


1

もくじと使い方はじめに
～イクメン道場入門～

　楽しく子育て笑顔かがやくまち――たかまつ

　高松市では、まち全体で子育て・子育ちを支援し、たくさんの笑顔がかがやく

まちづくりを目指し、総合的な子育て支援施策に取り組んでいます。

　様々な子育て支援施策を実施するなかで、男性が自主的に地域・家庭生活に参

画し、これまでの職場中心の意識やライフスタイルを転換するような取組みが必

要とされ、働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の推進が求められています。

　そこで高松市では、パパとして「子育て」をしていることに喜びを感じる男性

を応援したい！という気持ちで、四国初の父親手帳である『たかまつ父親手帳

イクメン道場』を作成しました。

　イクメンとは、子育てを楽しみ、子育てに積極的に取り組むことで自分自身も

成長する男性のこと、また、将来そんな人生を送ろうと考えている男性のことを

いいます。

　子どもは、日を追うごとに成長していきます。

「できることからで、かまわない。」

「今しかできないこと、今だからこそできることをやっていこう。」

そんな気持ちをもって、子どもの成長と共に感じる苦労を、また子どもを授かっ

たからこそ感じる幸せをママと一緒に分かち合い、子育てを楽しんでください。

　赤ちゃんの笑顔には、ママの笑顔が必要！ママの笑顔には、パパの笑顔が必要！

お互いの思いやりで楽しい家庭を目指していきましょう。

さあ、あなたもイクメン道場へ入門です！

　はじめに 
❶もくじ
❷めざせイクメン！ワークライフバランス宣言　まんが
❻高松イクメン会議
❿ PAPA になったら　何をしたらいいの？
　　　　　　　　　　香川のママ 200 人に聞きました！

�高松イクメン会議のみなさん ― 編集後記 ―
� IKUMEN 高松市内の父親サークル紹介
�パパの子育てお役立ちサイト
　おわりに

�病気やけがの記録
�かかりつけ医を記入しましょう

⓬妊娠中～出産 part １
⓮妊娠中～出産 part ２

⓰０歳　０か月～３か月
⓲０歳　４か月～７か月
⓴０歳　８か月～11か月

WLB記入シート
�育児休業中・専業主婦（夫）がいる場合
�共働き夫婦の場合

�おでかけ編
　�イクメンおでかけ体験記
�料理編
　�今日はパパがお料理当番！　しっぽくうどん
　�今日はパパがお料理当番！　カレー
　�今日はパパがお料理当番！　マンバのけんちゃん
� PAPA の実感　体験記
�仕事と家庭編
　�パパ・ママ育休プラス など

目指せイクメン！ ワーク・ライフ・バランス宣言

�１歳

�２歳
�MAMA のホンネ　アンケート

初段

二段

六段

五段

三段

四段

�妊娠中　　�出産直前　　�お誕生　　�３か月　　�６か月　　
�１歳　　�２歳　　�３歳

�～�育児の記録・成長の記録
NOTE

NOTE

ワーク・ライフ・

バランスに基づいて、

子どものいる生活を

記録しましょう。

たのもーっ
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岡下　一人前に育てられるのかどうか、

心配になりました。病気したらどうしよ

う？とか、思春期になってグレたらどう

しよう？とか、やたら不安でしたね。

好井　僕もそうです。もし病気や障がい

を持って生まれたら、ちゃんと育てられ

るのか？どんな子に育つのか？とか。

―― 生まれる前からずいぶん先のこと
まで、心配してたんですね。女性は妊娠
すると、出産への不安が大きいものです
が、男性は生まれた後の不安へ一足飛び
ですね。

末原　今は３人の子どもに恵まれていま

すが、１人目のときは、生まれてから夜

泣きしたらどうしよう…って、やはり先

のことで不安でした。赤ちゃんはしゃべ

れないから、何を言っているのか分から

ない、そんな子と２人きりにされたらど

うしよう？というのも、考えました。

―― 夜泣きは、経験者から話を聞くと、
大変そうですもんね。
吉坂　私も夜泣きのことが不安でした。

うちの場合、妻は一度眠ると朝までぐっ

すり！というタイプだったので、赤ちゃ

んが泣いても、妻は起きないんじゃない

かっていう不安ですが…（笑）。

―― で、生まれてからは、どうでしたか？

父親の育児にはミッションが必要だ！

高松 会議

子どもが生まれると分かって、
何か変わった？

吉坂　それが、ちゃーんと起きるんです

よ。「お母さんは偉い！」。あれこれ先回

りして心配ばかりしても、仕方ないと思

いました。

吉坂　そうそう、パパママ学級は参加し

ました。けっこう楽しかった。というの

も、妊娠や出産、赤ちゃんのことなんて

何も知りませんから、すべてが新しい情

報なので、興味がわきました。知的欲求

を満たしてくれるので、参加はおすすめ

です。

岡下　ネットでいろいろ調べましたよ。

今でも病気や絵本のことなど、気になる

ことはネットで調べてみます。父親の育

児についても、ブログやイクメンのサイ

トもあって、つい読んでしまう（笑）。

森田　1 人目のときは仕事も忙しくて、

生まれる前に勉強するのは妻の役目と、

割りきってました。「生まれてから、が

んばるわー」と…。

好井　出産する病院で開催された「パパ

ママ学級」に参加しました。自分で行き

たいと思って、妻と一緒に行きました。

そこで習ったことがそのまま役立つわけ

じゃないけど、出産や育児のことをなん

となく頭で理解した気になって、安心で

きました。分娩室や夜間の入口などを見

せてもらったので、出産が現実的になっ

たのも良かったかも。

森田　生まれる前に、妻や妻の母親か

ら「赤ちゃんが生まれたら、手伝わない

かんよー」と刷り込まれていたので、最

初から自分も関わるんだという意識は高

かったですね。夫婦で始める子育ては、

スタート地点が一緒なので、父親も出遅

れないように積極的に関わるといいと思

います。

―― そうはいっても、平日は仕事で週
末は育児では疲れたでしょう？
森田　はい、それはもう。でも、それ以

上に、産後みるみるやつれていく妻を目

の当たりにして、やらざるを得ないって

四国初の父親手帳制作が決まった平成 22 年 12 月某日。制作スタッフに手を挙げた父親
たちによる「高松イクメン会議」が開催されました。昼間は母と子でにぎわう「わはは・
ひろば高松」に、仕事帰りのスーツ姿やカジュアルな服装の男性 7 名が集合。予想通り、
名刺交換から始まりましたが、自己紹介が終わる頃には初対面とは思えないくらい、座が
盛り上がっていきました。どんな「父親手帳」があったらよいか、などをテーマに会議は
進行します。

育児の情報はどうやって得た？

子育てや家事は、していますか？
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いうか。夜は妻と交代で赤ちゃんのお世

