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不登校を認めていいのか

もの希望を否定することも
できません。どうすればい
いのか、モヤモヤした気持
ちですごす日々が続きまし
た。結局、息子はシューレに
入りました。そして私はシ
ューレの保護者会に参加す
ることが多くなったのです
が、その保護者会をきっか
けに、私の考えが変わって
いったんです。
私は不登校は病気のよう
なものだと思っていたので
すが、病気ではないという
こと。それから、特別なこと
ではなく一つの成長の過程
である、ということ。そうい
ったことを代表の奥地さん
やほかのスタッフの話を聞
くなかで知りました。また、
ほかの親御さんや卒業した
子どもがどのように成長し
ていったかを聞くうちに、
私自身が歩んできた道は非
常に細い道だったんだな、
と思うようになりました。

いまの幸せ
感じる力を
私が不登校を認めるよう
になったころから、息子の
表情がやわらいで、笑顔が
もどってきました。息子は
そのあと、行ったり行かな
かったりではありますが、
シューレに通っ ていまし
た。また、うちの子は将棋が

大好きで、棋士の羽生善治
さんがシューレに来てくだ
さったことがあり、そのと
き羽生さんと将棋を指すと
いう経験をさせていただい
たんです。それからは目の
色が変わって、ずっと将棋
をやっています。この先ど
うなるのかという不安はあ
りますが、いまは「なるよう
になる」と思っています。
いま、私と同じ、不登校の
子どもをもつお父さんに伝
えたいことがあります。子
どもの不登校に出会うと、
最初はおどろいたり、叱っ
たりするのは、しかたがな
いことかもしれません。し
かし、
「子どもが笑顔になる
ために何をすべきか」とい
うことを最優先に考えてい
ただきたいと思います。
もう一つは、
「将来この子
はどうなるんだろう」とい
う漠然とした不安におそわ
れて、今日を笑うことがで
きない、というのはとても
もったいないことです。今
日笑うことができる、とい
うのは一つの技術、一つの
力だと思います。
「幸せにな
るためにどうすればいいの
か」と嘆くのではなく、
「い
まここにある幸せを感じる
力」を身につけていってい
ただけたらいいんじゃない
かと、思っています。（了）
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いてみるか」という気持ち
で見に行きました。
文化祭に行ってみると、
スタッフの方たちは、前の
めりでもなく、慇懃 でもな
く、ふつうに笑顔で子ども
にも私にも話をしてくれま
した。シューレの子どもた
ちも楽しそうに売店をやっ
たり楽器を弾いたりしてい
ました。息子もなにかを感
じ取ったんだと思います。
帰り道の途中で「お父さん、
僕はここに行く」とはっき
り言いました。
しかし私は「よかったな」
と素直には思えませんでし
た。シューレに行くという
ことは息子の不登校を認め
ることになります。シュー
レに通ったら息子はもう不
登校というカテゴリーから
出てこれなくなってしまう
んじゃないか、という気持
ちもありました。息子の不
登校を肯定できない気持ち
が、私のなかにまだ根強く
あったんです。しかし子ど

いまならわかる

“
笑顔”最優先でいい

ＷＥＢ版『
不登校新聞』

◎連載タイトル一覧
「学校との連絡、
どこまで？」
「不登校と卒業」
「年末の過ごし方」
「ゲームについて」
「家庭内暴力への接し方」
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「大学の不登校」
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な
「不登校と義務教育」
ど 全23本
ＷＥＢマガジンで上記の記事は、
いつ
でも読むことができます。

“
行かなくていい”と言いつつも…
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月 日～ 日、東京・早稲田にて「登校拒否・不登校 だつ気持ちになったことも
ｎ
を考える夏の全国合宿
が開催された。 ありました。
ｉ 東京」
今号では 日に行なわれたプログラム「父親シンポジウ
息子の苦しさに
ム～父親だって、悩んでいます」の抄録を掲載する。掲載
するのは、 名の登壇者のうち、大橋泰之さん（ 歳）、堀 ショックを受けて
あるとき、子どもが家に
口将さん（ 歳）両名のお話。
いないので、
「めずらしく学
いま 歳になる息子の父 息子が教えてくれました。 校に行ったのかな」と思っ
です。息子は、小学校の低学 そして息子は小 の夏休み たら、息子がクローゼット
年のころは楽しくすごして 前から学校に行ったり行か のなかに閉じこもって泣い
いるようでした。しかしだ なかったりの状態になりま ていたんです。これには頭
んだん学年が上がってくる した。
をガーンとなぐられたよう
と友だちとの距離が出てき
私自身は「学校が楽しく なショックを受けました。
たようです。だいぶあとに てしょうがなかった」とい 「そこまで苦しいのか」と。
なってから、ある一人の子 う人間でした。ですから、学 そのときに思ったのは、
「自
からいじめられていた、と 校に行きたくない、という 分がやっていたことはすべ
こと自体がまったく理解で てまちがっていたんだ」と
きませんでした。学校は、私 いうことです。つらそうな
の通勤する途中にあったも 息子を見て、私も本心では
のですから、朝起きてこな なかったんですが「学校に
いとか、トイレから出てこ 行かなくていいよ、行きた
ないとか、頭が痛いとか言 くなったらいけばいいよ」
い始めると、
「今日はいっし と、口では言うようになり
ょに行こう」と、努めて明る ました。
く言って息子を引っ張って
その後、妻が小学校の先
行っていました。私はこう 生から「選択肢の つ」とし
て、
「フリースクール東京シ
することが正しいと
％ 信じ切っていました。 ューレ」をすすめられたん
息子のために、とてもいい です。インターネットで東
ことをしている、と。
京シューレを調べると、不
妻は私とはちがって、
「無 登校を肯定している、私か
理して行かなくていいよ」 らすれば怪しい団体でし
というような対応でした。 た。しかし妻が 月に行な
私は「なにを能天気なこと われる東京シューレ葛飾中
を」と思っていました。
「 な 学校の文化祭に行ってみよ
るようになるわよ」と達観 うかと言うので、私として
「 まあ、のぞくだけのぞ
している彼女を見て、いら は、
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父親シンポジウム抄録

父親だって、
悩んでいます
主催 登校拒否・
不登校を考える全国ネットワーク

ＷＥＢ版『
不登校新聞』 連載も初回から読み返し可

