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＜あらまし＞ いわゆるモンスターペアレントを気にしすぎて，教育学部の学生が教員に

なりたがらない，教員が離職する，というケースがある．そこで研究者は，モンスターペア

レントに慣れさせたり，周囲の助けを求めても良いと気づかせたり，解決策は一つではない

と気づかせることを目的とした，モンスターペアレント対策ゲームを提案する．４コマ・マ

ンガとペープサート劇を組み合わせたアナログゲームである．そのゲームを 60 名の大学生

に試遊してもらい，アンケートを取った．その結果を報告する． 
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1. はじめに 

公立小学校における平成 28 年度の 17649 人

の離職・退職者のうち，精神疾患による離職は

331 人であり，1.88%を占めている (文科省 

2017) ．定年による退職は 1 回限りであるのに

対し，精神疾患による離職の可能性は毎年ある

ので，無視できない率である．教員が精神疾患

にまで追い込まれる理由の１つにモンスターペ

アレントの対応が挙げられる。 

モンスターペアレントが増加しているかどう

かの調査を尾木は行っており，「モンスターペア

レントの増加は紛れもない事実のようである．」

と結論している．(尾木 2008)． 

そこで本研究では，将来，教育者を目指す学

生に向け，４コマ・マンガとペープサート(紙人

形)を組合わせたゲーム「むりやりハッピーエン

ド」を開発した． 

 

2. 「むりやりハッピーエンド」概要 

本章ではモンスターペアレント対策ゲーム

「むりやりハッピーエンド」のルールや，ゲー

ムを考えた経緯を説明する． 

 

2.1. ルール 

3 人で 1 班となる．各班に，４コマ・マンガ

が配られる．1 コマ目はモンペのクレームが書

いてある．(クレームの内容は各班で異なる) 4

コマ目はモンペと教師が，どちらもハッピーに

なっている絵がある．(図 1に例を示す) 

図 1 各班に与えた４コマ・マンガの例 

班の 3 人で話し，15 分でマンガを完成させ

る．このマンガは，後の人形劇の台本となるも

ので，観客に見せるものではなく，絵が下手で

も問題ないとゲーム参加者に伝えた． 

ストーリーは，ハッピーエンドでさえあれば， 

どんな(ムチャな)話でもかまわない．図 2 は，

実験参加者に示した例である． 

図 2 ４コマ・マンガを埋めた例 

マンガが完成したらペープサートで実演する．

ペープサートは 12 本ある(図 3)．親，教師，児



童，校長)が 8本ある． 

 

図 3 親，教師，児童，校長 

また特に役割を決めていない成人が 2 本あり

(図 4)，さらに白紙(好きな人物，その他を描い

てよい) が 2本ある(図 5)． 

図 4 役割未定の登場人物 

図 5 2 本の白紙ペープサート 

ペープサートをぜんぶ使う必要はない．親，

教師，児童，校長はどちらの性別も用意した

が，好きに使ってかまわない． 

ペープサートは，表と裏で表情が違う．親は

「怒り顔」と「笑顔」であり(図 6)，その他は

「困り顔」と「笑顔」である(図 7)． 

実演するときは，「観客に見せている顔」を

意識するよう伝えた． 

 

図 6 表面の「怒り顔」と裏面の「笑顔」 

 

図 7 表面の「困り顔」と裏面の「笑顔」 

「役割を特定していない人」は、役割を顔の

上の枠に書き込むように指示した(図 8)． 

図 8 役柄の記入 

「白紙」には，何を描いても良い．ただ，絵

がわかりにくい場合があるので，それが何か，

枠に書き込むよう指示した(図 9)． 

図 9 白紙ペープサートの記入例 

ペープサートではアドリブを入れるなど，４

コマ・マンガどおりに演じなくても良い．見終

わったら，「悪い」と思ったら「拍手」，「良

い」と思ったら「拍手」＋「ブラボー」をする

こと，と指示した．なお「良い」「悪い」の判

断基準は，「自分の班と比べて」である．「良

い」か「悪い」かは，班で統一の見解を示すの

ではなく，個人で判断する．もちろん自分たち

の班に拍手やブラボーをしてはいけない． 

「ブラボー」がいちばん多かった班の勝ちで

ある．どの班がいちばん「ブラボー」が多かっ

たかは，感覚で判断する．判断が難しいときだ

け，審判(実験者)が判断する． 

A～E 班，F～J 班の，2グループに別れて行

う．つまり各班，1回演じ，4回，観ることに

なる． 

各グループの勝者同士で決勝戦を行う．決勝

戦の優勝チームと準優勝チームには，賞品(優



勝チームはハーゲンダッツのアイス券＋吉野家

の牛丼券，準優勝はハーゲンダッツのアイス券

を，それぞれ各チームの人数分)を与えた． 

 

2.2. ルール作成時に考えたこと 

ゲームのルール作成にあたり研究者が考えた

ことは以下である． 

・やっていて楽しい気分になること 

・モンスターペアレント自身がゲームを見て

も，あまり不愉快でないようにすること 

・教室内で，コンピュータや特別な装置なし

にできること 

・必要な機材と手間が極小なこと(A4 紙とホ

ッチキスだけでできる) 

・Web で配布できること(棒も A4 紙を丸め

ることで作ることが可能である) 

・ルールが複雑でないこと 

・点数や順位付けには，それほどこだわらな

いこと 

・現実にモンスターペアレントへの対応力が

付くかを重視しない．それはゲームとは別に，

授業中に過去の事例研究やディスカッションで

学ぶことを想定している 

・解決策は(奇想天外と思われるものでも)必

ずあり，どんなときも絶望して欲しくないこと 

・モンスターペアレンツ vs 自分，ではな

く，校長・子供・同僚など，他にもプレイヤー

がたくさんいると気づかせること 

 