話をしましたよ。まずは、自分のことは

自立しなくちゃと思って、アイロンがけ

や料理も始めました。

―― アイロンがけですか！女性でも苦
手とか面倒くさいと敬遠しがちですが。
森田　何枚もアイロンがけしていると、

ビシーっとしたシャツが並ぶじゃないで

すか。それがいいんですよね～。成果が

目に見えるから、達成感ありますよ。

―― さて、真部さんは 1 年間の育児休
暇を取得されたそうですが、いかがでし
たか？
真部　フルタイムで家事と育児にどっぷ

り関わった 1 年間は、貴重な経験でし

た。車が 1 台しかなく妻が通勤に使う

ので、育児休暇を取るにあたって、自転

車と前に取り付ける子ども乗せを買いま

した。かなりのがに股でペダルを一生懸

命踏みながら、1 年間毎日のようにお出

かけしました。産直とスーパーをはしご

して、近所の公園で遊んでから帰るとい

う、非常にマンネリ化したお出かけでし

たが、いつまでも良い思い出です。

―― 充実した1年だったのですね。困っ
たことは？
真部　公園に行っても、子育てサークル

や親子のひろばのような場所に行っても、

女性ばかりで誰も近寄ってきません。一

日中、まだしゃべらない子ども相手なの

で、大人同士で会話したかったけれど、

グループには声をかけにくいですし。輪

に入っていないお母さんと子どもを見つ

けて、寄って行くのですが、距離が縮ま

らない（笑）。「パパ友」がほしかったです。

好井　子どもはもうすぐ 1 歳になるん

ですが、まだうんちのときにオムツを替

えたことがないんで、そのせいか妻は一

人で出かけないですね。

―― それは安心して子守を任せられな
いからでは？
好井　そうなんですかねー。５か月くら

いのとき、妻が結婚式に出席するために

５時間ほど留守にしたときは、不安でし

た。ミルクは嫌がって飲まなかったので、

飲まず食わずの状態。妻が帰ってくるの

を今か今かと待ち望みました。

吉坂　うちもそうでした。娘にお母さん

がいないことを意識させまいとドライブ

に連れ出してごまかすことに。やがて寝

はじめたので、起きないように長く、遠

く、車を走らせ続けました。早く妻に帰っ

てきてほしかった。

あ、でも私はオムツ替えは大丈夫（笑）。

替えなきゃならない場面に遭遇したら、

やるしかない！やればできるようになる

ので、あまり心配することはないです。

妻が自由な時間を過ごせる
ように配慮している？

真部　今日は初めて男性に育児休暇の体

験を具体的に話しました。父親同士で育

児の話をするのも新鮮だったし、楽しい

ものですね。

好井　子育てのことや、父親のかかわり

について、同世代のお父さんたちと話を

してみたいと思っていたので、よい機会

になりました。

末原　上の子は小学生なので、PTA役員

になることにしました。これも一つの

ミッションかな。地域のお父さんたちと

も知り合う機会になると期待しています。

吉坂　人間を育てるのは大変なことです

が、子育ては楽しいこともたくさんあり

ます。そんな楽しいところを発見してほ

しいですね。

―― 最後に父親の仲間づくりや感想な
どをお願いします。
岡下　父親の仲間づくりって結構難しい

のかなと思います。保育園で顔を合わせ

ても父親同士は打ち解けません。同級生

や仲間内では子どもの話題で盛り上がる

んですが。

森田　参観日や運動会などに行っても、

母親同士は話をしていますが、父親は身

の置き場がないと感じます。ビデオ記録

係など、明確なミッションがあれば、積

極的にその場に参加できると思います。

ミッションがあれば、話もしやすいです。

松本　ミッションというのはいいですね。

確かに、保護者の会で役について会議を

したり、活動したりするうちに、お父さ

ん同士も仲良くなりますよね。行事の準

備や当日の役割分担、その後の打ち上

げ！ 一緒に盛り上がるほうが楽しいで

すから。

父親の仲間づくりや育児には
ミッションが必要だ！！

高松イクメン会議 出席者（敬称略）

岡 下…５歳と０歳の娘、妻の両親と姉の大家族。
末 原…４月から４年生と２年生、もうすぐ１歳の３人のパパ。
松 本…６歳、３歳、０歳の三人娘のパパであり、子どもの発達の専門家。
真 部…７歳と３歳の子どもがいます。１年間の育休経験あり。
森 田…８歳の娘と５歳の息子と週末に料理しています。
好 井…４月に１歳になる息子と育休から復帰する妻との３人家族。
吉 坂…40歳すぎて授かった愛娘とカワイイ妻がいます。



※ 2011年 1 月に行った携帯メールアンケートの結果をもとに作成しています。回答者数 204名。
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　　なったら 何をしたらいいの？ 香川のママ200人に聞きました！
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妊娠中夫に「してもらってうれしかったこと」と
「してほしかったこと」を比較しました。

★重い荷物を持つ
★気配りやいたわり
★上の子の世話

★部屋の掃除
★料理と後片付け

●妊娠中は、気分にむらがあったり、

急に悲しくなって泣いてしまったりす

ることがあったが、そういうときにそ

ばに寄り添ってくれると、すごく安心

できた。

●無理するなよ！っというやさしい声

かけをたくさんしてくれてましたよ。

気持ちがすごく楽になり安心できまし

たね。

●料理を作ってくれるのはうれしいけど、するなら片

づけまでやってほしい。後片付けのほうが大変。夜遅

く帰ってきて、食べた食器がテーブルの上に置きっぱ

なし。せめて水につけておいて！

●自分の出したもの、使ったものは自分で片付けて。

●帰宅が遅いので、とにかく早く帰ってきてほし

かった。私は、妊娠を機に仕事を辞めたので、退職

してすぐは、ひとりきりで家にいることが大変苦痛

だったので。

気配り（体をいた
わる、話を聞く等）

つわりの間の
食事の準備

日々の買い物

重い荷物を持つ

一緒にベビー用品
を買いに行く

マタニティ教室への
参加

タバコをやめる

お酒をやめる

上の子の世話

144

53

54

149

101

51

28

2

101

116

78

38

40

27

34

63

10

76

オムツ替え

着替え

ミルク

離乳食を作る、
食べさせる　

お風呂にいれる

歯みがき

寝かしつけ

夜泣きのときの対応

子どもと遊ぶ、
子どもとのふれあい　

絵本の読み聞かせ

育児休暇をとる

159

143

87

79

182

83

69

42

163

59

6

46

6

8

15

76

9

63

88

85

20

24

ごみ出し

買い物

洗濯（干す）

洗濯（たたむ）

アイロンがけ

料理（調理）

料理（片付け）

お風呂の掃除

部屋の掃除

家計管理

120

48

69

46

17

33

49

91

48

24

96

12

25

26

7

54

76

97

79

10

うれしかったこと

もっとこんなことも

してくれたら…

家 事
夫が「していること」
と「してほしいこと」
を比較しました。

うれしかったこと
してほしかったこと

していること
してほしいこと

していること
してほしいこと

★つわりの間の食事の準備

★タバコをやめる

もっとこんなこともしてくれたら…

★ごみ出し
★お風呂の掃除
★洗濯（干す）

していること

子育て 夫が「していること」と「してほしいこと」を
比較しました。

★お風呂に入れる
★子どもと遊ぶ
★オムツ替え

★夜泣きのときの対応

★寝かしつけ

●普段は朝も帰りも子どもの

寝顔しかみれないですが、休

みの日は、子どもを公園など

によく連れ出してくれる。

●夜、子どもと２人で寝てく

れています。

●何かあればすぐ駆けつけられる距

離にいてほしい。（我が家は遠方へ

単身赴任しているようなもの）。

●夫婦の会話を増やして 

ほしい。

していることもっとこんなことも

してくれたら…



になる準備PAPA
赤ちゃんの様子BABY

妊婦の体の変化と生活 MAMA

妊婦を支え、子どもを迎える準備を
mission

できることから始めよう。家事をマスター
しようとは思わず、まずは衣服、食器、新聞、
雑誌など、自分が使ったものは片付けよう。

Point1

家族の衣類の収納場所、食器や調理道具の
場所、印鑑や健康保険証からトイレット
ペーパーの保管場所まで、どこに何がある
のか妻に確認しておきましょう。

安定期に入ったら職場に報告しよう。出産予定
日前後や出産後に休む時には、周囲の人の協力
をお願いしておこう。

Point2

Point

自分で自分のことは

伝える
職場や周囲の人に

妊娠～出産 part１

BABY

出産後の入院はもちろん、妊娠中にも切迫
流産・切迫早産や母体の体調変化によって、
妻が緊急入院することもあります。そんな
とき慌てないように【自立した男】に！

■３か月の目安　身長：約8cm /体重：約20g　

８週に入ると四肢の区別ができるようになります。11週には心音も聞こえるよう

になります。

■５か月の目安　身長：約25cm /体重：約250g

髪や爪が生えてきます。もう指シャブリをしたり、クル

クル動きまわったりしているよ。超音波で顔の表情が見

えたり、指や足の動きもよく見えるころ。

●３か月頃

つわりには個人差がありますが、嘔吐が続いて脱水が心配なときは、早めに主治医に相談
しましょう。「つわりなんて病気じゃないのに」という、家族の無理解な態度はママのス
トレスに！ 妊娠の喜びと不安の間で心が揺れて、気持ちが不安定になりやすい時期。

●５～６か月頃

「胎動（たいどう）」を感じ始めるころ。動いているときは、パパがおなかに手を当ててもわ
かるようになります。もう耳も聞こえるので、パパも話しかけて声を聞かせてあげましょう。

妊娠中のsexは、怖がってむやみに避けることはありませんが、妊娠初期や妊娠末期
は控えめにしましょう。

出産後数年間は子ども中心の生活。妻の体調が
良ければ、自由に出かけられる今のうちに夫婦
２人で近くにおでかけしたり、外食や映画など
を楽しんでおくといいですよ。

Point

大人時間で心の充電を
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になる準備PAPA

赤ちゃんの様子BABY

妊婦の体の変化と生活 MAMA

妊婦を支え、子どもを迎える準備を
mission

妊娠中であってもsexはママの体調に合わせるならば
可能です。ただし、切迫流産・切迫早産で安静を指示
されているなら控えましょう。

立ち会い出産が可能かどうか主治医に
確認しよう。そのうえで、必要ならマ
タニティー講習などに参加しましょう。

Point1

Point1

sexを控えている時は、スキンシップを！
たとえば背中や腰などのマッサージ。

「もむ」のではなく、「押す」ように。
ママの気持ちもリラックス。

立ち会わなくても、陣痛で苦しむママ
の背中や腰をさすったり、手を握って
励ましたりしてあげましょう。

おなかを圧迫するようなことは避けて、
自分本位にならないように。
ママへの気遣いを忘れずに。

Point2

Point2

Point3

相互理解で妊娠中のsexは

出産に向けて

妊娠～出産

病院主催のマタニティー講習に参加し

ました。お産の時の心構えやベビーバ

スを使った沐浴の方法を学習。７組く

らいの夫婦が来ていて、お産に対して

不安なことや出産後の子育てについて

などを話し合う時間もあって、有意義

に過ごすことができました。�（好パパ）

part２

マタニティー講習に参加

■７か月の目安　身長：約36cm /体重：約1,000g

お腹の中で手足を伸ばしたときに、胎動を感じるようになります。超音波で性別が

確認できるのもこの頃。

■８か月の目安　身長：約40cm /体重：約1,400g

内臓や手足の器官がほぼ完成。動き回っていた赤ちゃんも大きくなり、そろそろ頭

を下に安定してきます。

■９～１０か月の目安　身長：約45cm～ 50cm /体重：約2,000g～ 3,000g

超音波ではわかりにくいけれど、脂肪がついて少しふっくらとし、表情が出てきます。

もうすっかり赤ちゃんです。

●７か月頃

大きくなった子宮が胃を圧迫！ １度に食べられる量が減ったり、仰向け寝が苦しくなっ
たり。パパの立ち会い分娩を希望する時は早めに伝えて、両親教室がある場合には、ぜひ
夫婦２人で参加しましょう。

●９～１０か月頃

胃がもたれたり、動悸や息切れがしたり、精神的な不安感が強くなることも…。「赤ちゃ
んは元気に生まれるか」「平日は自分一人で赤ちゃんの世話ができるか」など、心配はつき
ません。パパはうなずくだけでもいいからママの話にしっかり耳を傾けましょう。

