。その「傷」は、

大人たちが見るとたいしたことのない傷。でも、その子らにとっては大きな傷。 

・父ちゃんが酒を飲んで母ちゃんを殴る ← 「それはあんたの傷ではない、たいした傷ではな

い」と、気づいてあげるとその子は救われる。 

・親が気づいてあげるのが一番だが、傷をわかってあげられる大人が傍に一人居れば救われる。 

・憲士郎 自分が出来が悪かったから、父さんと母さんが離婚したと思っていた。 

・「違う、父さんと母さんの仲が悪かったから離婚したのよ」と、憲士郎に言ってあげた。 

・子どもは、自分のせいではない「傷」を持っている。 

 

○傷を治そう まずは玄関の靴から 

・せっかくうちに来てくれているのだから、傷を治してあげよう。しかし中学生なので、直球で

は受け取ってもらえない。ストレートに言っても、聞いてくれない。 

・これからも他のうちに行くことがあるだろう。「玄関に集まりなさい。グチャ、グチャしとる有

様はなんか？」「泥棒って知っとるか？ 今の泥棒は、（泥棒に）入っちゃったかがわからんと

こに入っとる。泥棒は玄関を見て、グチャグチャしとるところを見つけて（泥棒に）入っとる。

これまで言うてなかったが、おばちゃんは１００万円隠しとる。泥棒に盗られたら、おまえら

のせいじゃ。まえらが補償せぇ。今から百万円貯金をせぇ。それがいやなら、グチャグチャを

直せ！」 

・翌日もグチャグチャ。「泥棒さん、このうちはグチャグチャですよ！」 子どもらは靴を直した。 

・翌日、私が車で帰ってくると、とたんにドタバタと靴を直した。 

・ばあちゃんに、何時に誰が来て、靴を何時に直したかをノートに付けさせた。 

 

○一つ加えてほめる 

・トモが自分の靴や人の靴も直した。そのことだけでなく、もう一つ加えてほめると、その子は

次にもっと良くなく。 

・「おまえ、どこか良いと思うとったが、目がええ」。「あんただけにあげる」とポッキーをあげた。
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「あんただけがポッキーを食べるわけにはいかんので、ほかの子らに恩着せがましく分けてあ

げな」と言うと、「靴を直したから俺だけにくれたポッキー、分けちゃろか」と。 

 

○その子の親の驚き 

・どうやってうちの子に靴を直すことを教えたのか。親戚のうちに行ったとき、自分の靴だけで

なくみんなの靴を直して、「癖でやってしもうた」と。 

・トモ君に報告してあげた。「あなたがよそのうちの靴を直したおかげで、私は何もしていないの

に、私は偉くなってしまいました。あなたのように人の心をつかむ人が、日本の将来を担う、

日本をしょって立つ人です」と。 

・「俺、学校では頭が悪いと言われる」 

・「あなたは頭が悪いのではありません、成績が悪いのです。学校の先生は成績を良くするのが仕

事ですので、成績が悪いことを頭が悪いと思ってしまうのです」 

・「人の心をつかむ人が、リーダーになれる。会ったこともないお母さんが私を偉いと思わせるこ

とが出来た、そんな心をつかむことが出来る人」 

・「あなたも、あなたも、日本をしょって立つかもしれません」 

 

○ひとつ問題が起きた 

・周りの人が、うちを「不良の溜まり場」と言うとる。 

・人は見かけや雰囲気で、その人を色眼鏡で決めつける人がおる。 

・学校の制服が、何で有るか知っとるか。警察が制服着とるのは何でか。生徒や警察だというこ

とがわかるように制服を着とる。 

・子どもらは、自分で悪いと思っとらんけん、直らん。 

・人はフリで評価しとる。コミュニケーションが一番大切。 

・大事な五文字。私は「こんにちは」のつもりだったが、子どもらは「あいさつ、４文字だ！」。

「こんにちは」も含めた「あいさつ。挨拶をすることは、人と人の心を結ぶ第一歩ばい」 

・「こんにちは、今日は暑かねぇ」 

・「実験してみぃ」と子どもらに言った。近所の百姓の人に「こんにちは」 「こんにちは」と言

うと、百姓の人がびっくりするのがおもしろくて、いろいろなところで繰り返した。 

・「吉野さんちに集まる子、あんななりをしているが、ちゃんと挨拶できる良い子やねぇ」とのミ

ッチャンの言葉。 

・中学校の２階の窓から、他の子どもも巻き込んで、「こんにちは」と挨拶を始めた。 

・「勉強はしきらんくせ、あんなことば、さしよって」との先生の言葉。 

・「挨拶運動と言いながら、先生がおるところでしかせんじゃろ」「あれは、先生がおらんところ

でもちゃんと挨拶運動しとる。先生がしきらんことをしとる」との評価。「あれは挨拶運動か。

あん子らは、偉かぁ」 

・子どもらに報告した。あんなにみんなに嫌われている先生の心ば動かした。 

・成績は悪いが、頭は良い子ということがご近所にはわかった。これをよその町にも知らしめた

い。明日学校で他の学校からも先生が集まる研修会がある。あんたらが良い子だということが
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広まる絶好のチャンス。 

