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購読更新について ● 「お母さん業界新聞」の購読は自動更新です。購読を中止する場合は必ずメールか電話でご連絡ください。購読満了の1か月前には「購読満了と更新のお知らせ」を新聞と同送いたします。

お母さんの笑顔のために
CD 「はじめての日」
百万母力プロジェクトテーマソング
　作詩／藤本裕子
作曲／中村守孝
歌／ダ・カーポ
価格／ 1000 円（税込）
母である喜びを綴った藤本の詩が
歌になりCD化。話題を呼んでいる。
毎日が「はじめて」の連続ともい
える子育ての日々。宝物のような
出来事を忘れないでとメッセージ。
ダ・カーポの歌声に癒されます。

お母さお母さ母さんの笑んの笑んの笑顔のた顔のた顔のためにめにめに

お母さん大学購買部 お母さんを笑顔にする本、CD、DVD。出産祝い、

お母様へのプレゼント、自分へのご褒美にどうぞ！

本「百万母力」
「お母さん業界新聞」コラム集

著者／藤本裕子　
発行／論創社　
価格／ 1575 円（税込）
お母さんはスゴイ！と言い続けて
20年。藤本裕子渾身の一冊。あっ
たかいお母さんの心と本気が決め
手。読めば「母力」アップ。毎日
がキラキラと輝き始めます。

本 「はじめての日
～子育てに夢を～」
著者／藤本裕子 　
発行／第三文明社
価格／ 1365 円（税込）
笑顔で子育てをするためのヒン
トが満載。楽曲「はじめての日」
誕生ストーリー、池川明先生と
の対談「よいお産は社会を変え
る幸せの原動力を併録。

DVD「胎内記憶」
2枚組（特典映像付き）
インタビューによる胎内・中間生の話

企画監修／池川 明 　
発売／トランタンネットワーク新聞社
価格／ 2310 円（税込）
子どもから大人まで胎内記憶の
インタビュー集。子どもは親を
選んで生まれてくるという、衝
撃の事実！「誕生を記憶するこ
どもたち」のチェンバレン博士
のメッセージも入っています。

本「ブンナよ、
木からおりてこい」
著者／水上 勉　
発行／若州一滴文庫　
価格／ 1050 円（税込）
文豪・水上勉が「命」や「生
きる意味」を問う。氏曰く「自
著の中で後世に残る作品はこ
の一冊」。母から子へ伝えて
ほしい、一匹の蛙の物語。

「月刊 お母さん業界新聞」
年間購読料 ／ 3000 円（税・送料込）
母親であることの喜びや、子育て
の素晴らしさを伝える新聞。全国
のお母さん記者400人による等身
大の発信は「お母さんの心」で溢
れています。読むとほんわかして、
人にやさしくなれる。「お母さん
大学」のテキストです。

お申込み●お母さん大学  http://www.okaasan.net/
TEL045-444-4030  FAX045-444-4031  info@30ans.com
＊送料は 200 円～。即日発送、プレゼント梱包も承ります。

311 TAKE ACTION PROJECT
竹炭灰万能ミネラル液
洗濯用・台所用洗剤、シャンプー、
玄関の消臭や草花などに活用。
700mℓボトル／ 2100 円（税込）
2000 ｍℓ徳用パック／ 4620 円（税込）
100％天然成分。合成界面活性剤
や有害物質は一切入っていません。
少量で洗浄力と消臭力あり。柔軟
剤なしでふんわり。竹の有効活用
と森林保全、河川浄化等、使用す
ることで、自然環境を良くします。

新刊

泣くのも
今のうちだぜぇ
（尾形智子／川口市）

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

「お母さん大学サイト」では全国のお母さん記者（MJ記者）が
母としてのつぶやきなどを発信しています .