長女が生まれる時は運良く誕生の瞬間に立ち会うことができたのだが、慣れない出来

事に失敗の連続。分娩室に入る時に、着るように手渡された手術着は前後ろ反対。妻

から陣痛室に置き忘れた眼鏡を持ってくるように何度も頼まれたのに、気が動転して

いたのかその声が全く聞こえず、妻はわが子の誕生の瞬間がぼんやりとしか見えな

かったそうだ。苦しむ妻に何をしてあげればよいかわからず、お産の終了までほとんど

突っ立っているだけ。自分の無力さをひしひしと感じた。それでも長女の産声を聞いた

瞬間は、何とも言いがたい感動を覚え、その瞬間に立ち会えただけでも良かった。（岡）

気が動転した立ち会い出産
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の子育てPAPA
成長と生活BABY

体調と生活 MAMA

育児の苦労を妻と一緒に分かち合う
mission

０か月～３か月

★最初は首が座っていないので、体
も頭も洗うのが大変でした。10
か月の今では、ママと入るとき
より楽しそう。� （かい）

★夜は妻が授乳、私がオムツ替えを担
当し、苦労を分け合ったので、その
後の夫婦関係も良好。� （大西成俊）

★手際が悪いと妻に言われたが、妻の
実家ではほめてもらえた。�
� （おこめちゃん）

★娘のオムツ替え中におしっこをされ
て、大変な思いをした。�
� （あゆなのパパ）

まずは赤ちゃんの湯上がりに着せる肌着と服を
セットして（イラスト参照）、オムツとタオルを
用意。自分だけ先に入らず、ママと連携すること。

うんちの時も躊躇せず、失敗を恐れず！
回数をこなすことで上達できる。

Point1

Point1

湯温の管理は温度計で。
大人の適温は赤ちゃんには
熱いので注意。
赤ちゃんがびっくりしないように、
首と股を支えて、足からゆっくりお湯につけてあげて。

オムツ交換中のうんち・おしっこに備えて、
オムツを外す前にティッシュやおしりふき
やタオルなどを、周りに置いておくと慌て
ない。

Point2

Point2

おふろに入れる

オムツを替える

０歳

38℃くらい

あくまでも一例です。赤ちゃんによって異なります。
またその日の体調やきげんによっても異なります。

■新生児のうちは、昼夜の区別なく【睡眠→起きたらオムツ替え→授乳・げっぷ

→排泄→オムツ替え→寝かしつけ】の繰り返しです。その間に着替えや沐浴をしま

す。赤ちゃんとは、遊ぶというより、赤ちゃんのお世話をするたびに声をかけたり、

見つめたり、体に触ったりすることで、触れ合っていきましょう。

■抱っこして眠ったのでベッドや布団に寝かせようとす

ると、泣き出す赤ちゃんもいます。抱きぐせがつくので

はと心配せず、できるだけ抱いてあげるようにしましょ

う。布団に寝かすときには、抱かれている感触や温もり

を感じ、安心できる状態のまま、そっと寝かせましょう。

■３、４か月頃の健診では、身長、体重などの身体発育

の他、首のすわりや視覚、聴覚などの発達を確認します。

心配事は事前にメモをして行くと、忘れずに質問できます。

体は出産時のダメージを回復していくとき。育児に慣れていないために、失敗したり時間
がかかったりして、家事を十分にできないことも。気分的にも浮き沈みが激しい時期。パ
パは帰ってきたら、疲れていても、ママの話を聞いてあげましょう。

体の回復には２か月かかることも。sex 再開は焦らず、ママの気持ちを尊重して♪

★抱っこしていて、そのまま眠った
とき、うれしかった。�（上西智也）

★おなかの上で寝かしつけると、す
ぐに寝てくれた！� （1188）

泣いたら抱っこ？ それから、オムツ？
眠い？おなかすいた？と試してみて。
それでも泣きやまないときは、抱っこし
てあやしながら、赤ちゃんが落ち着くの
を待とう。

Point

あやす子どもを
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の子育てPAPA
成長と生活BABY

体調と生活 MAMA

今できる子育ては一度しかない
mission

４か月～７か月

★母親がいると気になって、あやしてもうまく
いきませんが、休日に子どもと二人で留守番
したり、お出かけしたりできたときは、う
れしいです。� （Ｈｉｒｏｍｕｎｍｕｎ）

★離乳食を作る際にとにかく役に立っ
たのが、フリージングでした。中で
も、手作りふりかけ、うらごし状の
コーン缶、トマト缶が特に役立ちま
した。� （真部）

★楽しみながら離乳食を与えはじめた
頃、妻が暗い顔して言いました。「虫
歯がうつるっていうけん、大人と同
じスプーンで食べさせないで」と。
早く教えてヨ。� （たいちゃん）

お天気のいい日には赤ちゃんとお散歩
しよう。抱いて、語りかけながら、歩
くだけもOK。

ママやパパがおいしそうに物を食べて
いるところを見せよう。

Point1

Point1

何をして遊べばいいか迷ったら、
「いない�いない�ばあ」。見えなく
なった顔が、期待通りに「ばあ」
と出てくると喜びます。

食べさせるもの、食べさせ方は、ママに
教えてもらって、パパもトライ！

Point2

Point2

離乳食を楽しむ

遊ぶ赤ちゃんと

０歳

いない

　　いない
ばぁ

あくまでも一例です。赤ちゃんによって異なります。
またその日の体調やきげんによっても異なります。

■首がすわり、寝返り、おすわりなど、月を追うごとにからだの発達が感じられます。

■昼に起きている時間が長くなり、パパも一緒に遊べる時間が増えます。夜はま

とめて眠る子もいれば、何回も目を覚ます子もいます。夜泣きも多い頃。

■寝返りができるようになると、興味のある物まで移動して、手にとって眺めた

り、口に入れたりできるようになります。飲み込める大きさの物、やけどする熱い

物、落とすと割れる物などは、見えない場所に収納しましょう。

■あやすと声を立てて笑ったり、ママやパパなど見慣

れた人にはうれしそうな表情をしたりして、かわいさ

が増します。

■かかりつけの小児科医で、乳児健診を受けましょう。

家事や育児、仕事など「やらねばならないこと」に毎日拘束されて、自分の「したいこと」
を我慢する日々が続きます。パパは積極的に赤ちゃんと留守番して、ママが美容院に行っ
たり、ショッピングや食事をしたり、一人の女性に戻れる時間を作ってあげて。

月経が再開していなくても妊娠の可能性はあります。次の妊娠についての希望や避妊
についての考えを、夫婦で話し合っておくとよいでしょう。

★毎晩２、３時間ずつ夫婦交代でおんぶ。
やっと寝ても１時間で目を覚まして、
大変だった。� （父）

★夜に頻繁に起きる子でした。ママは僕
以上に辛かったようです。朝までぐっ
すり寝てくれた翌日は、うれしくて、
お祝い膳を作ったほど。� （プーさん）

親のイライラや、焦りが伝わるので、
とことんつきあうぞ！と開き直る。

車で夜のドライブ、抱っこやおんぶで
外の風に当たるなども効果的。

Point1

Point2

夜泣きにつきあう
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の子育てPAPA
成長と生活BABY

体調と生活 MAMA

子の成長に合わせて根気強くなる
mission

８か月～11か月

★新聞紙を食べたときはぎょっとしま
した。ママは「おしりから出るやろ」
と意外に冷静。� （好井）

★つかまり立ちの姿勢から転んで、机
の端に顔面からぶつかった。大きな
けがもせず無事だったので、ホッと
した。� （ゴン）

赤ちゃんを膝の上に乗せて、絵本を一緒に
見ながら、声に出して読んであげよう。
大人にとっても心地よい時間になるよ。

赤ちゃんの見えるところ、手の届くとこ
ろは、触ってよいものだけに。

Point1

Point1

せっかく読んであげても、赤ちゃんの反応
がないこともあるけれど、毎日続けて読ん
であげて。

タバコ・医薬品等の誤飲、溺水、ヤケド、
転落などの危険から防ぐために、予防策
をとろう。

Point2

Point2

守る危険から

絵本を読んで聞かせる

０歳

絵本選びのポイント

書店に並んでいるのはごく一部。

まずは図書館で借りて、たくさん

の絵本を読んでみましょう。

その中からママやパパが気に入っ

た本、赤ちゃんが気に入った本を

購入してみるといいですよ。

あくまでも一例です。赤ちゃんによって異なります。
月齢が進むほど個人差が大きくなります。

■ずりばい、はいはい、つかまり立ち、伝い歩きができるようになる子もいます。

なん語が増え、まんま～、ぶ～、んま～など、話しかけてくれます。

■室内でも転落やお風呂での溺水事故などが起こります。赤ちゃんがどこにいる

のか、いつも視野に入れて、安全確認しましょう。

■親と他人の区別がついて、人見知りや親の後追いをす

る子もいます。

■食事はスプーンを持ったり、小さい物をつまめるよう

になってきます。手で食べられるパンや野菜スティック

などを用意すると、自分で食べる経験ができるかも。旬

の食材を楽しんで食べさせましょう。

赤ちゃんの体重が重くなり、毎日抱っこしているので、肩や腰に大きな負担がかかってい
ます。パパも仕事で疲れていることでしょう。お互いにマッサージしてみませんか？
体に触れながら、おしゃべりするのも気分転換になりそう。

★育児休業中は、自転車の前乗せ
に座らせて、産直とスーパーを
ハシゴして、近所の公園で遊ん
でから帰るパターン。� （真部）

★離乳食用のスプーンを落とす、
拾うとまた落とすの繰り返し。
30 回くらいは拾ったかな。�
� （とし）

何度も何度も同じことを繰り返して喜ぶときは、
根気よく笑顔でつきあって！

パパの服も汚れて良いもの、動きやすいものに。

Point1

Point2

遊ぶ子どもと
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の子育てPAPA

ダメ！

成長と生活BABY

体調と生活 MAMA

安全と安心を与えるのは自分だ
mission

★ハサミを手にしたときはヒヤっとしま
した。手の届くところに出しっぱなし
にしていた私が悪かった！�（はなパパ）

★ママがいないとき、目を離していたら、
子どもは洗面所で液体洗剤を倒して、
洗剤まみれになって、そのままリビン
グまで出てきた！ママには後で怒られ
ました…。� （プリオ）