 

○先生には挨拶したくない 

・先生には挨拶したくない。上靴に画鋲を入れた人の犯人探しの時、俺はしとらんのに、靴箱の

ところにいた、いつも悪いことをしとると、俺だけでなく、俺の友達も共犯とした。だから先

生には、仕返ししよるけん、挨拶はせん。 

・会社に入ったらいろんな人がおる。好きな人ばかりがおらん。嫌いな人にぶち当たったら、い

つもあんたは逃げて回るのか。好きにならんまでも、うまく回っていくために、挨拶ぐらいせ

ないかん。 

・「こんにちは」が嫌なら、違う言う方がある。どんな嫌いな人とでも挨拶が出来る。 

 

○裏技 

・「来んちゃえ～」 ← 熊本弁で「来なくていい」「く

るな～」 

 聞く人が勝手に「こんにちは」と勘違いする。 

・先生のそばまで行って、「来んちゃえ～」と挨拶。 

・ここの学校の生徒はわざわざ私たちのところに来て挨

拶をする。とても素晴らしいですね。 

・校長先生が、悪ボロたちを呼び、「大きな声で挨拶をし

てくれたおかげで、挨拶の出来る中学校と言われた。ありがとう」。 

・勝手に勘違いしただけやからね。こうやって世の中を渡っていかんとね。 

・学校の先生と上司は自分では決められん。いつになっても、これは使えるけんね。 

 

○ただ飯が食える 

・私が務めている社会協議会 ボランティアを募る時がある。 

・「昼飯ただで食い放題がある。行きたい人！」と、申込用紙を書かせた。 

・申込書には姓名の蘭があり、「姓」と「名前」を書けと説明すると、「性別」と「下の名前」を

書いた。「男 たくみ」「男 憲士郎」「女 喜代美」 

・ボランティア活動だとわかり、「おばちゃん騙したな！」と。「あんたらも、これからは名前や

住所を書くことが何度もあるやろう。何の書類か確認せずに、名前を書いたあんたらがいけな

い。気ぃつけや」 

・いつもは、おとなしい女の子ばっかり連れてきよったのが、悪ボロの子どもらを集めてきた。 

・中学校の校長先生が喜んだ。弁当、饅頭、カレー食い放題。ボランティア先では、学校の成績

なんて関係なく、彼らがやってくれたことに対して「ありがとう」と言うてくれる。 

・夏祭り前のテント張りのボランティアとか。 

 

11:40～11:45 質疑  

女性：大きくなった子どもたちは、どんな仕事、社会貢献していますか。 
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Ａ：中古車屋の雇われ店長、解体屋など。就職して車を買うときがまた大変。誉めてほしくて、車

を見せに来る。バイクを見せに来る。後ろに乗せて走ってもらった。カーブミラーを見ずに走

っていた。「あそこにカーブミラーがあっとやろ。カーブミラーは、自分の視線ば確認するた

めにあっとよ」「自分の視線ば写そうとしたけど、写らんかった」 これで、この子はいつも

カーブミラーを気にして走るようになる。 

子供が産まれると誉めてほしくて、また来る。 

 

11:45～11:47 閉会挨拶 うらきひとみ                 

・吉野先生の話を聞くと、愛と 心と心を結びつけているんだと思いまし

た。今日で講演も３５２回 心を育てているんだなぁと思いました。吉

野さんのまわりにはいっぱい人がいて、追っかけがいて、実際に子育て

をして、小・中・高校生の子育てをしている弟子を育てている。 

・また来年お会いしましょう。 

 

11:47～11:50 黒潮町 みずの                               

・昨年の秋にお会いし、ずっと友達のように感じ、本日の会を楽しみにしていました。 

・吉野さんの本。今日の話はこの本の１／１０ バスガイドから今まで、お父さんとの関係、ホ

ームヘルパーの出会い、２冊を読めば、吉野さんが１００％わかります。 

・この本を読むと熊本弁になります。 

・９月７日黒潮町 ９月８日に四万十市で講演。７日はホームヘルパーとしてお年寄りや障害を

持っている方との出会いの話。また違った吉野さんの魅力に出会えると思います。 

・大月町の町長さんも２冊買いました。 

－ 以上 － 

 

 

 