MJマザージャーナリズムマザージャーナリズム

http://www.okaasan.net/http://www.okaasan.net/

　子どもはよく泣きます。何でこんなに泣く
のかというほどよく泣きます。私も子どもの
「泣き」にどれだけイライラ、うんざりしたか。
　でも今、小さい子が大泣きしている姿を見
ると、とってもかわいくて。泣いているのは
今のうち。子どもは気持ちをうまく表現でき
ないから、泣いてお母さんに伝えたいだけ。
かわいいじゃありませんか。涙をいっぱいた
めて大きな声をあげて「お母さん、お母さん」
と訴えているのです。
　子育て真っ最中のときは、毎日精一杯で余
裕がありませんでした。 一日中イライラし
て 、やれごはんだ、家事だ。もう早く、早くと。
　最近、小さい頃のわが子の写真を見ました。
まあ、なんてかわいいこと！当時の私はこん
なかわいい姿に気づかず、いつも時間に追わ
れ、イライラ、カッカし、言うことをきかな
い子どもたちに怒りまくっていました。
　こんなにかわいかったのに…。戻れるもの
なら戻りたい…。と言ってもあとの祭り。
　子どもは泣き虫でわがままで。お母さんも
うんざりすることもあるでしょう。それがで
す。あるときふと泣かなくなり、ものわかり
がよくなり、逆にこちらが物足りなくなるほ
どになってしまうのです。
　息子は18歳と15歳ですが、わが家は静
かになりました。「遊んで…」としじゅうま
とわりついていた長男は、ごはんを食べ終わ
るといつのまにか姿を消します（次男は相変
わらずちょっかいを出してきますが、それも
少なくなってきました）。コミュニケーショ
ンはとれているほうだと思いますが、小さい
頃に比べると格段に少なくなっています。
　子育て真っ最中のお母さん、お子さんと
の今を大切にしてください。泣きじゃくる
わが子を愛しく思ってください。子どもは
あっという間に母親の背丈を越え、いつの
まにやらいい子になって、親にそっぽを向
いてしまうのですから。

　ようやくようやくあの夏はどこかへいっ
てしまったようです。涼しくなりました。
　夏はまぶしかった！ 3人の娘たちのエネ
ルギーと毎日一緒にいるだけで、うわあ、
生きてるな。せみの大合唱。娘たちの笑い
声。ぱあっと両手を広げていた夏の子ども
たちのからだ。
　秋がきて、今度は根っこが伸びる。母は
相変わらず毎日を繰り返す。ごはん掃除ご
はん掃除。お茶もくんであげましょう。
　育てることは待つ
ことでしょうか？　
　私の小さな働きで
娘たちがいつか花開
く。静かに静かに待つ
のが育てること。お母
さんになれてうれし
いです。

秋がきて

（印東光理／横浜市）

　昨日は、朝から長女と2人で公園に行き
ました。次女と一緒だと、長い時間公園に
いられないし、鬼ごっこにもしっかりつき
あってあげられないので、早起きをし、張
り切って行ってきました。
　じっくり遊んでさすがに疲れ、「よくがん
ばった私！」と自分をほめながらの帰り道
のことです。
　「みーちゃんが大きくなったら、鬼が来た
ら助けてあげる！」「みーちゃんが大きく
なったら、しーちゃん（妹）にお洋服と靴
下とパンツ買ってあげる」といつもの「みー
ちゃんが大きくなったらシリーズ」を続け
ていた長女。
　新バージョン「みーちゃんが大きくなっ
たら、みーちゃんがしーちゃんを公園に連
れってってあげるから、お父ちゃんとお母
ちゃんはおうちで待ってていいよ～」とい
う元気な声。けっこうリアルな「大きくなっ
たら～」かもしれません。
　長女と公園で一緒に遊べるのはあと数年
でしょうか。まだま
だ先は長いような。
でもあとから思い返
せば、あっという間
なのでしょう。
　明日からもがんば
ろう！