子どもに与えるのではなく、
大人も一緒に遊んで、楽しもう！

玄関を出た瞬間から片時も目を離さず、
手の届く位置にいること。

Point1

Point1

おもちゃは子どもと大人の
コミュニケーションツール。
段ボールを電車に見立てた
り、ペットボトルを楽器に
したり、身近な素材で工夫
してみよう。

本当に危険なことを
したときは、
その場で注意する。
怖い顔も効果的。

Point2

Point2

目をはなさない子どもから

おもちゃで遊ぼう

１歳

おもちゃ選びのポイント

安全なもの。
	 安全マークなどを参考に。

子どもの発達に合ったもの。
	 大きさや重さがちょうどよいもの。

デザイン、素材、音の質が
　 良いもの。

おもちゃ選びは大人の仕事です。

あくまでも一例です。子どもによって異なり、個人差が大きくなる頃。
心配な場合は、かかりつけの小児科医に相談しましょう。

■「まんま」「パパ、ママ」など意味のある言葉を使うようになります。犬や車など

興味のあるものを指さししたら、「あれは、ワンワン」「あれはブーブー車だよ。」と

答えてあげて、言葉のキャッチボールを楽しみましょう。

■喜怒哀楽が豊かになります。気にいらないことや不快感などを言葉で表せない

ので、かんしゃくを起こすときがあります。抱かれていても急にのけぞって頭をぶ

つけたり、キーキー声で叫び続けたり…。気持ちも体もしっかり受け止めて。

■歩けるようになったら外遊びの時間も楽しくなります。怖い

もの知らずなので、どんどん動き回って、転倒したり、ぶつかっ

たり、片時も目を離せません。手を伸ばせば届く範囲で見守っ

てください。

■ 1 歳後半には歯が 16 本くらい生えそろってくるので歯磨き

を習慣づけましょう。

すぐにかんしゃくを起こしたり、自己主張がはげしい子どもの世話で疲れて余裕がないこ
とも多くなります。ママの愚痴を聞いてあげましょう。子どものよいところやママのがん
ばっているところをほめてあげましょう。

育児の話が一段落したら、夫婦で好きな音楽を聴いたり、大人同士の会話をしたりし
て過ごせば、気分も盛り上がりますね。

★うちの子は外で遊ぶのが好きなの
で、服が汚れるのも気にせず遊び
ます。妻は洗濯が大変なので、い
い顔しませんが…。�（きらきら星）

★「いないいないばあ」を物かげに
全身かくれて出てくるようにする
と、大うけでした。� （まるお）

何にでも探究心旺盛！ 外に出て、生き物や
風の音など、五感で感じてみよう。

ごっこ遊びやかくれんぼなど相手のある遊び
をしてみよう。

Point1

Point2

戸外で遊ぶ

パパ
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の子育てPAPA
成長と生活BABY

体調と生活 MAMA

いやいや期を先回りして楽しむ
mission

★大人の言う言葉は分かっているのに、
「いやいや」言いだすと訳がわからな
くなって、手に負えなくなります。つ
い逆ギレして、妻にあきれられたこと
もありました。� （もるどん）

★「靴下、はいて」というと、「いや！」と言
われるから、「靴下、青と黄色のどっち
がいい？」と聞く。� （イクラたらお）

子どもは「なんでも自分でできる」つもり。
わかってるよ、あなたのことを尊重して
いるよ、と態度で伝えよう。

かけっこ、ボール投げ、
すべり台など、何をする？
と聞いてみよう。

Point1

Point1

子どもは「自分で」選びたい。選択させ
る言葉がけで切り抜けられることも。

子どもの要求をそのまま受けとめなくても、
見立て・つもりあそび（買う真似／食べる
真似など）で気持ちが切り替わることも。

パパの体を使って、飛行機やお馬さん、
でんぐり返しなどの遊びを教えてあげよう。

Point2

Point3

Point2

体を使って遊ぶ

いやいやにつきあう

２歳
いや
いやっ

どっち？

あくまでも一例です。子どもによって異なり、個人差が大きくなる頃。
心配な場合は、かかりつけの小児科医に相談しましょう。

■走る、跳ねる、飛ぶ、飛び降りるなど、動きが激しくなります。ひとときもじっ

としていません。外遊びのときは、親も動きやすい靴で走り回れるように。

■自分では話せなくても、こちらの言うことは分かっていることも多くなります。

子どもがうまくいい表せないことは、大人が代弁してあげるといいですね。

■自己主張のかたまりなので、何かをさせるときも頭

ごなしに命令せず、子どもが自分でどのようにしたい

のか、どういう順番でやりたいのかなどを聞いてあげ

て、選択させましょう。うまくいくときもあります。

■「おしっこ」「うんち」を伝えられるようになったり、

自分で食べられるようになったり、できることが増え

て成長を感じます。

子どもと二人きりでいると、「いや」ばかり言われて、ママは自分を否定されたような辛い
気分に。なるべく外に出て、子育て広場などで他の２歳児も似たようなものだというのを
実感すると、明日も前向きになれるはず。

★子どもがすぐに真似するので、日
ごろの行動に気をつけている。物
を置くときに、ちょっと乱暴に置
いてしまい、子どもも物を投げる
ようになった。反省。�（ゴーフィ）

子どもに真似されてもよい丁寧な言葉
づかいや動作を心がけること。

Point1

自分でできたら大げさにほめて、できる
ことを増やしてあげよう。

Point2

お手本を示す親が
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食事中、子どもがぐずったので私
が抱っこし、私が食べられない状
態でも、一人優雅に食事して抱っ
こを変わってくれないこと。（らら）

休みの日は寝ずに子どもの面倒
をみてほしい。�（ミッフィー）

その他

何人もの

ママより

子どもの面倒を頼んだのに、た

だ同じ部屋にいてテレビゲーム

をしていただけだった。(八島）

出かけた時だけは面倒見がよくな

るのに、家では同居の両親に任

せっきりで、子どもとの留守番と

かは絶対にしない。�（ミルモモ）
基本、子どもとは遊ぶことしか

していないのに、子育てに協力

していると思っている。オムツ

替えたり、家事を手伝ったり、

夫がめんどくさいとか汚いと思

うことをして初めて、子育てに

協力だと思う。� （ぽるママ）

妊娠中速く歩けなかったのに自

分だけ先々歩いて追いつけな

かったこと。� （さー）

育児は、たまに長時間してくれ
るのではなく、短くても毎日協
力してほしい。�（さとちゃん）

お出かけの時は自分の準備だ

けしかしない。私が子どもた

ちの準備をしてから、自分の

準備をしていると、遅いと

いって怒る…。�（ゆかママ）

子どもに合わせた生活時間を考え
ず、夜間子どもを連れて外出する
のは、正直、腹が立ちます。（SUN）

私がお風呂に入っている間に、

子どもを置いて、外へタバコを

吸いにいく。� （かわいマン）

自分のからだが疲れた時は何も

してくれないこと。�（たなこ）

「ぱなし（脱ぎっぱなし、電気つ

けっぱなし、ドア開けっ放し）」

を直してほしい！�（ふくちゃん）

いつまでも寝るのはやめてほしい。

� （カオジン）

育児のグチを旦那に言ったら、

お前のやり方、要領が悪いと言

われた。� （ナナエモン）

子どもが「パパ遊んで～！」と
何度も言っているのに、テレビ
ばかり観て子どもの相手をせず、
最後には子どもに怒りだしたこ
と。� （だいちゃ）

歯みがきや爪切りのように子ど

もが嫌がることは母親まかせに

するのが嫌。自分はかわいがる

ことしかしない。�（まくらん）

うんちの時のオムツ

替えをしない！

子どもが夜泣きしている

のに、自分は寝ている。

朝寝坊、夜は先に寝る、

昼寝もする。

タバコをやめない。

子どもより自分のしたいこと優先。

ゲーム、テレビ、パソコンなど。

生後１か月のとき、頼る人もなく初

めての育児中なのに、夫は帰宅後

自分勝手に居なくなって、私は食

事も食べれず辛かった。�（リオン）

育児に追われて寝る時間も少な

かったので、昼寝をしていたら、

「寝るばかりで何もしない」と言

われた。仕事してないから、家

事するのは当たり前と言われた

事。� （まちゃぽん）

うんちが出た時に自分で替えて
くれたらいいのに、わざわざ私
を呼んできたこと。�（めぐみ）

自分の脱いだ服はたたんでほしい。

子どもの手本にならない。�（もん）

夜遅く帰ってきて疲れているのは
わかるが、せめて子どもが幼稚園
にいく前に、少しでも起きて顔を
見せてあげてほしい。�（もなみ）

子どもが寄って来ないと、スネ

て遊ばなくなる。出掛けると必

ず抱っこしてくれるのはうれし

いけど、子どもが暴れだすと交

代。あ～カートに乗せたら楽な

のに…。� （夏の日）

子どもを寝かしつけるときに歌

でも歌ってあげたらとアドバイ

スしたら、歌の苦手な夫は一生

懸命、かけ算の九九をぶつぶつ

と唱えていた。� （さち）

トイレトレーニング中の娘と留守番中、

普段のトレーニングに付き合ったこと

がなかった夫は、娘がトイレでウンチ

をしたあとウォシュレットを作動させ、

娘のお尻を洗おうとしました。もちろ

ん命中せず、娘は背中がびしょびしょ

で号泣。� （まみみ）

全く夫になつかなかった息子が

一番最初に呼び掛けたのが「パ

パ」。誰も教えてないのに…と、

その日から夫は育児に積極的で

す。� （eSatz）

娘の子守もしっかりしたうえに、

夫婦のコミュニケーションを忘

れないところ。寝かしつけた後

に、お互いに好きなレコードを

チョイスしてコーヒーを飲む時

間が好き。� （あーママ）

小さい頃、授乳が終わればすぐ抱っ
こしてくれてゲップを出してくれ
ていたのがうれしかった。父親の
愛情を感じました。� （くぅまん）

２人目妊娠初期、つわりがひどい私
に代わって朝食を作ってくれていま
したが、お味噌汁の具にパプリカが
入っていて、ひどかった (+_+)。３
人目も出産した今では、かなり上手
にお味噌汁を作れるようになりまし
た (^O^)/。� （まきまき）