3. 実験の方法 

実験は 2017 年 10 月 15 日(日)に都内の私立

大学で行った(写真 1)． 

写真 1 実験中の風景 

実験参加者は都内近郊の大学に在学する，大

学生男女 15名ずつ計 30名✕2群，計 60名で，

実験を行った時刻は 14:40-15:40 (D 群 )と

15:50-16:50 (C 群)である．なお 2群に分けたの

は教室サイズの都合であり，実験条件を変えた

わけではない． 

実験に用いたものは，「むりやりハッピーエン

ド」のゲームキット一式，マークシート式の事

前調査アンケート用紙と事後アンケート用紙で

ある． 

1.1 実験のスケジュール 

実験スケジュールを表 1に示す．合計で 60分

である． 

表 1 実験スケジュール 

時間 内容 

10 分 ルールの説明 

5 分 事前アンケートの記入 

15 分 各班に分かれて相談し， 

４コマ・マンガを埋める 

15 分 ペープサート実演 

5 分 決勝戦 

10 分 事後アンケートの記入 

1.2 事前アンケート項目 

事前アンケートは全 30 問である．問 1～問

20 までは， 

問 01．このゲームは面白そうだ 

問 02．このゲームはルールが複雑すぎるよう

だ 

といったゲームのルール説明を聞いたときの

印象を尋ねた．また問 21～問 26 までは 

問 21. 私は将来，教員になることを目指してい

る 

といった，個人の属性について尋ねた．問 27

～問 30 までは、「Q27.モンペに対応する教員は

かわいそうだと思う」といった、教員やモンペ

に対する意識を聞く、事前・事後と共通の質問

である。(ただし事後では問 21～問 24 となる) 

1.3 事後アンケート項目 

事後アンケートは全 24 問で，マークセンス

の 5 択・択一で回答させた．問 1～問 20 まで

は，事前アンケートと基本的に同一で，ゲーム

体験前後での印象の差を調べることを目的とし

ている．問 21～問 24 の設問は以下である． 

問 21．モンペに対応する教員はかわいそうだ

と思う 

問 22．私は時としてモンペに対応することも

ある仕事にはつきたくない 



問 23．モンペ側の主張にもそれなりの事情が

あり，同情できる 

問 24．モンペ側の主張にもそれなりの事情が

あり，共感できる 

また自由記述として，「この質問紙の裏面

に，このゲームをした感想，改良するためのア

イデアなど，自由に書いてください．」と質問

紙の最後に書いた． 

 

4. 実験結果と考察 

事前アンケートと事後アンケートで質問内容

がほぼ同一だった，Q1～Q20 の差が大きい順

にソートし，t検定(両側，対応あり)の結果，

1%有意，5%有意であったものを，事前-事後

の降順にソートした表 2に示す． 

 

表 2 事後-事前 の差が有意だった質問 

 

表 2の 1%有意な項目からわかることを以下

に示す． 

Q1 より，ゲームを実際に体験することで，

事前説明を聞いたときよりも，より面白さが実

感したことがわかる．Q12 より，モンペの過

去の事例を学ぶより，このゲームをした方が面

白いと事後に実感することがわかった．Q6よ

り，このゲームを実際にすると，嫌な気分にな

ることが事前の予想よりも少ない，ということ

がわかる．その他の項目についても，概してこ

のゲームに関しては肯定的な変化が多い． 

自由記述からは，「ブラボーと言うのはみん

抵抗がある」という意見が 2 件あった．実際に

ゲーム中でもほとんど「ブラボー」の声はな

く，急遽，拍手の音の大きさで勝者を決定す

る，というルールに変更した．  

また自由記述からは「このゲームをしただけ

では，本当にモンスターペアレントに対応する

力がつくかは疑問」という意見が 3件あった．

これは，現実の授業では過去の事例から学びデ

ィスカッションする，といった授業も併用する

必要があることを示していると考える． 

 

5. おわりに 

モンスターペアレントに慣れるための，４コ

マ・マンガとペープサート劇を組み合わせたゲ

ームを 60 名の大学生に試遊してもらった．そ

の結果，提案したゲーム「むりやりハッピーエ

ンド」は，アンケートの事前・事後の変化を見

ても「面白い」「ルールが簡単」など，概して肯

定的な結果が得られた． 
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変化 質問 事後-事前 事前 事後 p値 有意

Q1.このゲーム

は面白かった
0.67 3.33 4.00 0.00% 1%有意

Q18.モンペの

クレーム内容

も、自分で決

められるほう

がよさそうだ

0.43 2.30 2.73 1.19% 5%有意

Q29.モンペ側

の主張にもそ

れなりの事情

があり、同情

できる

0.37 2.35 2.72 1.64% 5%有意

Q2.このゲーム

はルールが複

雑すぎるよう

だ/すぎる

-0.27 2.28 2.02 3.78% 5%有意

Q20.このゲー

ムのセリフを

考えるとき

は、3人ではな

く1人で考えた

い

-0.30 2.48 2.18 3.78% 5%有意

Q13.このゲー

ムをするよ

り、モンペの

過去の事例を

学んだ方がモ

ンペ対応に役

立ちそうだ

-0.37 3.78 3.42 0.50% 5%有意

Q12.このゲー

ムをするよ

り、モンペの

過去の事例を

学んだ方が面

白そうだ

-0.53 3.50 2.97 0.08% 1%有意

Q6.このゲーム

をやっている

と、嫌な気分

になりそうだ/

なった

-0.60 2.38 1.78 0.00% 1%有意
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