大きくなったら

（上坂紗絵子／高石市）

　「プライベートコンサート」…私だけに
歌い、踊り、演奏する、なんともいえない
贅沢な時間。迫力も満点。時には手を取り
合って一緒に歌ったり、踊ったり。ワイン
を片手に大好きな人たちと楽しむこともで
きる。寝そべったりして、自分の好きなス
タイルで楽しめるのも魅力。
　そんな素敵なプライベートコンサートが
わが家にやってきました。それは子どもた
ちが生まれてまもなくのこと。踊り歌い、
一緒に手を取り合いながら毎日のように繰
り広げられるコンサート。「生きてるって素
晴らしいんだよ」って体全体で訴え、泣い
ていた心もいっぺんに笑顔にしてくれる。
あーこの子たちに出会えてよかったと心か
ら感じるひと
とき。
　本日の曲目
は「ミックス
ジュース♪」
でした。

プライベート
コンサート
（池田彩／久留米市）

　つい3か月前までは、日々いかに効率化
し生産性を上げるかの世界にいた私が、第
2子を出産後、産休&育休に入り、そうい
うことからは遠い時間の流れにいます。子
育てって、非効率的に見える時間の積み重
ねですね。
　保育器に子どもが入っているとき、抱っ
こも授乳もできなくても、医師に言われた
「親にできること」の一つに「見守る」があっ
て、「え、見つめて何かになるの？　赤ちゃ
んが保育器の中で目線を感じるの？」と
思ったのですが、実際どうなのかはともか
く、それくらい「これをどのくらいしたら、
どのくらい子どもが成長するか」なんてこ
ととは無縁な時間の積み重ねです。
　赤ちゃん期の、胸に抱っこして過ごす、
隣にくっついて寝る、に始まり、ほっぺを
くっつけながら電車を眺める、普通に歩け
ば10分の道を30分かけて歩く、歌いなが
ら躍りながら行進する、延々と続ける〇〇
ごっこ等々…。
　子育てのほかには日に一つのことしかで
きない、いや、何もできない日もあるくら
いスローで
「非効率的」。
私、復職でき
るのでしょう
か？（苦笑）。 

効率とは
反対の時間 
（山中菜詩／東京都）

おひさま
プロジェクト
（古崎千穂／東京都）

　「子どもが先生なんだなぁ 」と実感とし
て気がついたのは、子育て10年目を迎え
るこの夏休みのことでした。
　私の本棚には、たくさんの子育てに関す
る本があります。どの一冊も、そのときの
悩んだ私を反映していて、本に「ありがと
う」と言いたいほど、愛おしい存在ですが、
自分の身に沁みるまでは、やっぱり10年
くらいかかるのかもしれません。
　これが仕事の現場だと、「石の上にも三年」
「10年で1つの山を越える」など先達の言
葉がありますし、組織の人間だと配属が変
わったり、部下を持って管理職になったり
と変化もあってわかりやすいのですが。
　こと、子育ての現場では「自分評価」み
たいなもので、自分の変化を感じるチャン
スって、案外ないような気がします。子ど
もは「何の先生か…」というと、それは「愛」
についての先生だと私は思います。
　「お母さん」て、どんなことがあっても子
どもに愛されている、最高に幸せな存在な

のではないでしょうか。それだけで私たち
母親はキラキラと輝いているはずです。
　たとえば学生時代、「たった一人の男の子
でいいから、振り向いてくれさえすれば、私、
自分に自信持てるのになぁ～」そんな妄想
を抱いた経験ってありませんか。
　子どもって、まさにそのたった一人。お
母さんと子どもはいつでも相思相愛。それ
だけで輝いている。だからやっぱり、「自信
がない」とか、「自分なんて大したことない」
とか、そんな気持ちになってしまうのは、
とてももったいないことだと思います。
　お母さん大学の合言葉「母力」とは、太
陽エネルギーであり、おひさまのように、
ぬくぬくしていて満ちている力。お母さん
大学生として、自分をもっと尊重し、おひ
さまのように在りたい。そのためにはどう
したらいいのかを考え始めています。
　お母さん大学が、
一人ひとりの「おひ
さま力」で社会を変
えるきっかけとなる
ようなそんな大学で
あったら、子どもた
ちに誇れると思うの
です。