お出かけ大好きで休みの日は

しょっちゅう連れ出してくれる

し、あたしよりおしゃれなので

子ども服を選んで買ってくれる。

� （ミルモモ）

最初の出産後、命の尊さに二人

して涙した。今思いだしてもう

れしいです。� （ろびん）

夫も成長して「父さん」になっていくんだなぁ…と感じてうれしい

ことは、１人目の子どもが生まれたころは、自分のことが中心で、

子どもの遊び相手や子どものお風呂の時間よりも、自分のみたいテ

レビ、自分のしたい昼寝だった。そのことでよく喧嘩したけれど…。

３人の「父さん」になった最近では、休日は進んで公園や買い物に

連れて行ったり、お風呂の時間も考えたり、寝かしつけたりと、自

分のことは少し後回しにしてくれるようになった。� （えびきち）

「どうしてこんなに息子はかわい
いのか」と、いつも寝顔を見て、
真顔で聞いて来るところ。�（もん）

出産後の育児の手伝いだけでな
く、いろいろ悩む私の愚痴を聞
いてくれ、精神的に支えてくれ
た。� （ちぃちぃ）

２人目妊娠中、つわりで家から出

たくない休日、息子と２人でさぬ

きこどもの国に遊びに行ってくれ

た☆息子も大喜びで、うれしかっ

た。� （なっちゃん）

子どもが産まれるまでは、男ら

しい話し方だったのに、赤ちゃ

んには凄く可愛らしく話してい

るのを聞いて、嬉しいと同時に

笑えた。� （みくママ）

今は、小学生になりパパ大好きですが、人見知りの頃（６

か月から１歳半頃）は、パパにも人見知りで、子どもと２

人でお風呂に入ると号泣、ご近所から「何かあったん？」

と心配されました。保育園にパパが迎えに行ったときは、

逃げて先生にしがみつき号泣。「本当に父親か？」と、私

の職場に確認の電話が入りました。なんとか家に帰っても、

食事の用意どころか着替えもできず、私が帰るまでの約２

時間、娘の機嫌を損なわぬようスーツにネクタイ姿で遊ん

でました。パパは、今も昔も目に入れても痛くないほどカ

ワイイって思ってるんですがね～。� �（ミープー）

「子どもの笑顔に癒され、幸せ
や。痛い思いして産んでくれて
ありがとう」と、お礼を言われ
た。� （MAYU)

腹が立ったこと★ここだけは直して！と思うこと

ホンネ
ＭＡＭＡの アンケート

がんばってくれる
パパ★ありがとう

うれしかった
言葉や愛♥を
感じたこと

夫婦で子育て！そうはいってもママの育児と家事の負担がまだまだ大きい家庭がほとんど。
パパに直接言えないママの本音を聞いてみました。
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おでかけ編

ワーク・ライフ・バランス宣言

持ち物 CHECK LIST
□オムツ替えセット
（オムツ３～４枚、おしりふき、ティッシュ、ビニール袋、布オムツの場合はオムツカバー予備）

□ミルクセット（粉ミルク、哺乳瓶、お湯）／水分補給用のお茶か湯ざまし
□着替えの服と肌着、タオル、おくるみ、薄手の上着、帽子
□離乳食セット（スプーン、エプロンかスタイ、おしぼり、ウェットティッシュ）

□機嫌が悪くなったら活躍するグッズ（おやつ、おもちゃなど）

□持っていると重宝するもの（カメラ、ビニール袋大小数枚、レジャーシート）

□必ず無いとだめなこだわりのある物（ガーゼや人形など）

いつでも両手が使える

ように、 リュック型・

肩掛け型バッグで

暑さや寒さ、 紫外線対策

は万全に。 靴や靴下が脱

げてしまうことがよくある

ので、 子どもの足を時々

チェック！

動きやすい安定した

靴を選ぼう。

高松で子育てするなら、 うどん

をブチブチ切れるヌードルカッ

ターはおすすめ。 コシの強さが

売りの有名店では使えないかも。

というより、 離乳食にはやわらかい

うどんで塩分少なめを食べさせて！

離乳食用のスプーンは必須アイテム。

目指せ

　長女が１歳８か月の頃、お盆に私と私の母と娘の 3 人で海へ行った日のこと（あいにく妻

は仕事の日）。小学生が海水浴しているのを見ていたら、その楽しそうな雰囲気に誘われてか、

それとも砂浜が暑かったのか、長女は突然、海めがけて突進！ 慌てて母が長女の服と靴を

脱がせてくれたが、オムツ一丁で打ち寄せる波に「きゃあきゃあ」と歓声を上げる娘。そ

んな姿に、私はただただ苦笑…。想定外の海水浴デビューと

なった。

　タオルも着替えも用意していなかったので、帰りの車の中

ではすっぽんぽん。子どもと出かけるときは、何があっても

いいように、着替えの１組とタオルくらいは常に持ち歩くべ

きと教訓になった。それにしても長女のうれしそうな顔が忘

れられない。「お前、ほんまに水が好きやったんやな～。」

　ひょんなことから４歳と２歳の子を連れて、数時間の新幹

線での旅。旅の友は、シールが大量についた子ども向け雑誌。

これでしばらく乗り切れました！　車内で「牛乳飲みたい！」

とワガママ言った２歳児には閉口したけど、２人で１本のオ

レンジジュースに、ストロー２本入れて左右から飲む姿はか

わいかったなあ。

　駅では左手に２歳児を抱き、右手にキャリーバック。4 歳

児一人では乗れないエスカレーターを前に、「乗れ！ がんば

れ！」と無理な叱咤激励をしていると、見かねた駅員さんが助けに来てくれました。

　乳幼児を２人連れているオトコはよっぽど気の毒な裏事情があるように見えるのか、みな

さん憐れ（!?）に思うのか、困っていると誰かが助けてくれます。当たり前のことをしても「が

んばってますね」と言われるオトコは、ある意味 ‘得 ’ですよ。チャレンジあるのみです！

想定外の海水浴に大慌て！

２人の子を連れて新幹線の旅。

岡下 健一郎さん

松本 博雄さん
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目指せ

料理 編

チ
ョ
コ
レ
ー
ト

せんべいアイス
クリーム

ク
ッ
キ
ー

買物リスト大根、
ほうれん草にんじん

豚肉200グラム
牛乳、砂糖

□何を作るか決めたら、食材や

調味料の在庫を確認して、買

い物メモを作成。

□食べた家族の

感想は？

□今回気付いたこと

を忘れないうちに

再トライ！

□買い物は慣れていないと意外に時間がかかる

ので、早めに済ませよう。

□道具の準備、材料の準備と下ごしらえ。

□さぁ、手順を確認したら、作りましょう！

□初心者は、目分量ではなく、計量スプーンを

使い、レシピ本どおりに作ると、失敗が少ない。

途中で味見するのを忘れずに。

□使った器具や皿などは途中で洗っておこう。

□食後の後片付けまでが料理のうち。食器、鍋、

調理器具など、すべて洗って、水切りしてお

こう。

ＰＬＡＮ

ＣＨＥＣＫ

ＡＣＴＩＯＮ

ＤＯ

計画

評価

改善

実行

ワーク・ライフ・バランス宣言

しっぽくうどん

栄養豊富。一品でも満足できる！

材料（２人前）

作り方

うどん   ………………… 2 玉
大根 ……………………  1/5 本
ニンジン ……………… 1/3 本
里芋 ……………………… 3 個
鶏もも肉 ……………… 1/3 枚
油揚げ ………………… 1/3 枚
豆腐 …………………… 1/4 丁
しょうゆ ……… 大さじ 1～ 2
だし汁 ……………… 3 カップ
刻みネギ ………………… 適量

❶ 大根とニンジンは短冊切りに、里芋と鶏もも
肉は食べやすい大きさに切り、油揚げは油抜き
をして短冊切りにする。

❷ 豆腐は食べやすい大きさに切る。

❸ だし汁に❶を加え、具がやわらかくなるまで
煮込む。豆腐を加え、煮立ったら火を止める。

❹ 離乳食用に❸を 100cc（お玉１杯程度）取り分
けて、小さく刻んで、別の小鍋へ入れる。短く
切ったうどんを入れて、やわらかくなるまで煮
込む。

❺ 別鍋に湯をわかし、うどんを温めて、器に盛る。

❻ 大人用には、❸の味見をして、しょうゆで味
を調える。酒、みりん、塩など、お好みで入れ
ても可。

❼ うどんの上に❻をかけ、刻みネギを散らす。

だし汁と野菜の味だけで、

赤ちゃんにはＯＫ。

味つけに自信がない人は、

だししょうゆや、調味だし

を購入する手もあり！

とりわけて

離乳食に！

短冊切り

煮込む

油抜き

煮立つ
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カレー

男性料理の定番 !?

トマトとセロリでこだわりの味

材料 ( 作りやすい分量です）

作り方

ホールトマト缶詰 ………… 1 缶
セロリ ……………………… 1 本
ジャガイモ ………………… 3 個
ニンジン …………………… 1 本
タマネギ …………………… 2 個
鶏もも肉 ……………… 200g程度
カレールウ ……………… 1/2 箱
水 ……………………………600cc
油（炒めるときに少々）

❶ 鶏もも肉、ジャガイモ、ニンジンを、さいの目（さ
いころの大きさと形）に切ります。タマネギ、セロ
リ（葉も含めて）は細切り。

❷ 鍋に水とホールトマト、セロリを入れ火にかけます。

❸ フライパンで、❶の材料をそれぞれ炒め、❷の鍋
に入れ、コトコト煮込みます。 
炒める順番は、鶏もも肉→タマネギ→ニンジン→
ジャガイモの順に。

❹ 煮込んで野菜が軟らかくなったら、離乳食用に取り
分けます。この時点で、トマト風味の洋風スープです。 
離乳食の進み具合に合わせて、具を刻んだり、つぶ
したりして与えます。

❺ ❸の鍋の火を止め、カレールウを入れます。 
ルウは一気に全部入れずに、味を見ながら追加して
ください。

カボチャ、ナス、カリフ

ラワーなど季節の野菜も

入れてみてください。

好みにより塩こしょうで、

味を調えてください。ト

マトとセロリでコンソメ

の味がしますので、ルウ

は少なめに。

トマトとセロリの組み合

わせによりコンソメの味

と香りを簡単に再現でき

ます。スープやオムライ

スなどにも応用してみて

ください。

マンバのけんちゃん

讃岐を代表する伝統食

所要時間わずか 30分程度

材料 ( 作りやすい分量です）

作り方

マンバ（高菜・ひゃっか） ……………… １束
 豆腐 …………………………………… １丁
 魚天（天ぷら、長天と呼ばれるもの） ……… １枚
 サラダ油 ………………………… 大さじ１
 しょうゆ …………………………… 小さじ１
 ゴマ油 ………………………………… 適量
 だし汁 ……………………………… 120cc

❶ マンバをゆがき、冷水でさます。

❷ マンバ、魚天を短冊切りにする。

❸ 鍋にサラダ油を熱し、マンバを炒める。

❹ 豆腐、だし汁、魚天、醤油を入れ、
だし汁が少なくなってきたら、ゴマ油
を入れ、火を止める。

❶葉の部分と茎の�

部分に切り分けます。

❷ぐらぐら沸いたお湯に、茎の部

分を入れます。

❸再沸騰してきたら、次に葉の部

分を入れます。

❹さらに再沸騰したら、火を止め

て、水にさらします。

❶で取り分け

湯がいたマンバを、細かく

切ってお粥に混ぜる。

７～８か月頃向け。

❹で取り分け

しょうゆを入れる前に取り分けて食べや

すい大きさに切る。９～ 11か月頃向け。

マンバの

　　ゆがき方

鍋はどんな鍋を使う？

「豆腐は切らずに加える」ワケ

煮込み用の鍋、深めの鍋、フライ

パンでも可。

どうせ煮込むときにくずれるので、そ

のまま入れて、煮込みながらくずして

いきます。

１の

３の

４の

離乳食に

取り分け

★マンバが出回っていない季節には、
小松菜やホウレンソウで作ろう。



実感
ＰＡＰＡの 体験記 パパになったからこそ、家事も育児も貴重な経験ができると思えば、何ごとも前向きに挑

戦あるのみ !?

イクメン料理
　 体験記

イクメン家事
いろいろ体験記

パパになって変わった
ことや家族への思い

平日は子どもの寝顔しか見れ

ませんが、家族から元気をも

らっている気がします。

� （てら）

何よりも家族が喜ぶこと

を一番に考えるようにな

りました。気が長くなり

ました。� （みやまる）

趣味の釣りができなくても意外と苦にな

らなかったこと。双子だったからこそ、

しっかり育児に関われるように思います。

� （釣り人）

親になったことで家族への責任
感が増したと思います。子ども
の寝顔を見ると、その思いが強
くなります。� （70点パパ）

子どもが生まれてそろそろ２年。まだ親と
して未熟ですが、周りからは顔つきが変
わったと言われるので、しっかりしてきた
面もあるのかも。� （匿名希望）

子どもの前ではなるべく不機嫌な態
度をとらないようにしている。自分
より家族中心になった。� （小西）
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７か月になる次女の離乳食を作ってみた。①炊いたごはんか
ら「10倍がゆ」が作れること、②ゆでたブロッコリーはさら
にレンジでやわらかくすれば、離乳食向きになることを、妻
に聞いて、少しだけ自分にもできる気がしたからだ。結果は
上々！ 何でも食べる次女は、私の作った離乳食をおいしそ
うに完食してくれた。よかった！� (岡下パパ )

私の作ったカレーを初めて

食べた妻が「おいしい」と

言ってくれて、うれしかっ

た。それからカレーのと

きは自分が担当している。

� (三浦パパ )

妻は私と子どもを置いて、ときどき一日外出してしまう。

昼食材料をそろえて出ていく。私に作れといわんばかり。

がんばって作ってみるが味はいまいち。子どもは、しゃべ

れるようになると文句を言う。しかし、何度もそんなこと

があったおかげで、今では料理のレパートリーも増えて、

味もそれなりに進歩。これは妻の見えない仕掛け（教育）

だったと、最近になって気付いた。� (EDA)

飲み会に行く回数が減り、趣

味のフットサルに行っても早

く帰るようになった。子ども

にとって父親は自分だけなの

で、子どもの笑顔を守ってや

りたい。� (かい )

生活の中心が子どもになるの

で、テレビを見たり、ゲーム

をしたりしなくなった。

� (るーさん )

料理を作って、子どもたちが

「おいしい」と言ってくれた

時が一番うれしかった。

� （匿名希望）

家族との時間を大切にしたい
と感じるようになり、日中の
業務を効率よく行うことを心
がけている。� (匿名希望 Y)

双子の子どもたちにオムレツを作ったが、
食べてくれなかったときはさびしかった。
嫁さんの作ったものは残さず食べようと
誓った（笑）。� （ぶんちゃん）

子どもがぐずったらこちらも
イライラ。そんなときは自分
の親と比べる。自分より若く
して親になってるので負けら
れない！

� ��(和大と仁大のパパ)

責任感が強くなりました。妻
への気遣いや感謝の気持ちが
大きくなりました。

� (プーさん )

子どもができたことが分かっ

てからタバコをやめました。

毎日「大好きだよ」と言って

抱きしめます。�(としさん )

子育てという共同作業で妻と

一体感が生まれた。

� (たろパパ )

子どもが一人増えたら、洗濯

物がびっくりするくらい増え

ました。手伝うようになりま

した。� (ジュラ )

たまに子どもの玩具を大掛かりに片づける

のですが、数日もすると、すぐにぐちゃぐちゃ

になっているので悲しい…。

� (きょうしょう)

私の希望で高性能の掃除機を
買ってからは、掃除をするテ
ンションがあがりました。

� (ラミー )

風呂そうじは簡単ですぐ終わるけど、妻か

らは感謝される。少しでも家事に関わるこ

とが大切だと思った。� （ピーチポン）

洗濯や料理をしていると、子

どもがグズグズとなります。

あやしていると家事ができな

い。� (Hiromunmun)

洗濯物をたたむ係ですが、1

週間ためこんでしまい、深夜

に1時間以上、黙々とたたむ

はめに…。� (真部 )

理系人間なので炊事や洗濯は科学的で
おもしろいです。洗濯物はどのように
干せば効率的に乾くか考えるだけで楽
しい。� （カエデルハイド）

朝は時間が無いので、夜に洗
濯物を干していますが、冬は
寒いです。「ありがとう」と
言ってもらえるとうれしい。
� (ふたご座 )

妻の手が荒れやすいので、代

わりに洗いものをします。喜

ばれていて、うれしい。

� (匿名希望 )



手伝おうか？

理由なくとも
２度目取得可能。父１度目 父２度目

母産休

１歳２か月１歳８週間出生

父（または母）、交替。２か月延長可能。父の場合、育児休業期間の上限は 1 年間。
母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて 1 年間。

父
例２

父母

母母産休

母産休例１

１歳２か月１歳８週間出生
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育児休業、育児短時間勤務制度などの他に、
事業所独自の制度も活用。

仕事と家庭 編

目指せ

家庭円満の秘訣は妻への思いやりと、
家事・育児の分担。

禁句！
お手伝いは

理解者
制度活用会社の と

を増やすこと

言葉にして
伝える

「手伝おうか？」ではなく、「後片付け、やっと

くよ」とか「日曜日の朝食は僕がつくるよ」

など、明確に分担して、

その間、妻は別のことが

できるように！

「好きだよ」「がんばってくれてうれし

い」「家族が大事」など、照れるけど、

言葉にして妻や子どもに語りかけよう。

言わないと分からないし、伝わらない。

子育て中であることを職場でオープン

にして、急な休みや早退にも対応でき

るように。

段取りを早めに整えて、周囲に状況が

わかるようにしておこう。

家　

庭家　

庭

仕　

事

発熱
お
大
事
に

ワーク・ライフ・バランス宣言
制度改正によって父親が

　　　　　育児休業を取りやすくなりました。

パパ・ママ育休プラス

出産後８週間以内の父親の育児休業取得促進

労使協定による専業主婦（夫）取得除外規定の廃止

父母ともに育児休業を取得する場合、子が 1 歳 2 か月に達するまでの間に、1 年
まで休業することを可能とする。

配偶者の出産後 8 週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特例とし
て育児休業を再度取得できるよう要件を緩和する。

労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦（夫）である場合等、常態として
子どもを養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒む
ことを可能としている制度を廃止する。

１

２

３



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

赤ちゃんの生活

ママの生活

パパの生活

睡眠

母親の育児

父親の育児

炊事、洗濯、掃除

食器洗い、アイロンなど

お出かけ・買い物など

テレビ、趣味など

赤ちゃんの生活

ママの生活

パパの生活

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

赤ちゃんの生活

ママの生活

パパの生活

睡眠

母親の育児

父親の育児

炊事、洗濯、掃除

食器洗い、アイロンなど

お出かけ・買い物など

テレビ、趣味など

赤ちゃんの生活

ママの生活

パパの生活

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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ワーク・ライフ・バランス

育児休業中・専業主婦（夫）がいる場合

ＷＬＢ記入シート

休日にどのように夫婦で役割分担できるか検討した一例です。

あなたの家庭では、どのように夫婦で役割分担でき
お互いの希望やしてほしいことを話し合って記入し

記入例

記入しよう！

朝食の用意と片付け 天気に合わせて洗濯2回目

夫婦いずれかが家庭で子育てしている場合は、休日に夫婦そろったときの家事
と育児の分担を意識して行いましょう。休日は休息や自分の余暇に使いたいも
のですが、子育て中は優先順位の変更が必要。

そうですか？
ましょう。

妻と相談しながら記入する
ことで、自分の思いと妻の
希望のずれを修正するきっ
かけになりますよ。

昼間は子どもと外出 帰宅後は一緒に昼寝 風呂の掃除や入浴



赤ちゃんの生活

ママの生活

パパの生活

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

睡眠

母親の育児

父親の育児

炊事、洗濯、掃除

食器洗い、アイロンなど

仕事

テレビ、趣味など

子どもの生活

ママの生活

パパの生活

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

赤ちゃんの生活

ママの生活

パパの生活

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

睡眠

母親の育児

父親の育児

炊事、洗濯、掃除

食器洗い、アイロンなど

仕事

テレビ、趣味など

赤ちゃんの生活

ママの生活

パパの生活

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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ワーク・ライフ・バランス

共働き夫婦の場合

ＷＬＢ記入シート

朝食の準備と、子どもの身支度、保育園への送りという朝時間を夫記入例

記入しよう！

朝食作り・片付け・子どもの

着替えや身支度

洗濯・夕食の下ごしらえ 保育園へ送り

記入しよう！ あなたの家庭では、どのように夫婦で役割分担でき
お互いの希望やしてほしいことを話し合って記入し

夫婦共働きで子育てしている場合は、平日に仕事の時間と家事と育児の分担を
意識して行いましょう。子どもの保育園への送迎や、病気のときの対応策も話
し合っておきましょう。

が担当、お迎えや夕食など夜時間は妻が担当した例です。

お迎えに行けないときや、病気
の子どもを預けられる人を確保
しておくことは大切。夫婦の親

（祖父母）や、きょうだいが近く
にいない場合は、ファミリー・
サポート・センターやベビー
シッターに依頼したり、病児・
病後児保育施設などを探してお
きましょう。

いざというときに頼る人
を探しておきましょう。

短時間勤務を利用

してお迎え

帰宅後は夕食と

風呂の準備

子どもと入浴 夕食

そうですか？
ましょう。
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　おなかの中のきみへ

妊婦健診に行ったよ　　　　年　　月　　日　　　妊娠（　　　　　）週目

今の身長 今の体重cm g

ママの様子

月　　日

月　　日

妊娠中

Photo

ママとパパのお出かけメモ

パパのつぶやき

▲赤ちゃんの超音波画像をはってもＯＫ！

　もうすぐ会えるきみへ

妊婦健診に行ったよ　　　　年　　月　　日　　　妊娠（　　　　　）週目

今の身長 今の体重cm g

ママの様子

想像した顔を手書きで描いてみましょう。

出 産
直 前

Photo

生まれてくるきみの顔は？ 名前を考えてみました。

▲妊娠後期のママの写真をはってもＯＫ！
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　　生まれてきてくれてありがとう

名前

　年　　　月　　　日

身長 体重

生年月日

cm g

名前に込めた思い

お誕生

Photo

お産前後の様子は？ パパより

　毎日大きくなるきみへ

● 首がすわったら、月日を記入しましょう。………………… 　　　月　　日

● あやすと笑いますか？………………………… はい・いいえ　　　月　　日

●「あ～、う～」など声をだしますか？… …… はい・いいえ　　　月　　日

● 見えるものを目で追ったり、…
　じっと見たりしますか？……………………… はい・いいえ　　　月　　日

● 外気浴を兼ねたお散歩をしていますか？…… はい・いいえ　　　月　　日

できたよCHECK!

生後
３か月

Photo

パパがしている赤ちゃんのお世話や日々のできごと
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　　できることが増えていくきみへ

身長 体重cm kg 年　　月　　日

６か月

Photo

● 寝返りできるようになった月日を記入しましょう。……… 　　　月　　日

● 家族といるときに話しかけるような…
　声を出しますか？……………………………… はい・いいえ　　　月　　日

● 離乳食を喜んで食べていますか？…………… はい・いいえ　　　月　　日

● 名前を呼ぶと喜びますか？…………………… はい・いいえ　　　月　　日

● 人見知り・夜泣きをしますか？……………… はい・いいえ　　　月　　日

● どんな遊びが好きですか？（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

できたよCHECK!

パパがしている赤ちゃんのお世話や日々のできごと

　　１歳お誕生日おめでとう！１歳

Photo

● つたい歩きはしますか？……………………… はい・いいえ　　　月　　日

●「バイバイ」「こんにちは」などの…
　身振りをしますか？………………………… はい・いいえ　　　月　　日

● 食事を３回喜んで食べますか？……………… はい・いいえ　　　月　　日

● 歩けるようになったら、月日を記入しましょう。…………… 　　月　　日

できたよCHECK!

家族で行ったよ。こんなことがあったよ

１歳の［　　　　　］ちゃんのできごと・好きな遊びは？

身長 体重cm kg 年　　月　　日
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　　２歳お誕生日おめでとう！

呼び名

２歳

Photo

● 走ることができますか？……………………… はい・いいえ　　　月　　日

● 保護者が歯の仕上げ磨きをしていますか？…… はい・いいえ　　　月　　日

● 肉や野菜を食べますか？……………………… はい・いいえ　　　月　　日

● どんな言葉を話しますか？（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 好きな遊びは？（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

できたよCHECK!

パパがしている［　　　　　］ちゃんのお世話や日々のできごと

身長 体重cm kg 年　　月　　日

　　３歳お誕生日おめでとう！

呼び名

３歳

Photo

● 自分の名前が言えますか？………………………はい・いいえ　　　月　　日

● 遊び友だちがいますか？…………………………はい・いいえ　　　月　　日

● 保護者が歯の仕上げ磨きを…
　していますか？…………………………………はい・いいえ　　　月　　日

● 好きな遊びは？（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

できたよCHECK!

［　　　　　］ちゃんのできごと・好きな遊びは？

身長 体重cm kg 年　　月　　日
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病　名 年月日 症状や合併症など

麻しん（はしか）

水痘（水ぼうそう）

おたふくかぜ

風しん（三日はしか）

伝染性紅班（りんご病）

手足口病

病気やけがの記録

パパの看病日記 月　　日

かかりつけ医を記入しましょう

■かかりつけ医を決めておきましょう。

■『こどもの救急ハンドブック』

医療機関名 電話番号

病気になった時最初に診てもらうお医者さんを決めておくと、今までにかかった病
気や、どんな薬を飲んでいるかなどの受診記録が残っているので、より適切な治療
を行うことができるからです。

子どもの発熱・けいれん・せき・嘔吐・下痢などの症状別にチェック
シート方式で、受診の目安や家庭での対応をまとめている冊子です。

編集・発行：高松市保健所

休日や夜間に子どもの急な病気やケガ
への対処方法や、受診するかどうか判
断に迷ったとき、小児科医師・看護師
などへの電話による相談ができます。

小児救急電話相談

お子さんの症状、年齢、
お住まいの市町。

電話がつながったら、あわてずゆっくりと
次のことを伝えてください。

※プッシュ回線、携帯電話（主要携帯電話会社3社）
　以外は、

♯8000
毎日 19：00 ～翌朝 8：00

夜間の病気

■高松市夜間急病診療所
　毎日 19：30 ～ 23：30
　桜町一丁目9-12　高松市保健センター内
　TEL／ 087-839-2299

休日の病気

■掲載紙
　当日の新聞（朝刊）、広報たかまつ毎月 1 日号
■テレホンサービス
　TEL／ 087-867-5199
■ホームページ
　高松市医師会、
　医療ネット讃岐／医療ネット讃岐携帯サイト

TEL ／ 087-823-1588 休日当番医を調べるには

日曜・祝日などに医療機関が当番制で対応
します。休日当番医を確認の上、直接医療
機関にお問い合わせください。

あくまでも電話によるアドバイスです。
診断・治療はできませんのであらかじめご了承ください。
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２人の娘を持つ父親です。普段はほとんど主体的に子育てをしていない「ニセイクメン」ですが、妻の指導（？）により、今回、この手帳の作成に参加させていただきました。

ＩＴ関連の企業を経営している子煩悩な野外遊び人です。

40歳過ぎての初心者パパ。

家族みんなで新しい生活を楽しんでいます。パパ暦 11か月の新米

長女が１歳３か月～２歳３か月

までの１年間、育児休暇を取り

ました。

シニア野菜ソムリエ。第３子が１歳に
なるまで、３か月の育児休暇を取得。

未来へと歩む子ども＆ワカモノの応援を生業としています。

岡下 健一郎　　５歳女、０歳９か月女

森田 桂治　　８歳男、５歳女

吉坂 泰輔　　1 歳５か月女好井 智哉　　０歳１１か月男

真部 浩一　　８歳女、４歳女

末原 俊幸　　９歳男、７歳女、０歳１０か月男

香川大学教育学部・幼児教育講座准教授松本 博雄
ファンタジア５歳・わが家の太陽２歳９か月・王様０歳８か月の３姉妹

①「３人目の子ども」にならない
よう、父親の役割を果たすこと。
②父親の子育ては「いいとこどり」
になりがちなので、むしろ家事が
少しでもできるようにがんばって、
妻がゆったりと子どもと関われる
ようにすること。

子育てしてるつもりで自分が成長し

ていると実感する毎日です。時には

怒鳴りたくなったり、泣きたくなっ

たりということの連続だと思います

が、深呼吸して、ゆっくり、ゆった

り歩んでいきましょう。

子どもって、なか
なかこちらの思い
通りになりません
ねぇ。でも、考え
てみればそもそも
自分以外の他人っ
て、やっぱり思い
通りにならないも

新米，ベテラン，イクメンパパ

の皆さん！いっしょに免許皆伝

目指して、子育てできる幸せを

味わいましょう！

子どもの成長の喜びをたっぷり味わ

えたのが良かったです。育休が終

わったとき、しみじみと「大きくなっ

たなぁ」と思いました。

卒業生に助けてもらいながらの子育てです。娘をもつパパ！ 仕事は後でもできるけど、娘と過ごせる至福の時は今しかないですよ！ともに楽しんでいきましょう～。

オビカカズミさん、谷 益美さん、父親子育てアンケート回答者の皆さん、
わははメール子育てアンケート回答者の皆さん、高松市職員の皆さん、 
さぬきツインクラブ、さぬきおやじ連合、ひまわり× pa-ppyくらぶ、 
おひさまひろばパパデー、ゆうゆうパパ倶楽部、NPO法人わははネット、
親子の写真を投稿してくださった皆さん

遊びに来た卒業生に
ベビーシッター依頼中♪

育児はこれまでの生活と全く違った分野の作業
ばかりなので、戸惑いや不安を感じるでしょう。
でも、慣れてくるとテキパキこなせ、とても楽
しく感じてきますよ。
そして、育児を通じ、
自分の子ども達、近
所の子ども達、そし
て地域と、活動の
フィールドはどんど
ん広がりますよ。

「レッツ エン児ョイ」
です。

のですよね。自分の子どもも別個の人間、意識的
に「他人」だと考えて、彼女と丁寧な付き合い方
をしていきたいと思います。…って考えないと、
可愛すぎて冷静でいられなくなる！（笑）

縁の下の力持ち



ＩＫＵＭＥＮ 高松市内の父親サークル紹介

心は少年、気持ちは「子どもたちよ！お父さんに付いて来い！」

『出て来いおやじ！』を合言葉にさぬきのがんばるおやじたち

ひまわり× pa-ppyくらぶ

さぬきおやじ連合

　パパだって、楽しいことをしながら
仲間を作って情報交換がしたい！と
立ち上がったサークル。仲間がいる
からこそ実現できる企画を積極的にお
こなっています。たとえば、釣ってき
た魚をさばいて料理、豪快なバーベ
キュー、遊び心いっぱいのイベントな
ど、パパならではの視点で企画してい
ます。この先、自分の子どもが巣立っ
てからも、次世代のお父さんにアドバ
イスできる仲間の輪が広がればと活動
を続けています。

　子どもたちのために、父親にも何
かできるはず！と、地域のおやじが
集まって始めた「おやじの会」。現在、
香川県内に約30団体あります。普段
はそれぞれの地域で、ボランティア活
動や子どもたちとの体験活動などに取
り組んでいます。14団体が加盟する

「さぬきおやじ連合」では、全国おや
じサミットへの参加や五色台での１泊
２日の合同キャンプ、育児の日フェス
ティバルへの出店などもおこなってい
ます。

　　　高松市出作町 382-1　酒井ハイツ 110
TEL：087-816-7700（NPO法人子育てネットひまわり）

メール：himawarinet2005@yahoo.co.jp
活動日：不定期（１～２か月に１度の企画を実施）

　　　高松市栗林町 2 丁目 8-1
さぬきおやじ連合事務局　〈代表者〉早谷川 悟
TEL：090-8699-8433
メール：sanuki-oyaji@archi-hasegawa.co.jp

info

info

お父さんが楽しいと思える遊びを楽しく経験

家族ぐるみ＆男同士のコミュニケーションを楽しもう

こぶし今里保育園地域子育て支援拠点事業「おひさまひろば」

ゆうゆうパパ倶楽部

　「子育てに積極的なお父さんっていいよ
ね♪」というお母さん達の会話から始まっ
たのが、土曜日の『パパデー』。最初はお
母さんと一緒に来ていたお父さんたちも、
１人立ちして子どもを引き連れて遊びに来
るようになりました。体全体を使うふれあ
いあそびや体育遊びはもちろん、歌も一緒
に歌います。パパ・ママ・そして子どもの
声が混ざって、とっても素敵な響きが生ま
れています。お父さんの頼もしいところや、
お母さんの生き生きした姿をほめ合いなが
ら「パパデー」を楽しんでいます。

　親子が集まる「ゆうゆう広
場」で始まった父親サークルで
す。毎月１回程度、家族同伴で
集まって、燻製作りやあんもち
雑煮作りなどの料理体験をおこ
なったり、ゆうゆう広場の横に
ある公園で遊びを楽しんでいま
す。また、お父さんの集まりら
しく、持ち寄り飲み会や夜桜飲
み会なども開いて、家族ぐるみ
のおつきあいを広げています。

　　　高松市今里町 1 丁目 9-8
TEL：087-834-1946（保育園での受付）
活動日：パパデーは毎週土曜、
　　　　おひさまひろばは月～土曜

　　　高松市屋島西町 2479-12
TEL：087-841-8270（ゆうゆう広場）
活動日：月 1 回（月末の週末が基本）

「ウロの海に行こう」イベント時の写真。水遊びをしながらワカメ
を拾ったり魚を捕まえたり…と、子どもとパパたちとの交流を楽し
みました。ママだけでは大変な海遊びも、パパが一緒だと心強い！

info

info
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多胎児親子で交流を図りながら、育児相談や情報交換を

さぬきツインクラブ

　「さぬきツインクラブ」は、平成８
年 1 月、多胎児とその家族のために
結成された育児サークルです。大変な
多胎育児を、1 人でがんばりすぎるこ
となく、先輩ママや友だちと励まし合
い相談しながら、楽しむことができた
らすてきですね。月 1 回の定例集会
がおもな活動内容。子どもを遊ばせな
がらママ同士情報交換したり、お友だ
ちをつくったりしています。

　　　　1人の育児でも大変なのに２人も子育

てする妻。精神的にも体力的にも限界です。そ

こで僕らパパの出番です。仕事を抱えて毎日ヘ

トヘトだけど、ちょっとでもできる事から妻と

一緒に育児。それでも大変！そんな時は、両親、

ご近所さん、同僚、公共施設など何でも活用し

ちゃう。そんなルート作りこそパパの仕事かも。

ご近所さんに、託児・遊び相手など助けても

らっていますが、なんといっても坂出の両親の

協力が大きい！ でも、本当に助かったのは同

じ双子のパパ・ママの情報でした。心配事や悩

みのポイントが一緒なんですよね。妻が参加し

た「さぬきツインクラブ」で仲良くなったパパ・

ママに感謝です。今度は自分が情報提供する番。

ほやほやの双子パパをお待ちしています。�

� 鈴木 文彦

　　　〈代表者〉鈴木 泰代
TEL：080-3928-1456
http://www.geocities.jp:80/s_twin2005/

PAPA

パパの子育てお役立ちサイト
たかまつらっこネット
  http://takamatsu-rakko.net/

高松市の子育て情報の総合サイトです。
制度や施設や最新イベント情報など。

育メンつながる たかまつパパネット
  http://papa.takamatsu-rakko.net/

高松市で子育てする父親たちのネット
ワーク作りに役立ちます。

イクメンプロジェクトサイト
  http://ikumen-project.jp/index.html

厚生労働省による、男性の子育て参加
や育児休業取得の促進などを目的とし
たプロジェクト。

厚生労働省「子ども・子育て支援」
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/index.html

子育て支援や保育関係などへの国の取
り組みが一覧できます。

たかまつ・ファミリー・サポート・センター
  http://happy192.com/

地域の子育てをサポートしあう会員制
の組織です。

info

おわりに ～監修者から～

　『たかまつ父親手帳 イクメン道場』いかがでしょうか。

　「チャレンジしてみよう！」と思われたお父さん、大歓迎です。この冊子を大

いに活用してください。

　「イクメンなんて照れくさくて…」と感じられたお父さん、もっともだと思い

ます。でも実は “夫は仕事、妻は家庭 ”という分担は、たかだか100年ちょっ

との歴史をもつにすぎません。江戸時代まで、子どもは、お父さんも含めた、た

くさんの人の間で育てられてきたのですから…。ちょっとモードを変えて、でき

ることから踏み出してみませんか。新しい何かが始まりますよ。

　私たちは誰もが、育てられ、支えられることで大きくなってきました。“いい

加減 ”でもOK！　お父さん、あなたにできることが、きっとあります。子ども

たちは、そんなパパとの幸せな時間を心待ちにしていることでしょう。

『たかまつ父親手帳 イクメン道場』監修

香川大学教育学部准教授　　松本 博雄
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